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現代自由意志論の問題点
─ Pereboom のハードな非両立論を手掛かりとして ─

稲荷森

輝

一

要 旨
本論文ではペレブームの⽛ハードな非両立論⽜を手掛かりとして，現代自
由意志論の問題点を指摘する。現代分析哲学の自由意志論では，
⽛人間は道
徳的責任に必要な自由意志を持つか否か⽜という問題が，もっぱら両立論-非
両立論という対立図式において論じられてきた。両立論は⽛道徳的責任に十
分な自由意志は決定論的世界と両立可能である⽜と主張する一方，非両立論
は⽛道徳的責任に必要な自由意志は決定論的世界と両立しない⽜と主張する。
そうした中ペレブームは，非両立論的自由意志を前提しつつ，
⽛世界が決定論
的であれ非決定論的であれ，
人間は道徳的責任に必要な自由意志を持たない⽜
とする⽛ハードな非両立論⽜を展開している。彼によれば，人間が道徳的責
任を負うためには⽛行為者因果⽜
，すなわち⽛行為者が（出来事に還元されな
い実体として）原初的に行為をはじめる能力⽜が要求されるが，経験科学の
知見に照らしたとき，
人間がこうした能力を持つとは考え難い。したがって，
人間は道徳的責任に必要な自由意志を持たないと考えられる。
非両立論的自由意志を前提するこの立場は両立論への反論を含むものであ
り，その論証は manipulation argument を通じてなされる。この論証において
は，行為者が神経科学者に決定論的な仕方で操作されている事例に始まり，
そこから徐々に通常の決定論的事例へと近づいていくような順番で，主要な
両立論的帰責条件の充足された⚔つの事例が提示される。ペレブームはこれ
らの事例を通じ，
我々の直観によれば両立論的帰責条件は不十分であること，
および決定論的世界において行為者は道徳的責任を負わないことを主張す
る。しかし実際のところ，両立論者は尚も直観によってこの論証を退けるこ
とができるため，彼が両立論の論駁に成功しているとは言い難い。そして，
この論証の問題点は自由意志論の方法論それ自体の問題点，つまり直観に依
拠して自由意志を定義することで問題に答えようとすることの限界を暗示し
ているように思われる。
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はじめに
本稿では，現代分析哲学における自由意志論の主要な争点である⽛道徳的責任に必要な自由
1
意志の有無⽜に関して，Pereboom（2001; 2014）
（以下，ペレブーム）の⽛ハードな非両立論⽜
を

手掛かりにその問題点を指摘する。自由意志論における論点は数多くあるが，
⽛人間は道徳的
責任に必要な自由意志を持つか否か⽜が最大の争点になってきたと言っても過言ではない。そ
してこの議論はもっぱら，道徳的責任に必要な自由意志は決定論的世界と両立可能であるとす
る⽛両立論⽜と，そうした自由意志は決定論的世界と両立不可能であるとする⽛非両立論⽜と
の対立という図式でなされてきた。一方，ペレブームの主張はこうした議論とは一線を画すも
のであり，彼は⽛世界が決定論的であれ非決定論的であれ，人間は道徳的責任に必要な自由意
志を持たない⽜と主張する。当然，こうしたペレブームの主張は両立論に対する反論を含むも
のである。しかし私は，彼の議論は両立論を論駁するというよりは，むしろこれまで自由意志
論で用いられてきた方法論，つまり，直観を根拠に自由意志の内実を明らかとすることでこの
論争に決着をつけようとする方法論の問題点を浮き彫りにしていると考える。
以上の点を論じるにあたり，本稿は次の通り論を進める。まず，本稿で取り扱う自由意志論
の論点である⽛人間は道徳的責任に必要な自由意志を持つか否か⽜という問題について整理す
る（⚑章）
。次に，この問題に対するペレブームの立場である⽛ハードな非両立論⽜について概
説する（⚒章）
。彼はこの立場を擁護するにあたり，agent-causal libertarianism という非両立論
の擁護を行うと同時に，manipulation argument を通じて両立論者への反論を試みる。しかし私
が考えるに，この議論こそ両立論-非両立論間の論争に決着をつけることの困難を如実に表し
ているものに他ならない。この点を指摘するため，まず manipulation argumeent の内容を説明す
る（⚓章）
。そのうえで，McKenna（2014; 2008）および Hass（2012）による manipulation argument への反論を踏まえつつ，この議論の問題点，およびそれを通じて浮かび上がってくる自
由意志論全体の問題点を指摘する。最後に本稿の議論全体をまとめた上で，この論争の向かう
べき方向について若干の考察を試みる（⚕章）
。

1

なお，ペレブームは（Pereboom, 2001）においては⽛ハードな非両立論⽜という言葉で自らの立場を
表現する一方，
（Pereboom, 2014）においてはこの言葉を積極的に用いず，もっぱら自身の立場を単に
⽛自由意志懐疑論⽜と呼んでいる。彼によれば，それは彼の立場と特定の自由意志懐疑論との間で共
通する点が多いためである（Pereboom, 2014, p. 4）
。本稿では自由意志懐疑論の中でもペレブームの
立場を取り上げていることを明確化するため，あえて⽛ハードな非両立論⽜という表現の方を用いる。
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⚑ 自由意志論の論点
まずは自由意志論の主要な論点である⽛人間は道徳的責任に必要な自由意志を持つか⽜とい
う問題について整理していく。
1-1 basic desert における道徳的責任
⽛道徳的責任⽜という概念はそれ自体多義的なものであるが，ペレブーム（2014, p. 2）によれ
ば，自由意志論において問題となる道徳的責任とは⽛basic desert における道徳的責任⽜
（moral
responsibility in the basic desert sense）である。この責任概念は次のように定義される。
ある行為者がある行為についてこの意味で道徳的責任を負うということは，それが以下の仕
方 ─ すなわち，もし彼女がその行為が道徳的に悪いと理解していたならば彼女は非難さ
れるに値するような仕方，そして，もし彼女がそれを道徳的に善いと理解していたなら，彼
女が称賛されるに値するような仕方 ─ で彼女のものであるということである。ここで問題
となる desert は，その行為者が，まさに彼女がその行為を為したがゆえに非難あるいは賞賛
されるに値するのであって，単に（たとえば）帰結主義ないしは契約主義的な考慮によって
そうあるのではない，という意味において基本的である。
（Pereboom, 2014, p. 2）
（拙訳）
つまり，行為者が行為に対して basic desert における道徳的責任を負うということは，
⽛悪い/善
ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

いと知ってそれを為したがゆえに，それ自体を理由としてその行為者が非難/称賛に値するよ
うな仕方で，その行為が行為者に帰属している⽜ということを意味する2。
1-2 両立論と非両立論
両立論-非両立論間の論争は，自由意志論における最も重要な対立軸の一つである。両立論
ㅡ

ㅡ

者は道徳的責任を負うために十分な自由意志が決定論的世界と両立可能であることを主張する
ㅡ

ㅡ

一方，非両立論者は道徳的責任を負うために必要な自由意志が決定論的世界と両立不可能であ
ることを主張する。こうした対立軸のもと，自由意志論では⽛道徳的責任に必要な自由意志⽜
の有無が論点となってきた3。そして，先の議論を踏まえてこの論争を再解釈すれば，自由意志
2

この意味での道徳的責任を問うことには，悪いことをした人に義憤や憤慨の表出をともなう非難を
することや（Pereboom, 2014, p. 128）
，犯罪者に応報的な刑罰を与えること（Pereboom, 2014, p. 155）
が含まれる。また，basic desert の定義上，行為それ自体を理由とする賞賛もこの種の責任を問うこ
とに含まれる。

3

なお，非両立論と決定論を同時に受け入れ，道徳的責任に必要な自由意志が存在しないことを主張
する立場は⽛ハードな決定論⽜
（hard determinism）と呼ばれる。
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論において問題となるのは⽛人間は basic desert における道徳的責任を負う上で必要な自由意志
を持つかどうか⽜ということであり，この点がもっぱら両立論-非両立論という対立軸において
議論されてきたことになる。
これら各々の立場に関して論者毎の主張があるわけだが，非両立論に関して言えば，この立
場はまず二つに大別される（Pereboom, 2001, p. 4; 2014, p. 4）
。一つは leeway incompatibilism で
あり，この立場では帰責の必要条件として別-可能性が要請される。つまり，道徳的責任にとっ
ては⽛他のこともできた⽜ということが重要であると考えるのがこの立場である。もう一つは
causal history incompatibilism/source incompatibilism であり，この立場においては，行為者への帰
責を説明する行為の因果的来歴は必ずしも別-可能性を含まないと考えられる。
また，非両立論は大きく次の二つにも分けられる。一つは agent-causal libertarianism であり，
この立場においては，道徳的責任に必要な自由意志には，
⽛行為者の状態や行為者を含む出来事
には還元されない実体としての行為者⽜が状態や出来事によらない仕方で選択を引き起こすこ
とが含まれる（Pereboom, 2001, p. 40）
。つまり，実体としての行為者が原初的に行為を始める
能力，
⽛行為者因果⽜
（agent causation）を要求するのが agent-causal libertarianism である。もう一
つは event-causal libertarianism であり，この立場においては，行為は状態または出来事のみに
よって引き起こされ，状態または出来事が生じる過程におけるある種の適切な非決定性が，道
徳的責任にとって決定的な必要条件であるとされる（Pereboom, 2001, p. 40）
。つまり，道徳的
責任にとって重要なのは出来事と出来事の間に非決定性のあることであって，
⽛実体としての
行為者⽜なるものは必要ないとするのが event-causal libertarianism である。
一方両立論とは，これらの立場とは異なり，決定論的世界と両立不可能であるような自由意
志を要求しない立場である。つまり両立論においては，道徳的責任に必要な自由意志は決定論
的世界と両立可能であるとされる。両立論には非両立論以上に様々な立場が存在するのだが，
大まかに次のように分類できる4,5。一つは，行為が真に行為者自身のものであることを重視す
る立場であり，ヒュームやエイヤー，フランクファートらがこの立場に分類されるだろう。も

4

分類については（Pereboom, 2001, pp. 100-10）を参考にしつつ再整理した。

5

なお，ペレブーム（2001, p. 90; 2014, pp. 71-2）はこうした分類に先立って，両立論をさらに大きく二
つに分けている。本稿で扱った両立論は彼が causal integrationism と呼ぶ立場であり，道徳的責任に
必要なのは，行為者の心理と行為との間にある種の因果的統合のあることであって，世界が決定論
的でないことは必要ではないとする立場である。本稿で取り上げなかったもう一方の立場は，道徳
的責任は反応的態度に基礎づけられたものであり，決定論はこの態度にとって無関係であるとする
ストローソン流の両立論（Strawson, 1962）
［ストローソン，2010］である。ペレブーム（2014, pp.
81-2）によれば，こうしたストローソンの主張もまた，後述する manipulation argument によって論駁
できるという。私が考えるに，本稿の結論はストローソンに対するこの反論の妥当性にも影響する
ものである。

―4―

稲荷森：現代自由意志論の問題点

うひとつは，行為者の理性的能力を重要視する立場であり，フィッシャーやラヴィッツァ，ウォ
レスらがこの立場に含まれるだろう。
ここで，⚓章の議論のために各々の立場を簡潔に確認しておきたい。ヒュームやエイヤーら
の両立論によれば，行為者が道徳的責任を負うための条件は①行為に対する強制の無いこと，
②行為の原因が行為者の恒常的性格にあること［ヒューム，2011，ページ；145-60］
［ヒューム，
2018，ページ；143-76］
（Ayer, 1954）であり，これらの条件は決定論によって脅かされるもの
ではない。また，フランクファートによれば，道徳的責任を保証するのはある行為に対する欲
求が二階の欲求によって支持されていること［フランクファート，2010］
（Frankfurt, 1971）であ
る。二階の欲求とは，ある欲求に対する高階の欲求，つまり⽛ある欲求をもちたいという欲求⽜
を意味する。以上二つの立場はいずれも，行為が行為者に真に帰属していることを重要視する
立場である。
次に，行為者の理性的能力を重要視する立場についても概観しておこう。フィッシャーとラ
ヴィッツアによれば，道徳的責任を保証するのは行為が合理的熟慮（rational consideration）に基
づいていて，かつ，とある異なった状況下において，他の行為をするのに十分な理由があった
ならば，その理由に気が付いて，同様の熟慮メカニズム（deliberative mechanism）によって他の
行為を為したであろう仕方において reason-responsive であること（Ficher and Ravizza, 1998）で
ある。一方ウォレスによれば，道徳的責任を保証するのは行為が意図的であり，かつその行為
者が⽝自己反省的コントロールの能力（powers of self-reflective control）
⽞を有していること
（Wallace, 1994）である。このとき，反省的自己コントロールとは，①道徳的な理由を把握し，
②そうした理由に照らして振る舞いを支配/統制する能力を意味する。

⚒ ペレブームの⽛ハードな非両立論⽜
一方，こうした両立論-非両立論という対立軸において，
⽛世界が決定論的であれ，非決定論
的であれ，人間は basic desert における道徳的責任に必要な自由意志を持たない⽜と主張するの
がペレブームの⽛ハードな非両立論⽜である。ペレブームの主張の核は主に三つあると言える
だろう。一つは agent-causal libertarianism の擁護，もう一つは agent-causation が存在すること
の否定，そして両立論への反論である。本章ではこのうち最初の二つについて説明する。
まず agent-causal libertarianism の擁護6（Pereboom, 2001, pp. 38-68; 2014, pp. 30-49）に関して
だが，ペレブームがこの立場を支持するのには大きく分けて二つの理由がある。一つには，彼

6

なお，ペレブームは非両立論におけるもう一つの主要な対立軸である leeway と causal history/source
間の対立については後者を支持している。その根拠として彼は，フランクファート型事例（Frankfurt,
1969）
［フランクファート，2010］の改変版を提出している。
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が⽛行為者の究極的コントロール⽜を重要視しているということがあげられる。そしてもう一
つは，そうしたコントロールは，単なる出来事間の非決定性によっては保証されず，
⽛行為者因
果⽜を想定することによってのみ確保されると考えられるということである。
ペレブーム（2001, p. 47）は次の原理より，行為者のコントロールを超越した要因によって彼
の行為が引き起こされるとき，彼はその行為に対して basic desert における道徳的責任を負わな
いと主張する。
（O）もしある行為者が彼女の為す行為の決定に対して［basic desert における］道徳的責任
を負うのならば，そのときこの決定がなされる過程は，この行為者がそれに対してコント
ロールを持っている何かでなくてはならず，そしてある行為者は，その決定が彼女のコン
トロールを持たない原因によって生み出されたものであるならば，その決定に対して道徳
的責任を負わない。
（Pereboom, 2001, p. 47）
（拙訳，
［ ］内筆者）
したがって，行為者が道徳的責任を負うためには，彼はその行為の究極的原因でなければなら
ないということになる。
そして，この原理に鑑みたとき，event-causal libertarianism は道徳的責任に必要な自由意志を
十分に保証してはくれない（Pereboom, 2001, p. 47）
。なぜなら，単に出来事間に非決定性が存
するというだけでは，行為者は行為の究極的原因たりえないからだ。この点は，ペレブーム
（2014, pp. 31-3）がヒューム的主張である luck objection の一種として提示する disappearing
agent objection を検討することでより明らかとなる7。ある行為を支持する道徳的動機と，その
行為を控えることを支持する打算的な（prudential）動機とが拮抗した状況を想定しよう。
Event-causal libertarianism では，行為の選択に関する行為者の決定は，その決定に先立つ欲求や
信念といった状態や出来事によってのみ引き起こされることになる。しかし disappearing agent
objection の状況設定においては，行為者の決定に先立つ出来事が行為の決定を引き起こすこと
はできない。というのは，決定に先行する出来事，つまり行為者の動機は拮抗しているからで
ある。言い換えれば，先行する出来事は各々の決定の確率を 50％にするだけであり，したがっ
て最終的な決定を引き起こすことができない。ゆえに，event-causal libertarianism の立場では，
行為の最終的決定が行為者によって為されないために，行為者は行為の原因に対してコント
ロ ー ル を 持 ち 得 な い。す な わ ち，こ の 立 場 は（O）を 満 た す こ と が で き な い。ゆ え に
event-causal の立場では，行為者は道徳的責任に必要な自由意志を持ち得ないのである。

7

なお，event-causal libertarianism を批判する人々にとって，この事例は event-causal の立場が例外的に
道徳的責任に必要な自由意志を保証し得ない事例というわけではなく，むしろこの立場の欠陥が分
かりやすく現れている事例であると見なされるべきだろう，
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このように event-causal の立場では保証されえないコントロールを確保するために要請され
るのが⽛行為者因果⽜
（agent causation）であり，agent-causal libertarianism である（Pereboom, 2014,
p. 51; 2001, p. 55）
。この立場において道徳的責任に必要な自由意志は，
⽛実体として，因果的に
決定されることなしに選択を引き起こす能力を持った行為者⽜の存在によって説明される
（Pereboom, 2014, p. 30）
。こうした能力は⽛行為者因果⽜と呼ばれる。Event-causal とは異なり，
この立場においては⽛行為者因果⽜によって選択が引き起こされるがゆえに，
（O）を満たすこ
とができる。つまり，行為者が行為を究極的な意味でコントロールすることが可能になる。
一方，このような理由で擁護される agent-causal libertarianism に対する批判こそが，
⽛ハード
な非両立論⽜のもう一つの核である。ペレブーム（2014, pp. 65-70; 2001, pp. 69-88）によれば，
agent-causal libertarianism は event-causal libertarianism とは異なり，ヒューム的懐疑によって掘
り崩されることはない。つまり理論として内的な問題を持つわけではない。しかしながら，行
為者因果を物理主義的に正当化しようとする試みはいずれも失敗しており（Pereboom, 2001, pp.
69-88; 2014, pp. 65-9）
，経験科学の知見に照らしたときこの能力の存在は疑わしい8。したがっ
て，私たち人間は行為者因果を持たない，つまり道徳的責任に必要な自由意志を欠いていると
考えられる。
まとめよう。ペレブームは agent-causal libertarianism を擁護し，道徳的責任に必要な自由意
志には行為者因果が含まれると考える一方，人間はこうした能力を持たないということを根拠
に，
⽛世界が決定論的であれ，非決定論的であれ，人間は道徳的責任に必要な自由意志を持たな
い⽜とするハードな非両立論を主張している。また，私が自由意志論において支持している（し
たい）のもこの立場である。

⚓ manipulation argument
本章では，前章で紹介したペレブームの主張の核のうち三つ目である⽛両立論への反論⽜に
ついて論じる。ここまでで確認した⽛ハードな非両立論⽜の内容からも明らかなように，
⽛人間
は道徳的責任に必要な自由意志を持たない⽜と主張するこの自由意志懐疑論は，両立論への反
論を含むものである。なぜなら，この立場は非両立論の一種である agent-causal libertarianism
を前提しているからだ。したがって，帰責に必要な自由意志にこの能力は含まれないと考える
両立論者らを論駁できない限り，ハードな非両立論の妥当性は担保されない。つまり，ハード
な非両立論を主張するためには両立論の誤りを示す必要がある。

8

行為者因果にはそのほかにも，この概念それ自体に対する問題点が数多く指摘されているが，ペレ
ブーム自身はこうした批判が決定的なものであるとは考えていない。つまり，この概念それ自体を
擁護する余地は残されていると考えているようである（Pereboom, 2014, pp. 57-8）
。
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そこでペレブーム（2001, pp. 110-7; 2014, pp. 74-82）が両立論者への反論として提示するの
が manipulation argument だ。この議論においてペレブームは，⚑章で取り上げた代表的な両立
論的帰責条件が充足された⚔つの事例を提示する。これらの事例は Case 1～Case 4 にかけて，
徐々に通常の決定論的状況へと近づいていくような仕方で組み立てられている。ペレブームは
これらの事例を通じ，両立論的帰責条件は不十分であり，これらが充足されたとしても，我々
の直観は決定論的条件下において行為者の免責を支持するはずであることを主張する。それで
は，Case 19 から順番に，Case 4 まで見ていこう。
Case 1：とある神経科学者らのチームは，無線のような技術で，プラムの神経の状態をいつ
でも操作する能力を持っている。この事例においては，プラムが自身の状況について推論
を始める前にボタンを押すだけで，彼らはプラムの神経の状態を操作することができる。
そして彼らは，その操作がプラムにおいて，非常に利己的な推論プロセスを実現するよう
な神経の状態を生み出すことを知っていて，神経科学者たちは，そのプロセスが決定論的
な仕方で⽛ホワイトを殺害する⽜という彼の決定をもたらすことを知っている。もし神経
科学者たちが介入しなかったならば，
プラムはホワイトを殺さなかっただろう。なぜなら，
そのとき彼の推論は，この決定を生み出すのに十分なほど利己的なものにはならなかった
だろうからである。しかし同時に，プラムにとって影響力のある⽛ホワイトを殺そう⽜と
いう一階の欲求は彼の二階の欲求に従っている。加えて，彼の決定をもたらした彼の熟慮
のプロセスは reason-responsive である。特に，この種のプロセスは，彼の行為の理由が異
なるものであった何らかの状況においては，彼がホワイト殺害を差し控えることをもたら
したであろう。彼はたびたび利己的であり，ときには強くそうであるので，彼の推論は彼
の性格と一致している。それでも，彼はときには彼の振る舞いを道徳的な理由によっ
て ─ 特に利己的理由が比較的弱い場合には ─ うまく制御することができるので，いつ
も排他的に利己的であるというわけではない。プラムはまた彼がやったように行為するよ
う制約されているわけではない。なぜなら，彼は抵抗不可能な欲求ゆえ10 に行為したわけ
で は な く，神 経 科 学 者 ら は こ の 種 の 欲 求 を 引 き 起 こ す わ け で は な い か ら で あ る。
（Pereboom, 2014, pp. 76-7）
この事例においては，既に取り上げた両立論者らの帰責条件は充足されている。しかしながら

9

（Pereboom, 2014）においては（Pereboom, 2001）で発表した事例に対する反論を踏まえて事例が若干
修正されていることを踏まえ，こちらの事例を取り上げる。

10

ここでいう⽛抵抗不可能な欲求⽜とは，麻薬中毒患者がもつ麻薬への欲求や，重度の盗癖のある人が
もつ窃盗への欲求といった類のものである。
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直観的に，彼は彼の決定に対して道徳的責任を負わないように思われる。ゆえに，これらの両
立論的条件は道徳的責任にとって十分ではないと考えらえる。一方，
⽛彼が免責されるのは，彼
の行為は彼のコントロールを超越した神経科学者の介入によって決定されていたためである⽜
という非両立論的考えをとることで，この直観を説明することができる（Pereboom, 2014, p. 77）
。
Case 2：プラムは，ある神経科学者らのチームが，彼を，その人生が始まった瞬間から，彼
が常にではないにせよ頻繁に利己的に推論するように（Case 1 のように）
，そして時にはと
ても強くそうするようにプログラムしていたという点を除けば，まさに普通の人間同様で
ある。そして科学者らは，彼が現在の状況において利己的で reason-responsive な熟慮のプ
ロセスに引き込まれ，
⽛ホワイトを殺害しよう⽜という決定をもたらす一階と二階の欲求の
組を持つように因果的に決定されるという帰結を意図していた。プラムは彼の行為を道徳
的理由によって制御する一般的な能力を持っていたが，しかし彼の状況においては，彼の
熟慮的推論の極めて利己的な性質ゆえに，彼は殺害という決定をするよう因果的に決定さ
れている。しかし，彼は抵抗不可能な欲求ゆえに彼を殺害したのではない。彼の推論プロ
セスと決定における神経状態は，
（因果的来歴は異なるにせよ）Case 1 におけるそれと全く
同じものである。
（Pereboom, 2014, p. 77）
この事例でも Case 1 と同様に，プラムは主要な両立論的帰責条件を充足しているものの，直観
的に，彼は彼の決定に対して道徳的責任を負わない。したがって，両立論的条件は道徳的責任
にとって十分でない。一方，
⽛彼が免責されるのは，彼の行為は彼のコントロールを超越した神
経科学者の行いによって決定されていたためである⽜という非両立論的考えをとることで，こ
の直観を説明することができる（Pereboom, 2014, p. 78）
。
Case 3：プラムは，彼のコミュニティにおけるトレーニングの実践が，彼の熟慮的推論のプ
ロセスの性質を，それらが頻繁に，しかし排他的ではないような仕方で ─ こうしてもた
らされる彼の熟慮的推論のプロセスの性質は，まさしく Case 1 と Case 2 におけるそれら
である ─ 合理的で利己的なものになるよう因果的に決定したということを除けば，普通
の人間である。このトレーニングは，彼がこうした実践を妨げたり，変更したりするだけ
の能力を発達させる以前に完了した。このトレーニングによって生まれた彼の性格のこう
した側面ゆえに，彼は今の状況において，非常に利己的で reason-responsive な熟慮プロセ
スに引き込まれるよう，および⽛ホワイトを殺害しよう⽜という決定をもたらす一階と二
階の欲求の組を持つよう因果的に決定されている。プラムは道徳的な理由によって彼の振
る舞いを制御する一般的な能力を持つ一方，彼は抵抗不可能な欲求ゆえに決定するわけで
はないにせよ，彼の性格のこうした側面と彼の状況ゆえに，彼は不道徳な決定をするよう
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因果的に決定されている。
（Pereboom, 2014, p. 78）
この事例において両立論者がプラムに責任を帰そうとするならば，Case 2 において免責が成り
立つ一方，この事例においては道徳的責任を負うことを説明するような特徴をあげなくてはな
らない。しかしながら，二つの事例の間にそうした差異は見受けられない。Case 1～3 はすべ
て主要な両立論者の帰責条件を満たすものであるから，これらの条件に訴えかけてプラムの有
責性を主張することもできない。一方，
⽛プラムの行為が彼のコントロールを超え出た他の行
為者の行いによって決定されていたこと⽜が Case 1～2 における免責の直観を説明することに
鑑みれば，同様の理由で，
⽛Case 3 においてもプラムは道徳的責任を負わない⽜と結論付けるこ
とが合理的である。したがって，より一般的な決定論的条件に近い Case 3 に対しても，Case
1～2 における免責が適用されると考えられる（Pereboom, 2014, pp. 78-9）
。
Case 4：我々の宇宙で起きるすべてのものごとは，自然法則と合わさったそれらの過去の状
態によって決定されている。プラムは普通の人間であり，普通の環境で育った。そして繰
り返しになるが，彼の推論のプロセスは頻繁に，しかし排他的ではないような仕方で利己
的であり，ときには強く利己的である（Case 1～3 と同様に）
。
⽛ホワイトを殺害しよう⽜と
いう彼の決定は，彼の強く利己的ではあるがしかし reason-responsive な熟慮のプロセスか
ら生じていて，彼は例の一階の欲求と二階の欲求とを持っている。プラムの推論プロセス
と決定における神経の状態は，Case 1～3 においてそうであったのとまったく同じである。
さらに彼は道徳的理由を把握し，それに応え，行為を制御する能力を持っていて，そして彼
が殺害を決定したことは，抵抗不可能な欲求によるものではない。
（Pereboom, 2014, p. 79）
この事例と Case 3 との間で，Plum が Case 3 で免責される一方，Case 4 においては責任を負う
ことを正当化するような差異は見受けられない11。むしろ，彼の行為は彼のコントロールを超

11

ここで，Case 3～4 においてはプラムに対して侵襲的介入がないことをクリティカルな差異と考える
人もいるかもしれない。この点については Mele（2006）が指摘している。Mele によれば，Case 1～2
における行為者の免責を説明するのは，
⽛彼の行為が因果的に決定されていたこと⽜ではなく，
⽛彼が
侵襲的な仕方で操作されていたこと⽜である。一方ペレブーム（2014, pp. 82-9）の再反論によれば，
⽛侵襲的な仕方で操作されていること⽜それ自体は必ずしも免責をもたらすわけではなく，Case 1～2
における免責にとってより根源的な説明は⽛行為者が責任に必要なコントロールを持ち得ないよう
な因果的状況に置かれていること⽜である。たとえば，プラムに生じた利己的理由が，彼を決定論的
な仕方で因果的にホワイト殺害へと導くほど強力ではない場合，彼はこの操作ゆえに免責されるこ
とはないだろう。また，Case 4 においては人為的介入の存在しないことが他の事例との重要な差異
であると考える人もいるかもしれないが，プラムを操作する機械が自然発生的に生じた（spontaneously generated）という状況も想像できるため，この主張は退けられる（Pereboom, 2014, p. 79）
。
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越した要因によって因果的に決定されている以上，プラムはこの事例においても免責されると
考えられる。
（Pereboom, 2014, p. 79）
こうしてペレブームは，両立論を退ける。まず彼は，両立論的帰責条件が充足されても尚道
徳的責任を問えない事例を提示することで，両立論者らが帰責の十分条件を提示できていない
ことを明らかにする。またその一方で，そうした免責の直観が非両立論的な原理によって説明
されることを主張する。加えて，誰もが直観的に免責を認める Case 1～2 と，両立論者が有責
を主張するであろう Case 3～4 との間に，前者での免責を正当化する一方で後者での帰責を正
当化するような差異はないと主張することで，決定論的状況においては，たとえ行為者が両立
論的自由意志を持っていたとしても，その行為者は道徳的責任の対象とはならないことを示し
たのである。

⚔ manipulation argument の問題点
本章では，manipulation argument に対する反論のうち，McKenna（2014; 2008）および Hass
（2012）によるものを踏まえ，本議論の問題点を明らかにする。ペレブームが manipulation argument を提出して以来，いくつかの反論とそれに対する再反論とが繰り返されてきた。その中
でも，とりわけこの二つの批判は manipulation argument にとって重大な問題を提起するもので
あるとともに，自由意志論における論争それ自体にとって本質的な問題へとつながるものであ
ると考えられる。
McKennna によれば，manipulation argument に対する反論は二つに区別される。一方は，ペレ
ブームの議論で取り上げられていない両立論的帰責条件を考えるというもの（soft-line reply）
であり，もう一方は，
⽛Case 1 において行為者は basic desert における道徳的責任を負わない⽜と
いう直観を否定するというもの（hard-line reply）である。彼は，soft-line reply はペレブームが
事例を改変することでいくらでも論駁され得るということから，この路線は有効でないと主張
した上で，Case 4 に対する人々の直観に注目し，manipulation argument に対する hard-line reply
を展開する。
このように hard-line reply をとる McKennna は，ペレブームが manipulation argument で示し
た四つの事例を逆順に辿ることで Case 1～2 における免責の直観に疑問を投げかける。
McKennna によれば，両立論者であれ非両立論者であれ，Case 4 に対して最初にとるべき合理
的な態度は，
⽛この事例で行為者が道徳的責任を負うかどうかははっきりしない⽜というもので
ある。そして彼は，Case 4～1 の間で，行為者の帰責を左右するような差異が見受けられない以
上，この不可知論が Case 4～1 のすべてで成り立つと主張する。つまり彼は，
⽛Case 1 において
我々は行為者に basic desert における道徳的責任を認めないはずだ⽜という直観を否定すること
で manipulation argument を批判する。
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これに対しペレブーム（2014, pp. 91-9）は，我々が Case 4 に対して最初にとるべき合理的態
度は⽛決定論的世界で行為者が道徳的責任を負うかどうかははっきりしない⽜という不可知論
的なものであることを認めた上で，その態度は，Case 1 のように直観が明確な事例について反
省することを通じて帰責を認めないものへ変わるはずだと主張する。すなわち，行為者が道徳
的責任を負わないということが直観的に明らかである Case 1～2（clarifying consideration）に鑑
みることで，Case 4 において採るべき態度が明らかとなる，つまり，Case 4 において行為者は
道徳的責任を負わないということが明らかになるということだ。
しかしながら，こうしたペレブームの応答は完璧とは言い難い。たとえば Hass（2012）は
McKenna の hard-line reply を踏まえて次のような反論を展開する。端的に説明すると，両立論
者が Case 4～1 の順に事例を検討し，Case 2～1 を経ても尚⽛Plum が責任を負うか否かは分から
ない⽜という判断を変えない場合，非両立論者は彼らに判断の変更を強いることはできない，
というのが Hass の主張だ。つまり非両立論者は，事例全体を通じて Plum が免責されることを
認めない人々に対し，
⽛そのような判断は合理的でない⽜などと言う立場にはないということで
ある。もっと言えば，ある人が⽛私は直観的に，Case 1 においてプラムの道徳的責任を認める⽜
という hard-line reply（Pereboom, 2014, p. 95）をするとき，非両立論者はそうした直観を不合理
なものとして退けることもできない。つまり，⚔つの事例において一貫した仕方で非両立論的
判断に反する直観的判断を示されたとき，manipulation argument はもはやそうした判断を退け
ることができないのである12。
したがって，manipulation argument をもってしても，帰責に関わる両立論的直観と非両立論
的直観との対立を解消することはできない。すなわち両立論者らは，直観を根拠に両立論的帰
責条件が不十分であることを主張する非両立論者らに対し，尚も彼らの直観を根拠にそれを退
けることができるのである。
こうした manipulation argument の問題点は，両立論-非両立論間の論争それ自体，言い換えれ
ば，
⽛道徳的責任に必要な自由意志⽜
を巡る論争それ自体に問題を提起しているように思われる。
ㅡ

ㅡ

再度確認しておくと，両立論者は決定論的世界と道徳的責任に十分な自由意志の両立可能性を
ㅡ

ㅡ

主張する一方，非両立論者は決定論的世界と道徳的責任に必要な自由意志との両立不可能性を
主張する。そして後者の立場を採る人々は，往々にして⽛人間は道徳的責任に必要な自由意志
を持たない⽜とする自由意志懐疑論を主張する。だからこそ，
⽛人間は道徳的責任に必要な自由
意志を持つか⽜という哲学的問いに答えるうえでは，
⽛道徳的責任に必要な自由意志⽜という概
念の内実を明らかにすることが求められる。そしてこの作業は，もっぱら直観を拠り所に，
⽛私
たちはいかなる条件下において行為者に道徳的責任を認めるか⽜という問いに答えることによっ

12

もっともペレブームも，manipulation argument に対するこれらの hard-reply を論駁するのは困難であ
ると見ている（Pereboom, 2014, p. 100）
。
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てなされてきた。しかしながら，manipulation argument をめぐる問題点は，
⽛道徳的責任に必要な
自由意志⽜という概念を直観によって定義することの限界を暗示しているのではないだろうか。

⚕ まとめ
本稿ではここまで次のことを論じてきた。まず，自由意志論における主要な論点は⽛道徳的
責任に必要な自由意志の有無⽜であり，そしてそこで問題にされる道徳的責任は basic desert に
おけるそれである。そして，この問題はもっぱら両立論-非両立論という対立軸で論じられて
きた。一方，
⽛決定論/非決定論にかかわらず，人間は道徳的責任に必要な自由意志を持たない⽜
と主張するのがペレブームの⽛ハードな非両立論⽜である。彼は agent-causal libertarianism を擁
護する一方でそれを批判し，さらに manipulation argument を通じて両立論の論駁を試みる。し
かし結局のところ非両立論者は，manipulation argument によって両立論者に判断の変更を強い
ることはできない。なぜなら，両立論者は尚も直観を盾に彼らの主張を退けることができるか
らである。こうした manipulation argument の限界は，同時に自由意志論の問題点を浮き彫りに
していると考えられる。すなわち，直観に訴えて帰責条件を明らかにし，
⽛道徳的責任に必要な
自由意志⽜が両立論的であるか非両立論的であるかを争うという方法論の限界，換言すれば，
直観を根拠に自由意志の有無を主張するという従来の方法論それ自体の欠陥を示しているよう
に思われる。
もう少し穿った見方をするならば，両立論者と非両立論者は，各々が自らの立場を守るため
に自分に都合の良い直観を持ち出しているだけなのではないだろうか。つまり，既存の道徳的
責任を守りたい両立論者らが⽛私の直観によれば両立論的帰責条件で十分である⽜と主張する
一方，そうした道徳に思い入れのない非両立論者 ─ その中でもとりわけ，決定論を前提に自
由意志懐疑論を主張する人々 ─ は⽛私の直観によれば両立論的帰責条件では不十分である⽜
と主張しているというのが，自由意志論における対立の本質なのではないだろうか。だとすれ
ば，
⽛自由意志⽜という概念は，もはや各々の欲求を正当化するための道具立てに過ぎないこと
になる。
言い換えれば，自由意志があるから道徳的責任を問う，つまり誰かを非難する，あるいは罰
するようになったのではなくて，むしろ順番は逆なのではないか。すなわち，最初にあったの
は誰かを非難したい・罰したいという欲求とそれに基づいた実践であって，自由意志という概
念は，事後的にそうした欲求や実践の正当化をする中で考え出された道具立てに過ぎないので
はないか。ひょっとすると，desert という概念についても同じことが言えるかもしれない。も
しそうだとすれば，自由意志懐疑論という哲学的主張は，現実的な実践には何ら影響し得ない，
抽象的な営みに留まることになるだろう。私が考えるに，こうした自由意志観の妥当性は，メ
タ倫理学における主観主義や道徳心理学における感情主義と関係づけながら検討されるべき事
― 13 ―
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柄である。ただ，本稿ではさしあたり問題提起をするにとどめ，この点は今後の研究課題とし
たい。
（いなりもり きいち・人文学専攻）
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スキャンロンの契約主義と⽛道徳的動機づけ⽜
吉

村

佳

樹

要 旨
T・M・スキャンロンの契約主義は，非功利主義的な体系的理論として大き
な影響力を持ち続けている。彼の理論は，元々，道徳の本性を説明すること
を目的としたある種のメタ倫理学的理論として提示された。彼は，そのよう
な理論としての自身の理論の主要な目的を①道徳の主題と②道徳的動機づけ
に適切な説明を与えることとしていた。特に後者に関しては，前者の説明を
する際の基礎となっていたり，スキャンロン自身が契約主義を受け入れる大
きな理由となっているなど，大きな重要性を持つものである。しかし，この
道徳的動機づけの契約主義的説明に対しては幾つかの批判が投げかけられて
いる。また，その批判の中にはスキャンロンの主張が私たちの日常的な感覚
に反すること含意しているという批判もある。スキャンロンは自身の理論の
妥当性の一つを私たちの感覚との整合性のようなものに求めているため，仮
にこうした批判が妥当なものであれば，契約主義にとって重大な問題となり
うる。本稿では，そうした道徳的動機づけの契約主義的な説明に投げかけら
れている批判に応答していく。まず，スキャンロンが道徳的動機づけと呼ぶ
ものとその契約主義的説明を明確にすることで，投げかけられている批判が
スキャンロンの議論のどのような部分に対してのものなのかを明確にする。
その後，道徳的動機づけの議論一般に投げかけられている批判と派生的な議
論に投げかけられている批判とを検討していく。その検討においては，批判
の多くはスキャンロンの議論に対する誤解に基づくものであることを示すと
ともに先に述べた私たちの感覚に反した含意を持つとされる部分はそもそも
契約主義にとって中核的な要素ではないため，仮に本稿での応答が失敗して
いたとしても契約主義にとって批判者達が考えている程重要な問題ではない
ことを示す。
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はじめに
1982 年に論文⽛契約主義と功利主義⽜
（以下 CU）で提示されて以降，T・M・スキャンロンの
契約主義（contractualism）は，非功利主義的な体系的理論として大きな影響力を持ち続けてい
る。CU や CU での議論が発展させられた⽝我々が互いに負うもの⽞
（What We Owe to Each
Other）
（以下，WWO）を読めばわかるように，当時のスキャンロンの目的の一つは規範倫理学
理論としての功利主義の代案を提示することであった。ただし，彼の契約主義自体は，一般に
言われるところの規範倫理学理論ではなく道徳の本性（the nature of morality）を説明する理論
であった1。少なくとも WWO までのスキャンロンは道徳理論の目的を⽛道徳の本性の哲学的
探究⽜と⽛道徳的探究⽜と彼が呼ぶものに区別していた。前者では，
⽛正不正の問いに関心を向
けている時，どのような問いを我々は検討しているのか？ そのような問いに対する答えは，
どのような事実や真理を表しているのか？ そういった真理をどのようにして発見することが
できるのか？ そうした真理は，なぜ我々にとって重要なのか，すなわち，そうした真理はど
のような行為理由を供給するのか？⽜
（Scanlon 1992, p. 5）といった問いに，後者では，
⽛どの行
為が正しく，また，不正なのかということについてのより明確な考えとそれらの判断の理由に
ついてのより明確な理解を得ること⽜
（ibid, p. 8）が目的とされる。そして，スキャンロンは自
身の契約主義を前者の⽛道徳の本性の哲学的探究⽜の理論として提示していた。
CU と WWO では，説明対象とする道徳の領域に違いがあったり2，道徳的推論に対する着目
度合いに違いがあるなど変化はあるものの，一貫して，彼が①主題（subject matter）についての
問い，②道徳的動機づけ（moral motivation）の問いと呼ぶ二つの問いに適切な説明を与えるこ
とが目的とされていた。特にこの後者の問いに対する解答はスキャンロン自身が契約主義を支
持する大きな理由になっていたり（WWO: 187）
，WWO においては主題の問いを説明していく
基礎となっていたり（WWO: 3）
，後に説明するようにある種の功利主義的な発想への対抗の一
つの鍵となっていたりするなど重要性を持つものである。また，WWO 以降，契約主義が何の
理論であるかについてスキャンロンの考えが変わった後においても，やや変更は加えられては
いるものの道徳的動機づけの名の下に論じられていたものは，契約主義の重要な要素として依

1

なお，規範倫理学理論としての功利主義に対する代案を提示するにあたっての彼の戦略は，規範倫
理学理論としての功利主義の出発点であると彼が考えている道徳の本性についての理論と同程度，
あるいは，それ以上に，契約主義が道徳の本性の理論として適切であると論じ，その後に契約主義か
らは規範倫理学理論としての功利主義が導出されないと論じるものである。cf. CU, Scanlon (1992),
WWO

2

CU では道徳一般，WWO ではスキャンロンが⽛我々が互いに負うところのもの⽜
（What we owe to
each other）と呼ぶ⽛他者への義務にまつわる道徳の狭義の領域⽜
（WWO: 6）にその説明領域が変わっ
ている。
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然として維持されている。しかしながら，
この契約主義的な道徳的動機づけの説明に対しては，
いくつかの批判が投げかけられている。契約主義を擁護するにあたっては，そうした批判に応
答していく必要がある。また，そうした批判の中には，スキャンロンの議論は我々の直観に反
する帰結を生むなどといったものもある。後に説明するようにスキャンロン自身は，自身の理
論が我々の道徳的経験と親和性が高いことを利点と考えているため，批判者達の批判が妥当な
ものであれば，契約主義にとって重大な問題となりうる。
そこで，本稿では，WWO における道徳的動機づけの契約主義的説明について確認を行った
後に，投げかけられている批判に応答することで，契約主義を擁護することを試みる3。以下で
は，スキャンロンの主張のどのような部分に対して批判が投げかけられているのかを明確にす
るために，第⚑節にて，スキャンロンが答える必要があると考えていた道徳的動機づけの問い
とはどのようなものであるか，第⚒節では，道徳的動機づけの契約主義的説明の核となる部分
について，第⚓節では彼が契約主義的説明の利点の中で最も重視している部分について，第⚔
節では，スキャンロンが道徳的動機づけの適切な説明に基づいて説明できなければならないも
のとして挙げている二つの問題の内一つについてそれぞれ確認していく。そして，
第⚕節では，
第⚔節にて扱う道徳の優先性の議論一般に対する批判に，第⚖節，第⚗節では，道徳の優先性
の議論の一部が直観に反する含意を持つという批判に応答していく。

⚑．
⽛道徳的動機づけ⽜の問い
先にも述べたように，WWO の時点ではスキャンロンの契約主義は，
（狭義の）道徳の本性に
ついて説明を与えようとする理論であり，彼が⽛道徳的動機づけ⽜の問いと呼ぶものに適切な
説明を与えることがその主要な目的の一つとされていた。この問いは，
⽛ある行為が不正であ
るという事実は，それをすべきではないどのような理由を供給するのか⽜
（WWO: 4）というも
のである。すなわち，
⽛不正である⽜という判断によって供給される不正な行為をすべきでない
理由は，どのようなものなのかという問題である。
一般に道徳は，
（少なからず，道徳にコミットしている）人々に何かしらの理由を与えるもの
だと考えられている。例えば，
⽛窃盗は不正だ⽜という道徳判断を下した時には，実際に窃盗を
控えるかどうかはさておき，道徳的に不正であるという事実が何かしらの理由を与えてくるよ
うに思われるし，
⽛君がやろうとすることは道徳的に許されない⽜
と言われた時には，
道徳によっ
て与えられる，それを控える何かしらの理由があるように思われる。
こうしたことは，多くの道徳哲学者が様々な仕方で論じてきた事である。ただし，伝統的に
⽛道徳的動機づけ⽜という言葉の名の下に論じられてきたのは，そうした道徳によって供給され
3

なお，道徳的動機づけの契約主義的説明に着目した研究としては，Hieronymi（2011）が挙げられる。
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る理由が必然的に我々を行為に導くかどうかや，道徳が私たちに与える理由というのは道徳判
断だけから生じているのか，などといった事であった。スキャンロンが自身の理論で説明を与
えようとしている道徳的動機づけの問いそのものは，こうした伝統的に論じられてきた問題で
はない4（CU: 105-6）
。彼が，説明を与えなければならないと考えているのは，あくまで，上の
例でいう，道徳が与える⽛何かしらの理由⽜というのがどのようなものであるか，すなわち不
正な行為をすべきではない理由とはどのようなものかということである。
ただし，一つ気をつけなければならないのは，彼がなそうとしているのは，不正なことをす
べきではないと万人に対して正当化するような理由を提示することではない。Why be moral?
問題などをめぐっては，万人が道徳的であるべき，言い換えれば，不正なことをすべきではな
いことを万人に対して正当化するような理由を提示することも試みられてきた。スキャンロン
が提示しようとしているものも，なぜ不正なことすべきではないのかという問いに対する解答
ではある。しかし，彼の目的は，どのような人々も道徳的であるべきであるということを示す
ことにはなく，あくまで道徳を既に気にかけている人が感じている不正なことをすべきでない
理由の内実とはどのようなものであるのかを提示することにある（WWO: 148）
。

⚒．契約主義的な道徳的動機づけの中核
さて，本節では，道徳的動機づけの契約主義的説明とその利点を概観していく。道徳的動機
づけの契約主義的説明を確認していく前に，契約主義の定式について簡単に確認しておこう。
スキャンロンの契約主義は次のような定式で表される。
ある行為は，その状況下におけるその行為の実行が，振舞の一般的規制のための規則群に
よって禁止されるときに不正である。なお，この規則は情報に基づく，強いられない，一
般的合意の基礎として，誰も理にかなって拒絶できないものである。
（WWO: 153）
端的に言えば，ある行為が不正である時には，その行為の禁止が理にかなって拒絶できないと
いうことである。スキャンロンによれば，一般的な意味において，何かが⽛理にかなっている⽜
（reasonable）かどうかは，前提された目的と相対的に決定されるのだが，スキャンロンの契約
主義においては，
⽛この目的を共有した他者が理にかなって拒絶できないような原理を探すと
いう目的⽜
（WWO: 192）が前提される。そのため，雑駁に言えば，ある行為が不正である時に
は，その行為は皆の視点からの意見を適切に考慮したならば拒絶できないような原理を見つけ

4

なお，WWO におけるスキャンロンは，我々の実践的推論は⽛欲求⽜ではなく⽛理由⽜という概念に
よって，より適切に表現されうると考えている（WWO: ch1）
。
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ようとしている人たちが拒絶できないような原理によって禁止されているのである。
スキャンロンは，正不正の判断が持つ理由を与える性質を説明するにあたって，正しく行為
したり不正に行為したりする際に我々が反応している実質的価値を明確にすることで正不正の
判断が持つ理由を与える性質を説明しようとする（WWO: 150）
。契約主義においては，ある種
5
の理想とされる⽛相互承認の関係⽜
の価値がその役割を担うこととなる。この関係は，人々が

理にかなって正当化可能な条件に基づいて共存することによって成立する関係である（WWO:
162）
。そのため，
契約主義的に道徳を理解したうえでそれを気にかけている人は，
⽛この理想
〔相
互承認の関係（理に適った正当化可能性）
〕によって動機づけられている限り，理に適って拒絶
できないような条件において，人々と共に生きていくという理由⽜
（WWO: 154〔 〕内は筆者
による）を持つこととなる。そして，これが契約主義的に道徳を理解した際の動機づけの源泉
となる。
先に説明した契約主義の定式からわかるように，契約主義においては不正な行為というのは
他者に理にかなって正当化できない行為である。そして，これも先に説明したように契約主義
的に道徳を理解している人は，他者に対して行為を理にかなって正当化可能であろうとする理
由を有している。そのため，不正である行為，すなわち，他者に対して理にかなって正当化で
きないような行為をしそうになっている時には，それをすべきでない理由を持つことになる，
というのが不正さの理由を与える性質の説明の基本的な構図となる。つまり，契約主義的に言
えば，不正なことをすべきではないのは，それが理にかなって正当化できないから（＝それが
相互承認の関係という理想的な関係を掘り崩すから）というものになるということである。
契約主義的な道徳的動機づけの説明の中核的な構図は以上の通りなのだが，後に検討する批
判にも少なからず関わる範囲で補足をしておこう。まず第一に，契約主義的な動機づけの源泉
となる理に適った正当化可能性は，
⽛我々の実践的推論の過程を形作る（shape）
，より高階の理
由（higher-order reason）も供給する⽜
（WWO: 156）
。例えば，道端で倒れている人に遭遇した
時，その人を助けることで眠るのが遅くなるとしよう。こうした事実は，弱いものではあるだ
ろうが，少なからず倒れている人を素通りしていくことを支持する理由となりうる。しかし，
こうした時，道徳的な人は寝るのが遅くなるという事実を理由としてそもそも考慮しないと
我々は考える。つまり，道徳的推論には，特定の理由などを考慮しないという特徴があると一
般に我々は考えているというわけである。スキャンロンが理に適った正当化可能性という理想
によって供給されると述べている高階の理由が関わる現象の一つもこうした現象であり，当該
の理由は特定の理由，すなわち，それを考慮することを理に適って正当化できないような理由
を考慮の対象から除外する理由として働くのである6。

5

恐らく，スキャンロンの契約主義におけるカント的，ルソー的な要素の最たるものの一つである。
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第二に，ここまでの説明からわかるように，契約主義の基礎には相互承認の関係という理想
的な関係が据えられている。また，道徳的動機づけの説明に際しては，あまり強調されないの
だが，スキャンロンは，他者を理にかなって行為を正当化する必要のある対象として扱うこと
が人間の生の価値（the value of human life）を正しく尊重する方法の一つだと考えている（WWO:
103-7, 168-71）
。契約主義はそうした諸価値を道徳の基礎に据えているわけだが，そうした価
値を道徳と密接に関わったものと考えることによって，道徳的であることのポジティブな側面
を強調することを試みている。つまり，契約主義的な道徳観においては，道徳に従うことは，
必ずしも何かを犠牲にした辛く悲しいものであるわけではなく，むしろ理想的な関係の成立な
どのポジティブな意味合いを持つものなのである（WWO: 162）
。

⚓．現象論的な的確さ
さて，本節ではスキャンロンは道徳的動機づけの契約主義的説明のメリットの一つとして挙
げている⽛現象論的な的確さ⽜
（phenomenologically accuracy）について確認しておこう7。この現
象論的な的確さに関しては，明確な定義がされているわけではないが，
何故，この道徳的動機づけの説明を受け入れるのか？ 第一に，それが現象論的に的確で
あるように私には思えるからだ。行為の不正さが供給しているように思えるそうすべきでな
い理由について省みた（reflect on）時，私が思いつく限りその理由の最も適当な記述は，
〈中
略〉私がすることに対して他者が理にかなって反対し得るという感覚である。
（WWO: 155）
と述べていることから，我々の道徳的経験の説明として的確であるということを意味すると考
えてよいだろう8。
では，どのような点が現象論的に的確だとスキャンロンは考えているのか。彼は，ピーター・

6

スキャンロンは高階の理由の役割を他にも挙げているが，ここで説明した役割に関してはジョセフ・ラ
ズ（1979）が⽛排除理由⽜と呼んでいるような理由の在り方と概ね同一である。また，欲求と理由とい
う違いはあるが，ハリー・フランクファート（1988）の⽛二階の欲求⽜と類似したものでもあるだろう。

7

WWO においては，現象論的に的確であることに加えて，道徳的動機づけの複雑さの説明をできる
こと，プリチャードのジレンマに適切な解答を与えられることが利点として挙げられている。道徳
的動機づけの複雑さの説明という利点には，前節で少し説明した不適当だと思われる理由を最初か
ら考慮しないなどの現象を上手く説明できることなどが含まれる。なお，現象論的な的確さのみが
CU から挙げられているものである。

8

Horgan & Timmons（2005）は近年のメタ倫理学者が⽛道徳的経験の現象論（phenomenology of moral
experience）という言葉を持ち出す際に意図しているものの一つとして，
⽛どのように感じられるか⽜
（what it is like）を挙げている。スキャンロンがここで述べているものも，これに分類されるものだろう。
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シンガーの飢饉に関する論文を読んだ時のことを振り返り次のように述べる。
例えば，私がピーター・シンガーの飢饉についての有名な論文を初めて読み，彼の議論の
説得的な力を感じた時，私を動かしたものはバングラデシュにおいて人々が飢えていると
いうことがどんなに悪いかということだけではなかった。圧倒的に，私が感じたものは，
簡単に援助することができるのに彼らを援助しないことは不正であるという全く異なる思
いであった。
（WWO: 152）
ここで彼が述べているのは，彼自身が哲学的功利主義と呼ぶ立場 ─ 幸福に関する事実のみが
道徳的判断に適当な事実であるとする立場 ─ の人々が言うように，上記の例のようなときに
は，苦しんでいる人々の幸福を気にかけたり，ある種の共感が働いているのは間違いないが，
それとは別個の⽛そうしないことは不正である⽜という思いも感じているということである。
そして，
（自分だけでなく多くの人々にとってそうであると彼は考えているのだろうが，
）少な
くともスキャンロンにとって，この不正であるという思いの内実は，本節冒頭の引用にもある
ように⽛そうしないことは他者に対して理にかなって正当化できない⽜という思いであるため，
契約主義は他の理論よりも私たちの道徳的経験に沿った，すなわち，現象論的に的確な説明を
与えているというのが彼の考えである。
これに対しては，
⽛不正であるという思い⽜を仮に説明できたとしても，上記の例でいう，人々
が飢饉で苦しんでいる，すなわち，その人たちの幸福が損なわれていることに感じているもの
を説明できないのではないか，と疑問に思う人もいるかもしれない。しかし，契約主義におい
てもこうした思いは説明可能である。というのも，契約主義において，不正な行為というのは，
理にかなって正当化できない行為であるわけだが，WWO においてスキャンロン自身が意図す
るところでは，あくまで契約主義は⽛不正であるとはどういうことか⽜を示すものであり（WWO:
391, n. 21）
，理にかなって正当化できないということが行為を不正にするわけではなく，人々
の幸福が損なわれているなどの種々の事実が行為を理にかなって正当化できないものにしてい
るのである。この飢饉の例においても，援助しないという行為を理にかなって正当化不可能に
しているものは，飢饉で苦しんでいる人々の幸福の損失や苦しみである。契約主義は，こうし
た行為を理にかなって正当化できないものにする幸福や権利といった様々な観念の重要性を何
かに還元することなく認めるため，問題となっているような，人々の幸福が損なわれているこ
とに感じる思いや，他の事例で抱くであろうような，我々が一般に行為を不正にしていると考
えているものに対する思いも説明可能なのである。
スキャンロン自身，
⽛私が契約主義を受け入れる大きな理由は，それが道徳的動機づけについ
て与える説明が，私が知る他のどの理論よりも現象論的に的確だからである⽜
（WWO: 187）と
述べているとともに，契約主義の理論的な妥当性のよりどころの一つとしている。また，その
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源泉が欲求から理由に変わっていたり，
⽛現象論的な的確さ⽜という言葉は使われてはいないと
いう違いはあるものの CU においても，本節で説明した内容について多くの紙幅が割かれてい
る。こうしたことから察するに，恐らく，この⽛理にかなって正当化できない⽜という思いこ
そが契約主義を作り上げていくにあたって基礎にあった直観の中でもひときわ重要なもので
あったと考えられる。そのため，仮に批判者達が言うようにそこに受け入れがたい含意などが
あるとするならば，それは契約主義にとって重大な問題となるだろう。

⚔．道徳的理由の優先性（priority）
前節では，道徳的動機づけの契約主義的説明の中核とスキャンロンがその利点とみなしてい
るものの一部を確認した。スキャンロンは⽛適切な道徳的動機づけの説明（adequate account of
moral motivation）が説明（explain）できなければならない正不正という我々の観念が持つ相互
に関係し合った特徴⽜
（WWO: 149）として，道徳的理由の重要性と優先性の二つを挙げている。
スキャンロンの議論に対して寄せられている批判は後者の優先性の説明に関するものである。
そのため，本節では重要性の説明については扱わない9。道徳的理由の優先性とは何であるか
について，彼は次のように述べる。
ある行為が不正であるという事実は，
（ほとんどの場合？）その行為を支持するどのような
考慮事項があろうと，それをすべきでない十分な理由を構成する。もし，ある行為主体が
その行為が不正であると知っているのにもかかわらず，それを為すべき十分な理由がある
ような機会があるとするならば，それは，非常に珍しいことである。
〈中略〉もし，正不正
に加えて他の諸価値も認識し，それらを真剣に受け止めている（take them seriously）とする
ならば，道徳的な理由が他の理由に優先すると主張することはどのようにして道理にかな
う（make sense）ものとなりうるのだろうか？ 私は，これを他の価値に対する正不正の優
先性の問題と呼ぶ。
（WWO: 148）
ある行為が不正である時には，その行為をすべきではない十分な理由があるように思われる。
しかし，私たちが大きな価値を見出しているものごとは，道徳の要求と相反する要求をするこ
とがあるようにも思われる。例えば，友情は，少なからず友人を特別扱いすることを要求して
いるだろう。しかし，道徳が不偏的なものとして理解される場合には，そうした特別扱いをし

9

なお，スキャンロンが道徳的理由の重要性として説明しようとするのは，道徳が供給するような理
由を考慮することの重要性である。なお，スキャンロンはそうした理由を考慮しない人を見た時に
我々が，それを重大な問題と考える理由という観点からからこれを説明する。
（WWO: 149）
。
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ないことを道徳は要求するのではないだろうか。諸価値を真剣に尊重していたならば，このよ
うな形で，価値の要求の間で衝突が生じるように思われるが，我々は道徳的に行為する十分な
理由が多くの場合において存在すると考えている。では，どのようにして，様々な価値を真剣
に尊重しながらも道徳が基本的には優先すると主張することが道理にかなうのだろうか。これ
がスキャンロンが言うところの優先性の問題である。
スキャンロンは，こうした優先性の説明にあたって，主に三つの議論を与えている。一つ目
は，
⽛それら〔諸価値〕が人々が追求したり尊重したりする理由を持つものである限り，そうし
た諸価値にまつわる理由は何かしらの原理を拒絶することを理に適ったものとしうる⽜
（WWO:
166，
〔 〕内は筆者）と論じるものである。つまり，種々の価値の内在的な重要性を認めない
一部の道徳理論とは異なり，スキャンロンの契約主義は，そうした諸価値の重要性を認めてお
り，そうした価値は理にかなった拒絶の根拠となりうるため，必ずしも道徳の要求がそうした
諸価値の要求に反するわけではないというものである。
二つ目は，
⽛正当化可能性の重要性や道徳的原理によって保護される個別的な利益に訴える⽜
（WWO: 166）ものである。これに関しては，スキャンロン自身あまり説明をしていないのだが，
恐らく，ここで問題とされるのは，道徳的に行為する理由とそれに反するような行為をする理
由のどちらかが強くなりうるかということである。先にも述べたように，道徳的に行為するこ
とは相互承認の関係という理想的な関係性の価値や人間の生の価値といった我々が重大な価値
を見出すものと関わっている。加えて，
ある行為が不正であるということは，
それを理にかなっ
て正当化できないものにしている根拠が存在することになる。たいていの場合，理にかなって
正当化できない根拠となるものは，幸福の増減，権利の侵害や尊重といった，人々の幸福や権
利，公正さなど我々が大きな価値を見出しているものに関する事実である。であるとすれば，
道徳的に行為する理由の方が強いと考えることはもっともらしいことだろう。
三つ目は，
⽛適切に理解された他の諸価値は，正不正の要求に対する埋め込まれた感受性
（built-in sensitivity）を持っていると論じる⽜
（WWO: 166）ものである10。これは，私たちが尊重
している価値は，適切に理解されたならば，基本的に他者への理にかなった正当化可能性を前
提としているものである，という主張である。例えば，我々は何かを成し遂げることに価値を
見出しているが，そうした何かの成就に際して，不公正な手段を用いていた時，多くの人々は
その不公正な手段を用いたという事実によって成就の価値が損なわれたと少なからず感じるだ
ろう（WWO: 163-4）
。また，友情という価値は友人を特別扱いすることを要求するように思え
るが，だからといって，友人が移植用の臓器を必要としている時に，無関係の人から友人のた
めに臓器を奪い取るということを友情は支持しないと我々は考えているだろう（WWO: 164-

10

⽛感受性⽜と言われると人間が持つ能力を思いうかべてしまうかもしれないが，あくまで，ここで感
受性を持つとされているのは価値である。
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5）
。こうした例を念頭にスキャンロンは，私たちが尊重している価値というのは，適切に理解
したならば，理に適った正当化可能性を前提としたものであり，道徳と相反する要求をするも
のではないと主張する11。なお，後でも述べるが，一つ注意しておきたいのは，スキャンロンは
全ての価値は理に適った正当化可能性を前提としていると主張しているわけではないというこ
とである。あくまで，彼の主張は，私たちが最も尊重する理由を持っている価値の構想（conception）には正不正に対する感受性が埋め込まれているというものであり，そうではないよう
な価値の諸構想，すなわち，理に適った正当化可能性を前提としていないような価値の構想の
存在も認めている。
スキャンロンはこれら三つの主張を組み合わせることで，道徳の優先性について説明をする
わけだが，本節冒頭の引用にも表れているように，彼が言う所の優先性は，あくまで正不正含
め諸価値を真剣に考慮している人に関してのものである。そのため，あくまで，諸価値や正不
正にまつわる理由を自身が行為する際に考慮することが前提されているということには注意さ
れたい。

⚕．道徳の優先性の議論一般に対する批判
本節では，前節で扱った道徳の優先性の議論一般に対する批判を検討していく。まず，R・
J・ウォレス（2002）による批判を取り上げよう。ウォレスの批判は些か不明瞭な点を含んでい
るが少なくとも二つの批判がなされている。一つ目は，優先性の説明に際して正当化可能性の
重要性に訴えることに対してである。ウォレスは，
⽛それ〔理に適った正当化可能性の重要性〕
を思い出させることは，我々が道徳的理由の熟慮的な優先性を疑っている状態にあると仮定し
た時には，功を奏さないように思われる⽜
（ibid, p. 453）と言う。つまり，理に適った正当化可
能性の重要性を疑っている人間に対して，理に適った正当化可能性の重要性をどんなに言い立
てたとしても大した効果がないだろう，ということである。
実際に効果がないかは議論の余地があるようにも思われるが，それ以前の問題として，ウォ
レスはスキャンロンが道徳的理由の優先性として説明しようとしているものを取り違えてい
る。先にも述べたように，あくまでスキャンロンは正不正含め諸価値を重要なものとみなして
いる人において，道徳的理由が優先するのはどのようにしてかという問いに対して説明を与え
ようとしているのである。つまり，既に正当化可能性の重要性を認識している人において優先
性がどのように担保されるかを説明しようとしているのである。そのため，ウォレスが言うよ
うな理に適った正当化可能性の重要性を疑っている人が念頭に置かれているわけではない。

11

着眼点を価値にではなく，私たちに移したならば，我々は概ね道徳に反しないような仕方で，諸価値
を尊重している，と言い換えることもできるかもしれない。
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もう一つの批判は，価値の構想の中には正不正に対する感受性が埋め込まれているものがあ
るとしても，埋め込まれていないものも存在するなら，それらが道徳と対立する可能性がある
のであり，そうした際にどうなるのかが説明されていないというものである（ibid, pp. 453-4）
。
スキャンロンは，ウォレスに対する応答において，WWO におけるこの点の説明が不十分であっ
たことを認め，追加的な説明を行っている。そこでの説明によれば，感受性が埋め込まれてい
ない構想が問題となる時には，前節で言う⚒つ目の議論と⚓つ目の議論が組み合わされ，次の
ように説明されると言う。
⑴我々がもっとっも尊重する理由を持っている友情の形式は⽛道徳化された⽜ものであり，
これは，契約主義的道徳と矛盾する要求をしない，また，⑵友情の他の形式，すなわち，
契約主義的道徳と矛盾する要求をするような形式の友情は，そうした要求をするという理
由によって，相対的にみて尊重されるに値しないものであり，それゆえに，道徳との葛藤
が生じた際には犠牲にされるべきである（Scanlon 2002, p. 514）
。
ここでスキャンロンが，正不正に対する感受性が埋め込まれていない価値の構想が正不正に対
する感受性が埋め込まれている価値の構想よりも本質的に重要性で劣っていると考えているの
かは定かではない。しかし，犯罪を犯した友人を無条件でかくまうような友情や，先に挙げた
友人のために臓器を人から奪ったりするような友情よりも，理に適った正当化可能性を前提と
したような友情の方が価値あるものと我々が考える傾向にあることを考えれば，そのような主
張は必ずしも強すぎるものではない。ただし，ここではスキャンロンがそうした主張をしてい
るとみなす必要はない。というのも，先に述べたように，あくまで，優先性の説明は，正不正
やその他の諸価値を真剣に考慮している人を念頭に説明が出来ればよいため，契約主義的な道
徳を受け入れ，真剣に考慮している人は，正不正に対する感受性が埋め込まれた価値の構想の
方が価値があるという信念を有しているということが言えればよいからである。そして，理に
適った正当化可能性を真剣に考慮しているとするならば，正不正に対する感受性が埋め込まれ
ていない価値の構想よりも埋め込まれている価値の構想の方が重要なものであるという信念を
持っていると考えることは，もっともらしいことである。
次にスーザン・メンダスによる，契約主義では，道徳的に行為する理由を確保することが難
しい事例があるように思われるという批判を取り上げよう。メンダスは，マーシャ・バロンに
よる次のような例を挙げている12。
バロンは，自身の子が病気にかかっており，治療を切実に必要としている事例を挙げてい
12

cf. Baron, M. (1991). Impartiality and friendship. Ethics, 101/4, pp. 836-57.
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る。治療を待っている人が多くおり，息子の番がくるのはかなり先のことである。しかし
ながら，私は，コネを使うことができ，早期の治療を確保することができる。
（Mendus
2003 p. 38）
そして，こうした例を念頭に置くと⽛私たちは，見知らぬ他者に負うもの（what we owe to
strangers）が（少なくとも，直観的には）非常に弱い（far less）動機づける力しか持たないこと
に気付く⽜
（Mendus 2003 p. 45）とし，契約主義では⽛少なくとも最も難しい事例において，行
為主体に対する必要とされる動機づけの足がかり（requisite motivational purchase on agent）を供
給することができないように思われる⽜と主張する。つまり，契約主義では動機づけを担保で
きないような事例が存在し得るということである。
ここで二点気をつけたいことがある。まず一つは，メンダスがその点についてどのように考
えているかは何も言及がないため不明だが，少なくともスキャンロンは，動機づけは，合理的
な人間が持つ能力によって説明されると考えている。彼は，合理的な人間は⽛理由を評価した
り，認識したり，理由によって動かされる能力を持っている⽜
（WWO: 23）とし，そうした人間
はある行為等の十分な理由があると判断したならば，それによって動機づけられると考えてい
る（WWO: ch1, esp ch1.7）
。そのため，メンダスのこの批判を検討するにあたっては，不正な行
為をすべきでない理由が十分強いものであると直観的に言えるかどうかが問題となる。
二点目は，私たちが⽛こうした場合においては，行為 A をすることは道徳的に不正であるけ
れども，行為 A をする十分な理由があるかもしれない⽜と考えているような事例において契約
主義が十分に強い理由を担保できない可能性があること自体は，恐らくスキャンロンも否定す
るところではないということである。スキャンロンは，自身の優先性の議論が⽛人は絶対的に
道徳的に行為する⽜といった強い主張と，
⽛人は概ね道徳的に行為する⽜といった弱い主張のど
ちらを説明することにあるのかを明示的には述べていない。しかし，先にも引用した
ある行為が不正であるという事実は，
（ほとんどの場合？）その行為を支持するどのような
考慮事項があろうと，それをすべきでない十分な理由を構成する。もし，ある行為主体が
その行為が不正であると知っているのにもかかわらず，それを為すべき十分な理由がある
ような機会があるとするならば，それは，非常に珍しいことである。
（WWO: 148）
という文章が優先性の議論の導入に用いられていることを考慮すれば，あくまで⽛人は概ね道
徳的に行為する⽜という弱い主張を説明することに目的があると考えるのが妥当だろう。そう
であれば，契約主義では十分な理由を担保できないような事例が存在すること自体は，必ずし
もスキャンロンの主張の欠陥とはならない。ただし，そうした事例は必ずしも多くはないこと
は示す必要がある。そのため，上述の例を基にいくつかスキャンロンの議論について確認して
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いこう。
メンダスがスキャンロンの議論に関する自身の理解をあまり詳細には述べていないこともあ
り，彼女が先の例を念頭に置いたならば⽛私たちは，見知らぬ他者に負うもの（what we owe to
strangers）が（少なくとも，直観的には）非常に弱い（far less）動機づけ力しかを持たないこと
に気付く⽜
（Mendus 2003 p. 45）と言う時に，何故そうなると考えているのかは，あまり明瞭で
はない。そこで，ありえそうな根拠を幾つか検討しよう。まず，一つは，
⽛見知らぬ他者に負う
もの⽜とわざわざ述べていることから，自身の不正な行為の影響を受ける人が見知った人であ
る場合には，相互承認の関係が崩れるという事実が当該の行為を控える強い理由を供給かもし
れないが，見知らぬ他者だった場合には，当該の事実はをあまり強い理由を供給しないという
ものである。しかし，自身がその不正な行為の影響を受けなくともある人が不正な行為をした
という事実を知ったならば，その人との付き合い方を変えるというのはごく日常的なことであ
る。そして，それを念頭におけば，不正な行為の影響を受ける人が誰であれ，不正なことをし
たという事実は全ての人との相互承認の関係に影響を及ぼしうるため，不正な行為の影響を受
ける対象が見知らぬ他者か見知った人であるかによって，相互承認の関係を掘り崩すという事
実が供給する理由の力が大きく変化するとは必ずしも考えられない。
次に考えらるのは，そもそもこの例においては不正なことをしたとしても動機づけの源泉と
なる相互承認の関係が掘り崩されそうもないため，不正さはそこまで強い理由を供給しないと
考えている可能性である。確かに，自分のために臓器を奪ってくる友人などと比べると，子ど
ものためにコネを使う人はあまり私たちをおびえさせないかもしれない。そう考えると，少な
からず，両者の間では相互承認の関係に対する影響には違いがあるかもしれない。しかし，仮
に違いがあったとしてもこの事例においても相互承認の関係が掘り崩されるのは間違いない。
契約主義において行為が不正になるということは，行為を理に適って正当化できなくするよう
な事実が存在するということである。この例においては，そうした事実の候補として，コネを
使うということが不公正なことであるという事実やコネを使うことによって元々そうした苦痛
を被るはずではなかった人が苦痛を被ることになるという事実，また，もし想定されている病
気というのが死に至る可能性を持つようなものであるならば，順番が繰り下がる人たちの死ぬ
可能性を高めるという事実などが考えられる。不公正さだけならまだしも，他者が被るはずで
なかった苦痛を被るとか死に至る可能性が生じるといった事実を考慮しない人間は私たちをお
びえさせるのではないだろうか。そうであれば，この例においても不正さは，不正な行為を控
える一定以上の強さを持った理由を供給するだろう。
もう一つ考えられるのは，スキャンロンの主張を不正さが供給する理由のみによって道徳の
優先性を確保しようとするものと誤解している可能性である。上では，
不正さが供給する理由，
すなわち，理に適って正当化できないという事実が供給する理由が一定以上の重要性を持つと
いうことを述べてきたが，そもそもスキャンロンはそれだけで優先性が確保されると主張して
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いるわけではない。前節で確認した優先性を説明するための第二の議論で，正当化可能性の重
要性だけでなく，道徳原理によって保護される個別的な利益関心などにも訴えている事からわ
かるように，あくまで，そうした個別的な利益関心，すなわち，行為を理に適って正当化可能/
不可能にしている事実や正不正に対する埋め込まれた感受性の議論などを総合的に考慮した場
合，不正な行為をすべきではない十分な理由が概ね存在し得ると述べているに過ぎないのであ
る。この例で言えば，先に挙げた元々は被るはずのなかった苦痛を他者に与えるとか他者が死
ぬ可能性を生じさせるといった事実を考慮した場合，直観的にはコネを使うべきではないと
我々は考えるのではないだろうか。
これに対しては，そうした被るはずではなかった苦痛をある人が被ることになるなどの事実
は，母親にとっての理由とはなりえないのではないか，と考える人もいるかもしれない。しか
し，契約主義的に道徳を理解し，それを尊重している人は，先にも述べたように，自身の実践
的推論そのものを他者に理に適って正当化可能であろうとする。そのため，そうした事実も自
分にとっての行為理由とみなすことになるのである。
恐らく，このような形で，多くの場合においては，行為を理に適って正当化不可能にしてい
る諸事実なども踏まえることによって，動機づけを担保可能であるため，契約主義で動機づけ
を担保できないような事例が必ずしも多く存在するわけではないだろう。

⚖．友情に関して私たちの感覚に反した主張を含意しているという批判
本節と次節では，スキャンロンの議論が私たちの感覚に明らかに反した主張を含意している
という批判について検討していく13。先に確認したように，スキャンロンは契約主義の妥当性
の一つとして，道徳的動機づけの説明の現象論的な的確さを挙げている。批判者達は，そのよ
うなものを妥当性の一つの根拠としている理論が私たちの感覚に明らかに反した主張を含意し
ているということは，その理論にとって深刻な問題となりうると主張する14。以下では，そう
した批判に応答していくが，その前に一つ注意をしておけば，ここで取り上げる批判者達の批
判は，道徳の優先性の説明において確認した埋め込まれた感受性の議論，すなわち，正不正に
対する感受性が価値には埋め込まれているというスキャンロンの主張をその標的としている。
つまり，あくまで批判者達が批判しているのは，⚒節で確認したような，道徳的動機づけの契
約主義的な説明そのものやそれが含意する帰結という訳ではなく，道徳的理由の優先性を説明
するために追加された議論である。そのため，仮に以下での応答が失敗していて，尚且つ，他
の応答が成功しそうになかったとしても，契約主義の中核的な要素を保持したまま，埋め込ま

13

こうした批判は，安倍（2018）と Mendus（2003）によってなされている。

14

cf. 安倍（2018 pp. 22-3）
，Mendus（2003 p. 45）
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れた感受性の議論を捨て，他の説明を採用すること自体は可能である。そのため，批判者達の
批判が契約主義そのものの深刻な問題を指摘するものであるかはやや疑わしい。
まず，埋め込まれた感受性の議論は，我々の友情理解からみておかしな含意を持つといった
メンダスの批判を検討しよう。メンダスは，次のように言う。
〈前略〉それ〔スキャンロンの埋め込まれた感受性の議論〕は，非常に道徳化された友情の
理解を要求する。そして，それは，友情が選ばれて道徳が退けられた事例は，本物の友情
（genuine friendship）の事例ではなく，単に偶然的な好意（contingent affection）の事例である
という主張に行き着くものであるように思われる。端的に言えば，
スキャンロンの主張は，
友情が適切に道徳化された偶然的な好意に過ぎないというものなのである。
（Mendus
2003, p. 46〔 〕内は筆者）
ここにおいて，メンダスは，恐らく二つの誤解をしている。まず，一つは，正不正に対する感
受性が埋め込まれた友情，すなわち，理に適った正当化可能性を前提とした友情こそが真の友
情であるとスキャンロンは主張しているという誤解である。しかし，あくまで埋め込まれた感
受性の議論は，正不正の感受性を埋めこまれた価値の構想が少なくとも一つ存在するというこ
とを主張するものである。先にも述べたように，スキャンロン自身正不正に対する感受性が埋
め込まれていないような価値の構想が存在し得ることを認めている。友情に関していえば，ホ
メロスの⽝イーリアス⽞におけるアキレスとパトロクロスの友情を例としながら，相互承認の
関係を前提しないような友情が存在することを認めている（WWO: 165）
。そして，スキャンロ
ン自身，
⽛私は，
⽛本当の友情⽜
（real friendship）を手に入れるために，私が記述しているような
道徳を受け入れなければならないと論じているのではない⽜
（WWO: 165）と述べているように，
理に適った正当化可能性を前提とした友情こそが本物の友情だと主張しているわけでもない。
また，第二にメンダスはスキャンロンが友情を適切に道徳化された偶然的な好意だと主張し
ているとし，これが友情理解として不適切だと述べているわけだが，これもまた誤解を多分に
含んだものである。メンダスはそうした主張をするにあたって，スキャンロンの⽛彼らの道徳
的地位は，彼の好意という偶然的事実にあまりに依存したものになるだろう。
⽜
（WWO: 164）と
いう箇所を引用し根拠としている（Mendus 2003, p. 40）
。しかし，この記述がメンダスが言うよ
うなことを含意しているかは疑わしい。この記述の前にあたる部分も見てみるとそのことがわ
かる。
少なくとも私が理解している限りにおいて，友情は友人を道徳的地位（moral standing）と
分離された人，すなわち，単に友人であるということによってではなく，独自に（in his or
her own right）その人に対して正当化を負っているような人として認識することを伴う。
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それゆえ，友人だけを道徳的地位を持つ人とみなしている人は，私が述べている意味での
友人は持っていない。彼らの道徳的地位は，彼の好意という偶然的事実にあまりに依存し
たものになるだろう。
（WWO: 164〔 〕内は筆者）
つまり，ここで述べられているのは，友人であるということが他者が道徳的地位を持つことに
なる条件であると考えている人がいるとしたら，そう考えている人の友人の道徳的地位という
のは好意という偶然的なものに依存したものに過ぎないということである。つまり，理性的存
在であるなどの概ね所与と言えるような事実ではなく，人生の中で抱かれた好意という偶然性
を持つものに道徳的地位が依存したものになっているということである。そのため，この記述
から考えれば，理に適った正当化可能性を前提としているか否かに関わらず，友情というのは
人生の中で偶然的に抱かれた行為に過ぎないであろうし，友情をこのような意味での偶然的な
好意と表現することに何らおかしなことは含まれていないだろう。それゆえ，スキャンロンの
議論がメンダスが言うおかしな友情理解を含意すると考える必要はないだろう。

⚗．行為の理由やジレンマに関して私たちの感覚に反した主張を含意していると
いう批判
次に，スキャンロンの議論では理に適って正当化できない行為の理由やジレンマが存在しえ
ないことになる，という安倍里美による批判を検討していこう。安倍は，スキャンロンの道徳
的理由の優先性の説明における埋め込まれた感受性の議論について次のように述べる。
この主張〔埋め込まれた感受性の議論〕が正しければ，我々の価値に対する反応は，常に
他者に対して正当化可能なものでなければならないということになる。つまり他者に正当
化できないような振る舞いの理由は，それが非常に弱い力しか持たないものであっても存
在しないのである。
（安倍 2018，p. 20〔 〕内は筆者）
このように述べた後に，自らの命を犠牲に他者を救うことや罪を犯したわが子をかばい逃亡を
手助けすること，カップルが性愛を価値あるものとするためにエクスタシーの頂点で自殺する
ことなどといった行為を挙げ，他者に理にかなって正当化できないけれどもそのように行為す
るような理由があるといえるような行為が現に存在していると主張する。それとともに，もし
理にかなって正当化できない行為の理由が存在しないならば，道徳に相反する理由が存在しな
いことになり葛藤を生じさせる原因がそもそも存在しないことになるため，我々が日常的に感
じているジレンマを上手く説明できなくなると批判する（ibid, pp. 20-3）
。
恐らく，
安倍は価値の構想には正不正に対する感受性が埋め込まれたものしか存在しないと，
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スキャンロンが主張していると考えている。これまでにも何度か確認してきたように，正不正
に対する感受性が埋め込まれた価値の構想は道徳と矛盾する要求をしないため，そのような価
値の構想しか存在しないとするならば，確かに安倍の言うように理に適って正当化できない行
為には理由が存在しえないことになる。しかし，これまた何度か確認してきたように，スキャ
ンロンは正不正に対する感受性が埋め込まれていない価値の構想の存在を認めている。そうし
た価値の構想にまつわる理由が契約主義的に道徳を理解している人の推論において考慮される
理由であるかどうかは議論の余地があるところではあるが15，少なからずそうした理由の存在
自体は認められる。そのため，理に適って正当化できない行為の理由が存在しないことにはな
らない。また，そうした理由の存在が認められさえすれば，それが契約主義的な実践的推論に
おいて考慮されるものであれ考慮されないものであれ，道徳的であるべきか，すなわち，契約
主義的な実践的推論に従うべきかが問われるジレンマという状態では，私たちが考慮する理由
の一つなりうるため，ジレンマを説明できないということにもならない。

おわりに
本稿では，スキャンロンの契約主義による道徳的動機づけの説明とそれに対する批判を検討
してきた。私の解釈が正当なものであり尚且つ応答が成功しているならば，投げかけられてい
る批判は大きな脅威とならない。また，上で確認してきたように批判は，道徳的動機づけの契
約主義的説明そのものというよりは，それを基にして説明できなければならないとスキャンロ
ンが考えている道徳の優先性に関する議論に対してのものだった。批判者は，自身の批判が直
ちに契約主義そのものの重大な問題となると考えているように思われる節がある。しかし，あ
くまで，批判が向けられているのは，契約主義の中核的な要素というよりは，派生的な要素で
ある。それゆえ，契約主義の中核的な要素を保持したまま，批判が投げかけられている部分に
ついて改訂を加えていくこと自体は可能であるため，必ずしも批判者達の批判は契約主義の重
大な欠陥を示すものではない。そのため，仮に私の応答が失敗していたとしても，契約主義そ
のものが直ちに深刻な欠陥を抱えることになるわけではない。
また，スキャンロン自身は反照的均衡的な方法を重視していることもあり，理論は総合的な
妥当性によって評価されると考えている。本稿で検討したものは，スキャンロン自身が重視し
15

当該の価値の構想は理に適った正当化可能性を前提としていないため，それ自体が理に適って正当
化できないものであり，それにまつわる理由は常に考慮されないという考えも可能だが，人々がそ
れらに対して一定以上の重要性を見出しているのだとすれば，そうしたものを一切考慮しないとい
うことが理に適って正当化できないことであるため，必ずしも常に除外されるわけではないとも考
えられうる。恐らく，ある時には考慮されず，ある時には考慮されるというのが適切な理解だと思
われる。
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ているものであるのは間違いないが，あくまで理論の一部に過ぎない。他の幾つかの論点に関
しては，今後の課題としたい。
（よしむら よしき・人文学専攻）
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タル・ベーラの⽝ファミリー・ネスト⽞
（1977）
における空間表象をめぐって1
モルナール・レヴェンテ
要 旨
ハンガリー出身のタル・ベーラは世界的に知られている映画作家ではある
が，1989 年前の作品群，とりわけ 1977 年の長編デビュー作⽝ファミリー・ネ
スト⽞とそれに続く⽝ザ・アウトサイダー⽞
（1980 年）と⽝プリファブ・ピー
プル⽞
（1982 年）は十分に研究されているとは言い難い。その原因の一つは，
当時の映像を入手し確認することは非常に困難という現実的なことだが，理
論上の問題もある。それらの作品は形式上で当時のドキュメンタリー映画運
動に属しているため，分析するにあたって，その映画運動も精査する必要が
ある。1970 年代において，バラージュ・ベーラ撮影所（本稿は BBS と略記す
る）所属の若手映画監督らは，社会主義国家ハンガリーの⽛人生の現実⽜を
洗い出そうとしていた。そのために，社会科学の調査方法を最大限に活かし
た独特な映画形式を創り上げた。監督上昇を目ざしたタル・ベーラ自身もそ
の表現形式を採用した。以上により，本稿の目的は二つある。まずは，BBS
のドキュメンタリー映画形式〈社会（科学）主義映画〉の特質に触れる上で，
初期タルのナラティヴ，演出，カメラワーク，編集等々を分析する。さらに
は，デビュー作⽝ファミリー・ネスト⽞にみられる映画空間の問題をめぐっ
て，タルの独特な映画的世界を構築する方法がすでに本作品においてす
ら ─ その胚型であるが ─ 姿をみせていることを明らかにする。

⚑）問題設定
ハンガリー出身の映画作家タル・ベーラ2 は，その独特な表現形式や映画概念の独創性が
1990 年代に言語や国籍に問わず多くの映画批評家と理論家，思想家ないし哲学者 の注目を集
めた。とはいえ，タルの初期作品群，すなわち⽝ファミリー・ネスト⽞
（1977 年）
，
⽝ザ・アウト
サイダー⽞
（1980 年）
，
⽝プリファブ・ピープル⽞
（1982 年）は，先行研究では見落とされがちで
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ある。その原因は，
当時の映像を入手し確認することが難しいという現実的な問題はさておき，
それらの映画がハンガリー映画界のとうに終わっているとされる映画運動に属しており，形式
上で彼の作家性が成立したとされる⽝ダムネイション⽞
（1988 年）や，とりわけ 1994 年に発表
された⽝サタンタンゴ⽞とそれ以降の作品群とは多くの相違点をみせるためである。初期作品
に触れる文献は全くない訳ではないが，ナラティヴ構成やショットの平均長さ，演出などの表
面上の問題との関連で分析されるという傾向がみえる。タルの作風は，1983－87 年において転
換した（後ほどまた触れることになるが，コヴァーチ・アンドラーシュ・バーリントの⽝タル・
3
ベーラのシネマ ─ 輪が閉じる⽞
はその代表的な文献である）ことが結論とされる。

本稿は，以上の論点を否定するのではなく，映画空間の問題をめぐって作品分析を行うこと
によって，タルの独特な映画的世界を構築する方法がすでに長編デビュー作⽝ファミリー・ネ
スト⽞においてすら姿をみせていることを明らかにする。

⚒）
⽛ブダペスト派⽜
─ 二種類の〈社会（科学）主義映画〉
少し遠回りになるが，タルが 22 歳のときに発表したデビュー作⽝ファミリー・ネスト⽞を論
じる前提を説明しておく必要がある。2010 年，55 歳のとき，彼は⽝ニーチェの馬⽞と共に映画
監督の引退も発表した。その次の年には，フランスの哲学者ジャック・ランシエールが⽝タル・
4
ベーラ 時間，その後⽞
というタイトルの作家論を書き下ろした。初期作品との関連で次のよ

うに述べている。
俳優というよりも，該当物語が起こったかもしれない一般人の出演者に頼ることは必要
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

だろう。一般の女性と男性に頼って，演技してもらうよりも彼らには諸々の状況を体験す
ㅟ

る〔to live the situations〕ことを求めることによって，彼ら／彼女たちのみならず社会主義
者全員〔any socialist individuals〕が体験する様々な待望や倦怠感，失望を肉体的に〔incarnate〕表現してもらう。しかも，それは古典的な表現記号〔conventional expressive codes〕に
おいてではなく，むしろ諸々の言葉や空間，反復句，身振り，主体の関係において表象さ
5
れてくる。

2013 年にシトール・ローラントというハンガリー人の映画理論家が，1970－80 年代における
ハンガリーのドキュメンタリー映画に関する論文で，上記の引用文を取り上げた。
⽛時間，出来
6
上がった ─ ブダペスト派と時間について⽜
と題されたその論文で著者はランシエールによ

る作家論は映画史的な解説を完全に欠いている，と指摘した。その指摘は正しいが，以上の文
章で哲学者は 1970－80 年代においてハンガリーのドキュメンタリー映画の主流であったいわ
ゆる〈社会（科学）主義映画〉の方法（その存在すら意識しなかったかもしれないが）を見事
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に叙述した。だからこそ，タル・ベーラの初期作品も含まれるそのハンガリーの映画運動，英
語圏等では⽛ブダペスト派 Budapest School⽜という語があてられているドキュメンタリー映画
形式を論じたシトールの論文でさえ違和感を引き起こすことなく言及することは可能だった。
⽛ブダペスト派⽜は具体的に何をなしているだろうか。ここでは，シトール・ローラント及び
彼の論文が基盤とする 2005 年に発行された論文集⽝ブダペスト派 ハンガリーの劇／ドキュ
7
メンタリー映画 1973－1984 年について⽞
に依拠してまとめる。
⽛ブダペスト派⽜は二つの異な

る方法に基づいていながら形式上で非常に類似する流派／運動をなしているとされる。その二
つとは次の通りである。
（ア） 監督が，
一般人に実際に起きた事件，
出来事や状況を一つのまとまったナラティ
ヴに整理した上で脚本を書き下ろす方法である。脚本をもとに，素人の登場人物
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

は，彼らに起こったことをカメラの前で再現し演じる，とされる。つまりこれは，
監督はインタビュー調査で分かった事実を再編することによって，ナラティヴを
作り上げる方法である。ハンガリー映画史専門家のゲレンチェール・ガーボルは，
8
この方法で制作された作品群を⽛ドキュメンタリー的フィクション⽜
と名付け

た。
ナラティヴ

（イ） その一方で，架空の事件／状況／出来事からなる⽛説話的ドキュメンタリー映
9
画⽜
がある。これは，登場人物が全員，素人ないしは特定の労働者階層を代表す

る人物である点においては前者（ア）とは共通しているが，物語は登場する人物
や家庭に実際に起きた話ではないとされる。演出の方法もが根本的に異なり，脚
本はなく台詞は 100％アドリブで，監督が撮影現場で登場人物に状況を説明し，
あとはカメラを廻すのみである。
以上の二つの微妙に違う方法だが，
目的は一緒，
すなわち労働者階層の日常生活に関わる諸々
の社会的な問題を取り上げ，社会主義国家ハンガリーの⽛人生の現実⽜を描こうとすることと
されている。
⽛ブダペスト派⽜と呼ばれたこの⽛半ドキュメンタリー映画⽜の形式は，ハンガリー
ソツィオ・グラーフィア

語で〈社会（科学）主義映画 Szociográfia 〉という造語10 で呼ばれている。
⽝ファミリー・ネスト⽞の最初の画面は，本映画が後者の⽛説話的ドキュメンタリー⽜の範疇
に当て嵌まることを明白にする。
⽛この物語は，登場する現実の人々に起きたものではないが，
彼らに起きることもあり得ない訳ではない⽜という字幕が前もって表示される。この独特な形
式の範囲内でタル・ベーラの方法が如何にして成立したのかという問題へと近づけるよう，
〈社
会（科学）主義映画〉についても説明する必要がある。そのため，
⽝ファミリー・ネスト⽞の制
スタジオ

作よりもさらに 10 年ほど遡って，バラージュ・ベーラ撮影所 Balázs Béla Stúdió（以下 BBS と略
記する）に属していた若手映画作家らが始めた映画運動の歴史を概括しなければならない。そ
こで，続いては〈社会（科学）主義映画〉の成り立ちとその特徴について映画史的な観点から
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概括する。

⚓）社会科学の方法を徹底的に活かすドキュメンタリー映画形式に向かって
まずは，BBS から始めよう。1949 年に成立した社会主義ハンガリー国家では映画製作に対
しては全面的かつ厳密な事前検閲の装置が作動していた。しかし，1958 年には，当時の文化大
臣 ─ 1980 年代までハンガリーの文化生活を全権的にコントロールした ─ アツェール・ジョ
ルジによる提案で，若手（そして共産党の党員ではない）映画作家・映画関係の人々が検閲な
しで活動できることを目的に撮影所が設立された。この撮影所が，映画理論家であり美学者，
詩人として知られているバラージュ・ベーラ Balázs Béla11 の名を冠する。BBS では，国（＝共
産党）から与えられた予算で検閲なしの製作をすることが許されていたことは事実だが，それ
と同時に，当時の遠回しで言うと作品を⽛公開する条件はなかった⽜
。それはつまり，外部（特
に外国）での上映は禁じられていたことを意味する（事前検閲を通ればむろん一般公開も可能
だった）
。
以上の状況下で，1961 年に BBS での映画製作が開始された。それ以降，ブダペスト演劇・映
画大学を卒業した者（監督専攻のみならず，脚本家，カメラマン，照明技師，演出家等々）は
まず BBS で実際の撮影に取り組み，経験を積んでから他の国立撮影所に就くことが一般的な
行き方となった。総合的には BBS に関わった映画作家を二つのカテゴリーに分けることがで
きる。一つは，BBS でデビュー作のみを製作した者（タルもそうだった）で，もう一つは，国
内外で一般公開ができなくとも自由に映画を撮り続けることを優先した者，つまり一党国家の
文化生活に従うつもりのない，いわゆるインディペンデントの映画作家であった。
民主化以降は BBS が徐々に変容し，1995 年には撮影所よりも映像学会や研究発表会などを
開催する⽛議論の場⽜となっていた。数字で見ると，1961－1995 年の約 30 年間は，271 名の映
画監督によって 511 本の作品が製作された12。フィルムのデジタル化が 2015 年から実施され
ており，2019 年現在，約 300 本が確認可となっている。全 511 本の約 80％は，
〈社会（科学）
主義映画〉であり，そしてタル・ベーラの⽝ファミリー・ネスト⽞のような，いわゆる説話的
ドキュメンタリーがそれらの⚘割を占めるとされる。その独特な方法による映画形式はいつ，
どのように成立したのだろうか。
⽛いつ⽜については正確な日付まで判明している。⚙名の BBS 所属の若手の映画製作者（監
督，脚本家，撮影技師）が，
⽝映像文化⽞という専門誌の 1969 年の⚓号13 で⽛社会科学の映画集
団を⽑⽜といった声明を発表した。まずは，声明のテキストからみておこう。
声明とはいえ文体は当時の独特な曖昧さや紛らわしさをみせており，言うことは漠然として
いるが，いや，むしろだからこそ，その時代のドキュメンタリー映画製作に内包される問題性
をまざまざと反映する資料である。問題定義は次の通りである。
⽛情報と参考資料の基盤は，
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極めて狭い⽜
，そのせいでドキュメンタリー映画の⽛現実を洗い出す機能が損する⽜とされる。
⽛現実を洗い出す機能⽜とは，原文では二重引用符及び斜体で強調されており，要するに当時の
環境下では，そもそも⽛現実⽜を口にすることすら婉曲表現に過ぎない，と示唆される。
以上のような遠回しな言い方に富み，具体的なことは何も言っていないような序文でありな
がら，実は当時の⽛現実⽜について多くを語ってくれる資料である。事実，1950－60 年代のハ
ンガリー映画界では，ドキュメンタリーという語はインタビュー調査に基づく，いわゆる⽛面
接映画 Riportfilm⽜を指していた。
⽛面接映画⽜の方法と形式は極めて単純である。監督はカメ
ラの後ろから質問し，主にクローズアップで捉えた対象者がそれに答える。自由な社会であれ
ばそのような面接映画でも⽛現実を洗い出す⽜可能性はまったくない訳ではないが，独裁体制
下の国家ではカメラの前で本当に思っていることや感じていることを語るのは簡単ではない。
ヨージャ・ペーテルという批評家が⽝映像文化⽞の 1978 年⚔号で，BBS の若手作家が⽛社会科
学の映画集団を⽑⽜を発表してからの 10 年間を概括したエッセーにおいてこの問題にはっき
りと触れている14。彼の主張によれば，当時の一般的なコミュニケーション戦略は⽛意図的な
虚偽⽜
⽛逃げ口上⽜及び⽛機械的な自己表現⽜に基づいていたとされる。要するに人々は，社会
的な地位を問わず，マナーや行動を様式化し，他人の前で語る，もしくは語らなければならな
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

いときは，その状況に最もふさわしい発言することができるよう，
⽛標準の姿勢／為様⽜を身に
付けることは一般的だった，とされる。
以上のような状況下では⽛面接映画⽜の方法が⽛現実を洗い出す⽜ことに成功しようがなかっ
コ ル ホ ー ズ

た。つまり，工場の作業員であれ，集団農場の主任であれ，地方の当局であれ，日常生活や職
場，福祉制度や社会の現実について安心して語ろうしないからである。さらに言えば，人々の
生活が全面的に国家に依存する国では公に喋る勇気をもつ者は少ない。1969 年に⽛社会科学の
映画集団を⽑⽜を発表した BBS の若手映画作家らが，この問題をはっきりと言い表してはいな
ㅟ

ㅟ

かったが，彼らが提案した⽛社会科学の方法を活かす映画制作⽜とは，まさにそれに対する対
策であった。その対策を基に 1970 年代において成立した〈社会（科学）主義映画〉
，とりわけ
説話的ドキュメンタリーという形式の上では，監督が登場する人物 ─ 工場の作業員や集団農
場の主任，もしくは当局の公務員 ─ から，直接に自分の人生や体験について語るようとを依
ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

頼せず，監督の作り上げた架空の状況に参加することのみを頼んでいる。その状況下では，登
場人物が安心して本音や本当に思っていることを発言する環境を作り上げることができるか否
かは，監督の才能と技量にかかっていた。換言すれば，監督が，ハンガリー人が身に付けた⽛標
準の姿勢／為様⽜をつぶす⽛状況⽜を創造できるかどうかによるということである。タル・ベー
ラの，登場人物を ─ ときには泣き出すまでに ─ 挑発する，ないしはより自然な反応や行動
を誘発する状況／環境を作る独特な方法を明らかにするためには，BBS の⽛現実を洗い出す⽜
計画に関する説明をしておく。
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⚔）社会主義国家ハンガリーの⽛人生の現実⽜を洗い出すために ─ BBS の計画
上記のように，曖昧な表現形式ではあるが，BBS の若手映画作家らが発表した⽛社会科学の
映画集団を⽑⽜という声明の序文では 1950－60 年代のハンガリーのドキュメンタリー映画，な
いしは社会体制の核心に及ぶ問題点が言及されている。
⽛面接映画⽜は，
⽛現実を洗い出す⽜に
はあまり有効的ではなかったことを示したうえで，当時のドキュメンタリー製作者に存在する
問題性をも取り上げて批判した。すなわちそれが，極端的なあるいは抽象的な美学を目指して
異例さや珍しい現象，または観客に対して大きなインパクトを与える事件や出来事を探り人生
の転機＝ターニングポイントを撮ろうとする意図であった。例えば，連続殺人事件だの，田舎
の家庭に一卵性三つ子が生まれただの，
下層階級の日雇い労働者が宝くじで大金を当てただの，
である。BBS の若者によれば，
⽛人生の現実⽜はそういったユニークな出来事と全く関係ない，
と主張される。本来，人生の現実を洗い出すはずのドキュメンタリー映画が，一万人，十万人，
百万人の人生の中で一度だけ起こるかもしれない出来事を記録することは，そもそもドキュメ
ンタリーという映画ジャンルに相反するとされている。人生の現実を洗い出すには，
⽛資料調
査を基に，計画通り行動し，学問的な知識を身に付けたうえで，意図的な映像製作を目指して⽜
やっていくしか方法がないのだ，と。このようにして⽛社会科学を直接にドキュメンタリー映
15
画の形式に導入する⽜
ことによって，ユニーク＝一回性の代わりに平凡＝ありふれたものを

対象としなければならない。
以上のように，社会主義ハンガリーの現実を描写するために，BBS の若者は非常に細かい計
画を立案した。その計画は，映画のテーマと対象，素材と撮影技法，及びドキュメンタリー映
画製作の改善という三つに分けて述べられている。一つずつ概括しておこう。
Ⅰ．三つのテーマ，BBS の若者の言い回しでは⽛三つの研究分野⽜がある。まずは，
社会全体を形成する⽛様式化した基本単位⽜
，つまり，一つの工場や集団農場，当
局などで調査することによって民意／世論を把握すること。第二には，
⽛イデオ
ロギー的な，諸々の組織／装置体制⽜がある。これも見事な遠回しな言い方だが，
ここで示されているものは明確だ。取りも直さず国家全体を支配した一党独裁政
党⽛ハンガリー社会主義労働者党⽜のことである。第三は⽛地理的な単位⽜
，つま
り一つの地域や町村，もしくはブダペストの⽛下町⽜などを調査対象とすること
である。
Ⅱ．基本となる方法とは，現地調査または声明の表現に言及して⽛参加しながら観察
する⽜こと。つまりは，対象とされた工場，労働者階級の一家や田舎町の人々と
共に労働し休憩し，食事したり飲みに行ったりして，つまり日常生活に参加する
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ことによって現実を体験する。必要な素材は写真を撮るカメラとフィルム，もし
可能であれば手持ちカメラ，及びテープレコーダーとメモ帳のみ。旅費は BBS
が全額負担する。撮影に取り掛かる前にまとまった脚本を作成する必要がなく，
⽛現地⽜で撮った写真や映像及び録音された音声テープとメモ帳を社会科学の専
門家に提出して，コメントしてもらう。このようにして，専門家の意見と映像・
音声テープ，メモ帳を基に，監督は⽛文学的短編小説⽜つまり素人の登場人物に
演じてもらう状況の一連をまとめること。
Ⅲ．社会科学の映画形式の他には，BBS の若者たちは撮影所の組織改革も要求してい
た。その第一歩は，
組織内の
⽛民主化⽜
，
つまり監督を自由に行動させることであっ
た。BBS に与えられた当時の予算は 100 万フォリントに及んでおり，⚑本の長編
を，上限を 15 万計算すると少なくとも⚖本は製作することが目安とされた。監
督は計画の進捗状況について報告する義務などはなく，ただ調査の対象とされた
社会問題及び経費と旅費について製作委員会に報告するに過ぎなかった。また，
15 万フォリントを超えない限りでは，委員会は計画を中止する権限をもっていな
かった。15 万という製作費自体は，当時の他の国立撮影所配給の長編劇映画と比
較すれば大した予算ではなかったが16，これほど自由な行動が許されたことは他
所では決してなかった。
ヤンチョー・ミクローシュやサボー・イシュトバーン等々の前代の監督らが，BBS の若者に
最も期待したのは，まさにこのような革新的なアイデアと改善提案を次々と生み出すことだっ
た。1960 年代に⽝映像文化⽞の総合編集長を務めたビーロー・イヴェットは，1965 年の⚒号で
17
⽛バラージュ・ベーラ撮影所はどうなるのか？⽜
という論説を掲載した。その中で，BBS 委員

会の会議に参加したビーローは，
⽛歳をまだあまり食っていないこの人たちは，─ 悪い意味で
─ すでに大人になってしまった。がっかりだ⽜と批判していた。
以上のような環境で発表された 1969 年の声明は多くの映画関係者の注目を集め，様々な議
論を引き起こした。
⽝映像文化⽞の同年⚖号にはすでに二つの撮影所の所長が，
〈社会（科学）
主義映画〉の製作に積極的に取り掛かりたいという願望を公表した18。にもかかわらず，実際
は当該形式の最初の長編作品群が完成したのは 1971 年のことである。
⽝映像文化⽞の 1972 年
⚑号によれば，前年度 BBS 製作の全⚖本の中で⚔本が〈社会（科学）主義映画〉であったとさ
れる19。1976 年には，BBS の歴史上，最も巨大な社会科学の映画企画，ダールダイ・イシュト
バーン監督による⽝映画小説・三人の姉妹⽞が撮影され編集作業も終了した。ちょうどその年
に BBS に就いたタル・ベーラ（珍しいことに，彼は大学を卒業してから撮影所に入ったのでは
なく，演劇映画大学に通いながら BBS で仕事していた）が，助監督として始めてスタジオ内の
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映画製作に参加することができたのもこの作品である。そして，さっそくその⚑年後に，監督
昇進しデビュー作を撮ることもできた20。
⽝ファミリー・ネスト⽞の作品分析に入る前に，BBS の〈社会（科学）主義映画〉に関する当
時の評価についてあと一点ほど述べざるを得ない。実は，この新しい形式が，すべての理論家
や批評家，文学研究者や社会科学の専門家に好意的に評価され，反感を抱くことなく受け入れ
られたかといえば，そうでもない。例えば，ハンガリーの文化生活で非常に重要な人物とされ
るバーロン・ジョージは，エレク・ユディット監督による⚒本の〈社会（科学）主義映画〉に
垣間見える方法を次のように批判した。
⽛重要な出来事は何も撮られておらず⽜
，
⽛リスクを伴
うことなく，テンションの低い揉み合いばっかり⽜をみて観客は⽛興味を丸ごと失ってしまう⽜
，
と。また，
⽛まとまった物語を展開することなく，監督はただ日常生活の一コマからなる一連の
状況を我々にぶつけてくるだけ⽜という。とりわけ後者はこの形式で作られたすべての映像作
品に妥当し，多くの BBS ドキュメンタリー映画に対し適切な指摘と認められる。これがまさ
に〈社会（科学）主義映画〉の性質に関わる最も大切な問題の表面を擦ったといえよう。

⚕）タル・ベーラなりの〈社会（科学）主義映画〉
⽝ファミリー・ネスト⽞
⽛人生の現実⽜が，諸々の⽛公の場⽜つまり新聞・テレビ・ラジオのみならず，日常生活のコ
ミュニケーションにおいてすら曖昧模糊たる表現の裏に隠されていたハンガリーでは，BBS 所
属の若手映画作家が創り上げた〈社会（科学）主義映画〉の計画は，その現実を洗い出そうと
するラジカルな映画的対策であった。とりわけ説話的ドキュメンタリーが独創性の強い映画形
式であり，ジャック・ランシエールが，本稿の最初で引用した通り，その独特な方法を見事に
指摘した（さらに繰り返すが，彼は BBS の社会科学的映像作品群に触れることなく，タルを中
心に分析を行った）
。とはいえ，その形式の作品群に描写された状況は興味の湧かないもので
あり，もしくは多くの場合には，登場する素人よりプロの俳優のほうがその状況に存在する劇
的なテンションをもっと表面化し得ただろうと述べる主張も全く不適切な批判とみなすことは
できない。
〈社会（科学）主義映画〉は撮りやすい形式でもないし，実際には本形式で監督デ
ビューしてすぐに別の形式（あるいはジャンル）に切り替えた者は多かった。すでに名前を上
げたエレク・ユディットのようにこの形式にこだわり，ハンガリー民主化までに絶えず〈社会
（科学）主義映画〉を撮り続けてきた監督は実に少ない。
タル・ベーラもが BBS のドキュメンタリー形式にこだわらず，
⽝ファミリー・ネスト⽞以外に
古典的な〈社会（科学）主義映画〉は手掛けていない ─ ランシエールも適切に述べたように，
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

監督は形式主義者（“formalist”）ではない21。⚑）で述べた通り，タルの作家性が 1988 年におい
て成立したことは否定しないが，
⽝ダムネイション⽞までの長編／短編／テレビ映画からなる作
― 40 ―

モルナール・レヴェンテ：タル・ベーラの⽝ファミリー・ネスト⽞（1977）における空間表象をめぐって

品群に焦点を当てると，スタイルの絶え間ない変貌がみえる。この問題について論じるのはま
た別の機会に譲り，続いてはタルが如何にして自分の〈社会（科学）主義映画〉
⽝ファミリー・
ネスト⽞の空間を構築し，捉え，表象したのかについて考える。
⽝ファミリー・ネスト⽞は，表面上は 1970 年代 BBS 製作の説話的ドキュメンタリー形式に完
璧にフィットする。登場する素人に実際に起きたわけではないが，起こるかもしれない状況を
設定し，彼ら／彼女たちによるアドリブでのやりとりをカメラは顔／表情に注目して捉えている。
A）状況
簡潔にいうと，
⽝ファミリー・ネスト⽞のナラティヴは限界状況の連鎖である。限界状況とは，
この特定の場合は家族の日常生活を揺るがす，もしくは何らかの変化や転換点，ターニングポ
イントを齎すのであろう状況を指している。
〈社会（科学）主義映画〉は本来は⽛人生の現実⽜
を唱えるものであるため，そういった限界状況をナラティヴ内に積み重ねることは基本的には
避けられている。タルがデビューする前に関わった⚔時間半に及ぶ⽝映画小説・三人の姉妹⽞
は，100 分にも満たない⽝ファミリー・ネスト⽞よりもはるかに少ない限界状況を展開する（後
者の限界状況の強力さに及ぶものは，前者においては一つのみ，すなわち映画の最後，家族の
長女による自殺未遂の場面である）
。
⽝ファミリー・ネスト⽞の限界状況を整理すると次のよう
になる。
①家族全員が一緒に夕食をする場面。⚓世代，全⚗人が狭いアパート（一部屋のアパート）に
同居しなければならないことが分かる。自分の部屋もしくはアパートを借りるための許可が
当局から下りないため，主人公イレーンは⚔歳ぐらいの娘と一緒に義理の父と母に依存して
暮らしている。悪い事に，彼女の旦那（義理の親の長男）は兵役中で，辛く当たってくる義
理の父から彼女を守る人は誰もいない。食事は始まったばかりではあるが，テンションがす
でに高まっている。
⽛お前はまだ俺に寄生している上に，今度はこの汚いジプシーの雌豚を
俺の食卓に連れてきやがった⽜と，イレーンのことだけでなく彼女が食事に誘った若い女性
の友達をも凶悪（そして，人種差別的）な口調で侮辱する。このような耐え難い雰囲気の食
事が続く中，突然，イレーンの旦那とその弟が帰ってくる。⚒人とも⽛本日で退役した⽜
，と。
幸せいっぱいの家族親睦会であるはずが，これでは狭いアパートに住む人数が増えることは
確実だ。義理の父は直ぐにイレーンと息子に向かって⽛お前ら，夫婦揃ってパクシュ22 原子
力発電所に就職したらどうだ？ そこなら住むところもあるよ⽑⽜
，と。
②イレーンの友達が帰ろうとすると，旦那と弟はビールを飲んでくるといって，一緒に出掛け
る。退役したばかりの⚒人が彼女を裏通りに連れていき，強姦する。
③幸せな食事会であるべき日曜日の昼食。今回はイレーンの方から，黙って食べている義理の
父と母に喧嘩を売る。しかも，より卑劣に，つまり直接に彼らに向かってやるのではなく，
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自分の娘に大きい声で言うのである。
⽛おばあさんに言ってあげて，
⽝おばあさんは料理下手
だよ⽞
，と。
⽝もっと料理を勉強してね⽞
，と⽜
。義理の父はそれに我慢できず，イレーンに向
かって⽛その子は子豚のように食っているよ。ちゃんとしつけしないからこうなるんだ⽑⽜
とか⽛この家に住んでいる限り，お前には文句を言う権利がない⽜などと言い返して，また
激しい揉め事が始まる。イレーンの旦那はと言えば，争っている妻と親を眺めるだけで，反
応はおろか動こうともせず，じっと座ってばかりいる。
（このシーンの次に，義理の父はイ
レーンの旦那に大変なことを吹き込む。
⽛この女には愛人いるんだ⽑ 兵役中のお前を裏
切ったのだ。
⽜と）
④新築アパートの入居希望者の申請について審査する当局における場面。挫折して泣き出した
り，悪口を言ったり，自殺するなどと言って脅かしたりしながら悲惨な状況を説明しようと
するイレーンと彼女の話を無表情／無関心に聞いている官吏の⚖分に及ぶ決着のつかない対
話。そして，
⽛来年も，再来年も申請書を出していただければ，1980 年，もしくは 1981 年頃
には入居の許可が下りるでしょう⽜という，官吏のシニカルな対応。
⑤義理の父と次男の喧嘩。子供が⽛できちゃった⽜ことについて，女のほうから知らされたこ
とで怒っている父と責任をとるつもりのない息子。
⽛お前，どうするつもりなんだ？ その
女と私生児をこの家に絶対に連れてくるな。あいつらを置く場所なんかないんだよ。
⽜
⑥上映時間 65－75 分間にある，イレーンが娘を連れて家を出ていく場面。彼女と旦那が義理
の父から金を借りようとするところから状況が始まる。
⽛お金なんて，お前らに貸す訳ない
だろう⽜と，腹を立てた父が言い返すことから激しい怒鳴り合いとなってしまう。今回は，
自分の旦那から，不倫の疑いもぶつけられて，守られるどころか，責められてしまったイレー
ンは，
⽛じゃあ私，娘と一緒に家を出る⽜と言い放ってしまう。義理の父は，孫娘を連れて行
くのを止めようとするが，旦那はまた ─ 状況③とまったく同様に ─ 動こうともせず妻と
娘の出ていくところをただ座って見るだけ。
⑦酔った義理の父は飲み屋で，金髪の女性を下品に口説き，最終的に乱暴しようとしたら，女
は逃げていく。
状況⑥と⑦の間及び状況⑦の後は，イレーンと彼女の旦那との⽛偽インタビュー⽜が挿入さ
れている。これらのシークエンスについては後ほど詳しく説明するが，一点だけ予め述べてお
きたい。イレーンが義理の親のアパートを出てからの重要な出来事は映像に描写されておら
ず，それらの出来事について夫婦が語る⽛偽インタビュー⽜の場面から把握する。イレーンは
自分の兄に娘を預け，空いている部屋を探すが見つからない。すべての希望を失った彼女は許
可なく，しかも当局から正式に立入の禁じられた空のアパートに勝手に入り込む。これはむろ
ん違法行為（いわゆる無許可入居）だが，彼女のいうには，一か月以上住めば当局に目をつぶっ
てもらえる可能性が高いという噂がある，と。しかし，イレーンの⽛住宅問題⽜及び彼女の家
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族の運命が結局どうなるかは，明白にならずに映画は終わってしまう。
以上のような内容の整理からもわかるように，
⽝ファミリー・ネスト⽞のナラティヴは非常に
濃密である。より恐ろしいことに，これほどの限界状況が次々と積み重なる割には，実際には
解決されることは何一つもなく物語は全くまとまっていない。はっきりした結論，あるいは道
徳的教訓を与える（与えようとする）物語映画については，タルは次のことを言っている。
⽛僕
ストーリー

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

は 物語 を見縊っている。なぜならば，物語は何かが起きたという誤解を人々に与えるからだ。
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

我々はただ状態から状態へと飛んでゆくだけで，その中で大したことは何も起きていないのが
23
現実なのだ⽜
，と。
⽝ファミリー・ネスト⽞から見えてくる現実はより残酷，つまりは大したこ

とがたくさん起こってしまうが，それらが何らかの変化，人生のターニングポイント，運命の
転機，少なくともカタルシス効果をもたらすことは決してない，と言えよう。状況のみが変わ
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

り人生が変わりはしないという，非常に耐え難い現実こそが⽝ファミリー・ネスト⽞の本当の
ㅟ

ドラマである。
B）演出
⽝ファミリー・ネスト⽞の登場人物はみな素人であるが，中には実際に家族関係にある者もい
る。イレーンと彼女の旦那を演じる男性は実際に夫婦であって，義理の父と彼の次男やバツイ
チ子持ちの娘役として出てくる女性も本当の親子である。撮影現場でどのように素人の登場人
物に指示したのかについて，タルが始めて語ったのが，1997 年のインタビューにおいてであ
る24。そこからは，普段の〈社会（科学）主義映画〉とは少し異なる演出法がみえてくる。すな
わち，監督は状況のすべてを成員に説明したのではなく，人によって違う指示を出したとされ
る。例えば状況③，
⽛日曜日の昼食⽜の場面では，喧嘩を売るように指示されたのはイレーンだ
け。相手が腹を立てて言い返してくるまで積極的に責め続けるよう，とのことだった。その他
の状況については，タルはこれほど詳しく語っていないが，どのようにして挑発し，日常的な
定型表現を混乱させようとした ─ 彼の表現を借りて言えば⽛状況を爆発させる⽜─ のがよ
く分かる。
本稿は，状況と演出よりも，
⽝ファミリー・ネスト⽞の映画空間を構築した方法，つまりは，
カメラの動き，フレーミング，画面構図（奥行と平面化した画面の切り替わり等々）
，そしてと
りわけ画面内にみえている諸々の運動，及び画面外さらには⽛カメラの後ろの世界⽜を指した
りする諸々の要素を重要と考える。なぜなら，
⽝ダムネイション⽞や特に⽝サタンタンゴ⽞にお
いて成立した独特な映画空間の基盤が本作品において垣間見えるからである。最後に，それに
ついて説明する。
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⚖）
⽛顔の表現⽜
，
⽛ずれたつなぎ⽜
，
⽛偽の面接⽜
─ 限界状況の映画空間を構築する
〈社会（科学）主義映画〉において，人間の顔は中心的なものとして捉えている。BBS の 70
年代を代表した若い世代の監督らが，まるでバラージュ・ベーラの言葉に則り，顔と顔の表現
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

を対象とすることによって，
⽛何らの空間的な関係も，空間との何らの結びつきももたない⽜別
ㅟ

ㅟ

の次元を，
⽛すなわち相貌⽜の次元25 を開けて，それを最大限に推し進めたかのようである。
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

⽝ファミリー・ネスト⽞ではタルもそのようにしている。登場人物 ─ 状況を体験する素人 ─
によるアドリブの台詞よりも，喋りながらの表情／ジェスチャー，並びにとりわけ話を聞く側
の反応，表情，顔の表現こそを重要なものとして映し出している。この方法の見本が⽝映画小
説・三人の姉妹⽞に見出せる。受け手，つまり話を聞く人の顔がクローズアップで画面内に置
かれることは，話し手の顔より明らかに多い。ダールダイ監督は，対話において古典的な編集
技法＝ショット切り替えショットを使ったが，タルのデビュー作では連続的なカメラの動きも
見られる。
限界状況③⽛日曜日の昼食⽜の空間表象はその連続性を保つカメラ動きの好個の一例である。
喧嘩を売ろうとするイレーンの顔は一瞬だけ，ロングテイクの最初に画面内に置かれており，
それからはカメラが対象から対象へと移動してゆく。料理のクローズを捉え，次には喧嘩を聞
かないようにしようとする旦那の顔，そして最後には息子の嫁の言う辛辣な皮肉をしばらく
黙って聞き，ついには⽛爆発⽜する義理の父の顔。次のショットは，さらに⽛爆弾が爆発した⽜
後である。イレーンが怒鳴り，義理の父がいつものように彼女の⽛耐え難い罪⽜を次々と述べ
ている一方で，タルのカメラが最も重視して捉えるのは，何も言わず動こうともしないイレー
ンの旦那と，この地獄のような雰囲気の中でも平然と指をなめながらちびちびとケーキを口に
運ぶ幼い娘である。反応しない旦那の無関心さよりも子供の態度，つまりこういった状況にす
でに慣れていることを示すその食べっ振りこそ喧嘩自体よりも恐ろしい。このようにして，反
応せず／動かず，状況を見つめてばかりいる⽛見者⽜を視覚的に強調し，空間内の特権的な現
存に置くことはタルの全作品に一致する基本的な方法である。
当局における場面（状況④）はショット切り替えショットに基づく。また，1970 年代の BBS
〈社会（科学）主義映画〉にみられる技法，ダールダイ監督が⽝映画小説・三人の姉妹⽞で最大
限に推し進めた⽛ずれたつなぎ⽜も垣間見える。具体的にはこうである。イレーンと官吏の対
話は 21 ショットからなっている。すべてはクローズアップで，彼女の顔は 10 ショット，男の
官吏の顔は 11 ショットである。⚖分余のこのシークエンスの最初は⚑分のクローズ・アップ
だが，それは⽛現在の同居人数は？⽜という質問に対し状況のすべてを一気に説明する彼女の
顔ではなく，精神的に明らかに憔悴している依頼人の話を微動だにせず，反応もせず，無表情
ないし無関心に聞いている官吏の顔を撮るロングテイクである。これこそが，
⽝映画小説・三人
の姉妹⽞からもってきた技法，すなわち，必ずしも喋る人間の顔ではなく，むしろ話を聴いて
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いる人間の顔が映る，聞き手の反応が重視される⽛ずれたつなぎ⽜である。その後，決着のつ
かない対話を捉えるショットの一連は切り替わりが早くなるが，切り替わるタイミングには常
に⽛ずれ⽜が発生する。場面の最後を取り上げてみたい。
⽛自殺したい⽜とまで言っても相手が反応しないため，
⽛じゃあ，私が毎週ここに来ても意味
がないわね⽜と，イレーンががっかりして言うと，ショットはそれに機械のように⽛毎週ここ
に来ていただいても，意味はございません⽜と答える官吏に切り替わることなく，彼女のクロー
ズアップが保たれる。ショットが男のクローズアップに替わるのがずれたタイミングで，これ
以上何も言うことがなくなったイレーンが立ち上がり，急いで部屋を出てわざとドアをバタン
と閉めるときである。彼女のこの激しい運動は完全にフレーム外で起こっており，カメラは官
吏の顔，顔の微小運動を捉えている。まずは妙な微笑が現れ，イレーンがドアのほうに行った
とき彼は微妙に眉を上げて，ドアがバタンとなると気取ったようにうなずく。しかも，ここで
カットされる前には，わずか一瞬だが，彼は明らかにカメラの方にちらりと目をやる。タルは
このようにして，クローズアップ及びショットどうしをつなげる⽛ずれたリズム⽜のような非
常に単純な技法を使って，状況にあるテンションや緊張感を表象したのである。
また，状況④の最後にみられる，官吏がカメラの方にちらりと目をやること，つまり⽛カメ
ラの後ろ⽜
＝
⽛映画世界外⽜を指向する視覚的な要素がコヴァーチ・アンドラーシュ・バーリン
トの作家論26 では中心的な問題とされている。認知心理学の映画理論の強い影響を受けたその
分析は，
⽝ファミリー・ネスト⽞のショットの長さは 31 秒，シーンの長さは平均⚕分に及ぶと
いう数量的な点から出発し，⚓つの⽛偽インタビュー⽜場面を軸に行っている。状況⑥と⑦の
間にイレーン，⑦の後に彼女と彼女の旦那は質問に答えているかのように喋る場面が挿入され
ている。コヴァーチの主張によれば，それらにおいては作家が強制的に映画世界内の空間に入
り込んでいるとされる。その方法は，シネマ・ベリテ Cinémavérité においても見出されており，
劇映画からの事例としてはイングマール・ベルイマン監督の⽝情熱⽞
（1969 年）が取り上げられ
ている。その作品の中でマックス・フォン・シドー，リヴ・ウルマン，ビビ・アンデショーン
の⚓人が我々観客に向かって，映画内の人物についてコメントする場面がいくつかがある，と
指摘している。
⽝ファミリー・ネスト⽞にある⽛偽インタビュー⽜が観客ではなく，直接に監督
に向かって行われており，それによって映画世界内と映画世界外の空間が結びつくとされる。
事実，以上のような，登場人物がカメラの後ろからの質問に答えているかのように喋る場面
は，BBS 映画において頻繁にみられる。そもそも，60 年代に流行った⽛面接映画⽜はこれに基
づいていたとされる。聞き手＝監督は画面外にいて，質問自体もカットされる（つまり，観客
には聞こえない）ことが多かった。ここから，BBS 製作のデビュー作でタルもこの技法を使っ
たことは驚くほどのことではないが，その方法が興味深い。状況⑥と⑦の間にあるものについ
ては，コヴァーチも指摘している。すなわち，イレーンは面接を受けている様子だが，場面の
最後でリヴァースショットで彼女と会話する相手が暴露される。明らかに映画世界内に属する
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女性である。しかし，映画の最後では，まずはイレーン，そして旦那の場合でも聞き手（話す
相手）をリヴァースショットで明らかにすることなく，話す人のクローズアップのショットを
つなぐディゾルブしか見当たらない。つまり，イレーンと旦那は約 20，30 秒間程度喋るとカッ
トが起こり，早いディゾルブがある。後者はまるで編集を隠そうとしているかのようである。
ディゾルブ技法は本作品にしか見当たらず，次作の⽝プリファブ・ピープル⽞ではプロの女優
が数分のロングテイクでカメラに向かって喋ったりする。そして 1982 年以降は，このような
⽛偽インタビュー⽜は完全に無くなる。
⽝ファミリー・ネスト⽞では，家庭の生活に大きな変化をもたらすはずの限界状況⑥の後は，
人生について語る夫婦どうしの話す相手だけでなく，重要な出来事のすべてもが画面外に置か
れており，あるいは別の表現で言うと編集に覆い隠されているのである。イレーンは義理の親
の家を出てから，空いているアパートに不法入居して，しばらくの間は娘と一緒に暮らしたが，
地主や隣人にも何回か脅かされたため，
娘を兄に預けることに決めた。また，
一ヶ月以上は経っ
ており，まだ警察に追い出されてはいないが，いつまでそのアパートにいられるのかはわから
ない。そして，旦那には連絡していないし，彼のところに戻るつもりもない，と語る。
上に触れたコヴァーチによる分析は適切ではあるが，タルのデビュー作では作家が本当に映
画世界内に入り込んだのか，というよりさらに重要な問題がいくつかあるように感じられる。
つまり，論者は編集によって隠された話す相手（監督？）よりむしろ映画空間の中で表象され
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

た諸々の要素こそ重要であると考えている。とりわけ，運動すると運動しない身体どうしの
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

─ 違う形で監督の後期作品にも顕現する ─ 葛藤及びそれらのぶつかり合いがもたらす諸々
ㅟ

ㅟ

ㅟ

の効果こそ，本稿の最後で考察されねばならないことである。

⚗）限界状況とその後 ─
⽝ファミリー・ネスト⽞からみえてくる⽛人生の現実⽜
⽝ファミリー・ネスト⽞で最も運動が激しく憂慮すべき，不安を引き起こす状況は②と⑥に違
いない。状況②強姦のシーンは⚓つのシークエンスから成立している。まずは強姦，そして事
ㅟ

件のその後を描写する⚒つの場面である。とりわけ後者，つまり事件がもたらした効果 ─ こ
の特定の場合は〈非・効果〉について語るのが正しいが ─ を描く場面どうしは，強姦自体よ
りもインパクトが強く，タルの方法に関して多くのことを教えてくれる。
限界状況②の最初のシークエンスの視覚性は，被害者の女性の顔を中心に成立する。本シー
クエンスは，涙を流しながら助けを請い，そして窮地に陥って絶望的な脱出を試みようとする
彼女のバストショットとクローズアップから構成されている。灯火の暗い裏通りで彼女の身体
を建物の壁に押し付けて，両手を押さえつけようとする⚒人の兄弟は絶えず後ろから（彼らの
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背中と後頭）しか映らず，行為の詳細も映像化されない。この場面の，観客の心をかき乱す効
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

果は，画面内にみえる運動と静止の葛藤，つまりは逃げようとする女性の動く身体と，その動
きを止めようようとする⚒人の男の動かない身体の衝突から発する。
ㅟ

以上のように表象された強姦事件よりもその後の方が驚くべきものであろう。なぜなら，犯
された女性が，
⚒人の強姦犯と一緒に飲み屋で飲んだりタバコを吸ったりしているからである。
クローズアップによる兄弟どうしの平然たる表情と被害者の泣き疲れた顔の表現よりも，後者
がただ静かに座ってばかりいることがショッキングであろう。女性のこの静止状態は，犯され
たばかりという事実のみならず，強姦犯に対し法的な罰が与えられるなどといったことに彼女
がまったく思い至ることなく，状況をありのままに受け入れたことを見事に表象している。コ
ヴァーチから知られることだが，本来は場面の順番は逆，つまり⚓人が一緒に飲んでから強姦
が起こるという筋立てであった。タルは撮影現場で順番を変えることに決めたとされる。この
判断こそが，後ほどのタル映画に見えてくる方法を前もって明示する。すなわち，状況と状況
の間に因果性を与えることなく（この場合は一緒に飲んでから強姦が起こる，という元々の筋
立てのままであれば，事件はそこまで驚くべきものではなかろう）結論ないしカタルシスの効
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

果ももたらさない限界状況を次々と並べてゆく。これこそが，人生の現実を探るタル・ベーラ
の基本的な方法なのだ。後期作品にも耐え難い限界状況 ─
⽝サタンタンゴ⽞における子供の自
殺や⽝ウェルクマイスター・ハーモニー⽞における田舎町の秩序を揺るがす騒動など ─ が次々
ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

ㅟ

と描かれているが，しかしそれら自体よりもその後（の出来事ないし状況）こそタル映画の最
も重要な特性であると考えている。限界状況②の最後はまさにそれである。妻の友達を強姦し
た後，旦那は何事もなかったように家に帰り，パンツ一丁になって静かに眠っているイレーン
の隣で横になる。このようにして女性の静止する身体と強姦犯の身体がベッドの上で調和的に
交じり合うショットでシークエンスが終わる。
限界状況②と同じように，限界状況⑥すなわちイレーンが子供を連れて義理の親の家から出
ていく場面においても身体どうしの運動と静止による耐え難い状況が表象されている。義理の
父と彼女の間の揉め事は状況①と③でもみた通りだが，旦那は妻のことを父からただ守らない
だけではなく（③においても⚒人のやりとりを座って静かに聞いてばかりである）今回は彼も
が妻に対し不倫の疑いを向ける。その瞬間に，
⽝ファミリー・ネスト⽞で取り扱われた社会問
題＝⚓世代が同居しなければならない状況が⽛爆発⽜する。イレーンは立ち上がり，自分と子
供の服やおもちゃ一つ二つを慌ててまとめて，子供の手をつないで出て行こうとする。彼女を
止めようとするのが義理の父である。
⽛子供だけは絶対に連れて行くな⽜
，と。旦那は，ほとん
ど動かない。何も言わず，無表情の彼のクローズアップからカメラが後ろに下がって，泣き出
した子供の顔，そしてさらには焦って荷物をまとめるイレーン，孫の手をつかもうとする義理
の父，そしてそれらの激しい運動に対し反応，及びあらゆるリアクションすることなくじっと
している旦那からなる成員が，運動の連続性を保つ一つのショットに凝縮されている。タル・
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ベーラはこのことを，すなわちあまりにも恐ろしいもしくは激しすぎる運動を，そしてその運
動をただみている以外は反応することができなくなった者を一つのイメージに入れ込む方法を
⽝ファミリー・ネスト⽞以降推し進めてゆくのである。
先述したように，限界状況⑥以降は義理の父の情けない下品な口説きを捉えた状況⑦の他に
は，イレーンと旦那の⽛偽インタビュー⽜だけである。それらのインタビューからは，旦那が
愛する妻と仲直りして⚓人で何とか一緒に暮らすために努力したり，動いたりすることを一切
しないということがわかる。このような中途半端な状況で，家庭の物語が終わらないままタ
ル・ベーラの〈社会（科学）主義映画〉が終わってしまうのだ。
⽝ファミリー・ネスト⽞に描かれた限界状況の背景には，1970 年代におけるハンガリーの実際
の社会問題，ブダペストの⽛住宅問題⽜がある。しかし，タルが作り上げた状況，つまり若い
夫婦と子供からなる家庭がバラバラになってしまうというそのことは，最終的には人的要因に
よるのである。限界状況⑥は，この家庭の人生／生活に大きなポジティブな変化のきっかけに
もなりえたが，映画の最後にある⽛面接⽜で旦那が述べる⽛彼女は，遅かれ早かれきっと帰っ
てくるだろう⽜のような口振りからは，彼自身にはそのために動こうという気はまったくない
ことが明らかになる。また，喋りながら何回も泣き出したりする彼は，状況の根本的原因を完
ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

全に把握しているだけでなく，妻は⽛以前もよその所で寝たこともあったし⽜
，彼の兵役中は自
分の父も妻に言い寄るのみならず⽛寝ている彼女の足を触ったり，指を入れようとしたことも
あった⽜とも語っている。そして，それらの状況下でさえ，旦那＝父である彼は何もしなかっ
たのである。
この映画では，恐ろしい行為や明らかに犯罪である事件こそが，実質的な影響を被ることな
ㅡ

ㅡ

く，ただ起きてしまうだけである。タル・ベーラは顔の表現と，ずれたつなぎに基づく編集，
及び動く・動かない身体どうしを衝突させるロングテイクを使って，限界状況の一連を形成し
日常生活の地獄を表象することができた。このようにして，
⽝ファミリー・ネスト⽞は当時のハ
ンガリーの生活について多くのことを教えてくる〈社会（科学）主義映画〉のみならず，タル
の後ほど展開し成立した独特な映画的方法の出発点でもある。
（モルナール・レヴェンテ・言語文学専攻）
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いかにして遊びを研究しうるのか
─ ホイジンガ批判から出発して
宮

﨑

勝

正

要 旨
遊びとは，誰もが知っている身近な経験である。遊びは楽しみや歓びをも
たらしてくれるだけでなく，私たちの生の一部として重要な役割を担ってい
ると考えられている。しかし，遊びを扱う諸研究においては未だに，遊びが
そもそもどのような現象であり，
それ以外の活動からいかに区別されるのか，
といった本質的な問題に対して十分な説明が与えられていない。遊びの本質
を捉えるような説明は，いかなる視点と方法によって可能だろうか。
本稿はホイジンガの⽝ホモ・ルーデンス⽞を批判的に検討することからは
じめる。ホイジンガによる遊び自体の定義と，それに基づく文化因子として
の機能についての説明を概括する。続いて，ホイジンガが遊びと見なしてい
る具体的な文化活動の例をいくつか取り上げ，遊びであるという説明がいか
なる論拠に基づいて行なわれているのかを見ていく。そのなかで，ホイジン
ガの遊戯論における二つの問題点を明らかにする。一つは，遊びを内から見
るか外から見るかの二つの視点が混在していることである。もう一つは遊び
を遊び自体の特徴から説明するか文化因子としての機能から説明するかの二
つの説明方法が錯綜していることである。
ホイジンガ批判を踏まえて，遊びの機能を扱う研究と，遊び自体を扱う研
究をそれぞれ概観する。まず，遊びに想定された機能を⚕つに大別して簡単
に見渡し，機能を中心問題とする議論では，遊び全般に当てはまる一貫した
説明を行なうことが難しいことを示す。次に，遊び自体を扱う議論としてア
ンリオと西村の遊戯論を挙げ，要点を整理する。遊び自体を扱う議論は，あ
らゆる形式の遊びに対し包括的な説明を与えうる。しかし，アンリオと西村
の遊戯論は遊び自体の本質を十分に説明しきるものではなく，より詳細な分
析の余地を残していることを示す。
最後に，遊びの本質に迫るための視点と説明方法について考察する。人が
遊びを本来的な姿で見出すのは，遊び手として現に遊んでいるときではない
か。直の経験としての遊び自体こそ遊戯論の目指すべき対象であるという考
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えを提示し，遊び研究における遊び手の視点に基づいた遊び自体の分析の必
要性を主張する。

はじめに
生き生きとした遊びの体験は，私たちにとって非常に身近で価値のあるものである。遊びは
私たちに純粋な楽しみや歓びを与えてくれる。また，それは私たちが一人の人間として在るた
めに，重要な役割を持つと考えられている。おそらく，人が一切遊ぶことをせずに生きるのは
不可能だろう。遊びは私たちの生から切り離すことのできない，基本的な活動様式の一つであ
る。それにもかかわらず，私たちにとって⽛遊ぶ⽜とは，一体どのような事態であり，他の活
動からいかに区別されるのか，といった本質的な問いに対しては，いまだに十分な説明が与え
られていないと言える。当たり前に知られているはずの⽛遊び⽜は，それを言葉で捉えて説明
しようと試みた途端に，不可解で曖昧な現象と化してしまう。遊びという現象についてよく知
るために，私たちはいかなる方策をとるのがよいだろうか。
本稿はまず，ホイジンガの⽝ホモ・ルーデンス⽞における遊びの説明を批判的に検討するこ
とからはじめる。そこで，ホイジンガの遊戯論において遊びであることの基準が多義的になっ
ている原因を示す。それを踏まえ，遊びを特定の機能から説明している研究と，それ自体の特
徴から説明している研究について，それぞれの主要な議論を概観する。最後に，遊びを研究す
るために妥当だと思われる説明方法と視点について考えを述べる。

⚑．ホイジンガによる遊びの定義と文化因子としての機能
1
オランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガによる⽝ホモ・ルーデンス⽞
は，
⽛遊び⽜研究の先駆

として知られている。
⽝ホモ・ルーデンス⽞は，遊びの精神に人間の生の本質を見出し，あらゆ
る文化が遊びとして発展してきたことを論証せんとする冒険である。ホイジンガは遊びに関す
る彼以前の研究において遊びという現象が十分に定義されてこなかったことを鋭く指摘し，遊
びの本質的特徴を描き出すことからはじめる。そこで提示される遊びの諸特徴は，いずれも非
常に洞察に富んだものである。そのため，遊びについて考える者は今日においても，決してホ
イジンガの遊戯論を無視して通ることはできない。しかしホイジンガは，遊びの本質に鋭く迫
るような特徴づけを行なっているにもかかわらず，結論として遊びがいかなる現象なのかを明
瞭に示すことはできていない。議論が展開するにしたがって，ホイジンガが遊びと呼んでいる

1

本稿では，ホイジンガ（1973）を参考にしているが，議論を分かりやすくするために訳し変えた箇所
がある。Huizinga（1956）を参照。
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現象は次第に曖昧な姿をとり我々を煙に巻いてしまうのだ。遊びについて⽝ホモ・ルーデンス⽞
から深く学ぶためには，その明哲な遊びの定義付けに注目すると同時に，ホイジンガが遊びの
正体を自ら曖昧にしてしまった原因を見定め，教訓とする必要があるだろう。
遊びの定義を試みる際，ホイジンガがなによりも遊びの本質として注目するのは，
⽛面白さ
（Witz）
⽜という要素である。遊びの面白さとは，いかなる分析も論理的解釈も受け付けない本
質的な在り方を示すものであり，それ以上根源的な観念に還元させることのできないものであ
るという。ホイジンガによれば⽛この面白さの要素こそが，まさに遊びの本質を規定している⽜
2
（p. 20/S. 11）
。この，遊びの面白さという本質を出発点にして，ホイジンガは遊び概念の分析

に取り掛かることになる。遊びを⽛遊んでいる人が自ら感じとっているそのままに（wie der
Spieler es selber nimmt）
，その根源的な意味合いのなかで（in seiner primären Bedeutung）理解しよ
うとする⽜
（p. 23/S. 12）こと，またそれに基づいて文化因子（Kulturfaktor）としての遊びの機
能を見定めること，これがホイジンガの遊戯論の試みであった。
⽛面白さ⽜という本質から出発したホイジンガは，遊びを次のように定義している。
⽛その形式からみると，われわれは遊びを統括して，それは本気でそうしているのでは
ない（nicht so gemeint）もの，日常生活の外にあると感じられているものだが，それに
もかかわらず遊んでいる人を心の底まですっかりと捉えてしまうことも可能な一つの
自由な活動である，と呼ぶことができる。この行為はどんな物質的利害関係とも結び
つかず，それからは何の利得ももたらされることはない。それは殊更に規定された時
間と空間のなかで行なわれ，決められた規則に従って規則どおりに進行する。またそ
れは，人びとの共同的な結びつきを生み出すのだが，その共同体の者たちは秘密に取
り囲まれていることを好み，あるいは日常世界とは異なるものであることを変装に
よって強調するのだ。
⽜
（p. 44/S. 20）
これは⽝ホモ・ルーデンス⽞のなかではじめに示される遊びの定義である。しかし，上の説明
はすべての遊びについて適用できるものではない。ホイジンガが言うには，
⽛ここで我々が数
え上げる特徴のなかには，ひろく遊び一般に関連をもつものもあるが，そのほかに，特に社会
的な遊びについてだけ該当するものもある⽜
（p. 30/S. 15）
。よって，ホイジンガによる遊び一
般の定義としてはむしろ，少し後の箇所で示されているものを参照するのがよいだろう。ホイ
ジンガが動物や子どもの遊びから大人の遊びまで，すべての遊びを総括するのに相応しいと見
なしている定義は，次のものである。

2

以下，ホイジンガの⽝ホモ・ルーデンス⽞からの引用はページ数のみで示す。スラッシュの前がホイ
ジンガ（1973）
，スラッシュの後が Huizinga（1956）のページ数を示している。
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⽛遊びとは，あるはっきりと定められた時間，空間の範囲内で行なわれる自発的な行為
もしくは活動である。それは自発的に受け入れられた規則に従って行われる。その規
則はいったん受け入れられた以上は絶対的拘束力をもっている。遊びの目的は遊びの
行為それ自体のなかにある。それは緊張（Spannung）と歓び（Freude）の感情，それか
ら⽛普通の生活（gewöhnliches Leben）
⽜とは⽛別のもの（Anderssein）
⽜という意識を
伴って行なわれる。
⽜
（p. 81/S. 34）
こうして二つの定義を比較してみると，一つ目の定義で示されている⽛人びとの共同的な結び
つきを生み出す⽜といった説明は，ホイジンガの言う⽛社会的な遊び⽜だけに適用可能な要素
だということがうかがえる。
ホイジンガが説明する遊び一般の特徴を整理しよう。遊びはまず，⑴
⽛自由な⽜活動である。
ここで言われる自由とは，強制されることなく楽しみを目的に行なわれる，といった意味であ
る。またそれは，⑵本来の日常的な生ではないと感じられている。遊び手は，日常でのその者
自身から⽛別の存在⽜になっており，日常的な活動とは⽛別のやりかた⽜を採用している。⑶遊
びの目的はその活動自体のなかにある。遊びはそれだけで完結しており，その行為そのものに
満足を得ようとして行なわれる。その活動のなかにあって，遊び手は⑷緊張と歓びの感情に支
配されている。さらに，その活動には⑸明確な時間的・空間的制限が設けられる。遊びは，物
質的にせよ観念的にせよ，ある定められた空間・時間の範囲内で行なわれ，そのなかで終わる。
そのような場の内部は，⑹一つの絶対的な規則が統べている。遊びの規則が疑われたり破られ
たりしたならば，遊び自体が壊れてしまう。
以上のような遊びの特徴付けは，遊び手に感じとられたままに遊びを説明するという目的に
適ったものである。とりわけ⑴から⑷までの要素は，遊んでいる者の視点に立ったときの，そ
の者自身の感情や態度に基づいた説明であるように見える。ホイジンガ自身が述べているとお
り，
⽝ホモ・ルーデンス⽞の第一の目的は遊びのなかで実現される遊ぶ心（Spielsinn）の考究に
あったのである。
しかしながら，ホイジンガの分析を受けついだカイヨワは⽝遊びと人間⽞において以下のよ
うな批判をしている。
⽛……ホイジンガが考察しているのは，遊びのそれぞれの活動に正確な意味を与える
心奧の態度ではなく，むしろ外的構造なのである。また，彼が注意をそそいでいる考
察対象は形式や規則であって，遊びそのものによって満足させられる心の欲求ではな
い。
⽜
（カイヨワ 1990，p. 290）
ホイジンガによる遊び一般の説明を参照する限り，カイヨワの批判は当てはまらないように見
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えるかもしれない。しかし実際のところ，カイヨワの指摘は的を射ている。ホイジンガが最初
に行なった遊び自体の説明は，
⽛面白さ⽜という本質を支柱に，遊び手の感情や態度に関わる特
徴を巧みに示したものである。それにもかかわらず，ホイジンガは文化因子としての遊びの機
能論へと議論を進めるなかで，遊びそのものに関する彼自身の豊かな洞察をほとんど手放して
しまうのである。
ホイジンガは社会・文化発展の因子としての遊びの機能を扱うにあたって，遊びに備わった
本質的な二つの形式を定める。すなわち，遊びは何かを表す表現（祭祀的なもの）であるか，
何ものかを求めての闘争（闘技的なもの）であるかのいずれかであるという。ここで，ホイジ
ンガがこれら二つの形式を遊びに帰属させるべく行なっている説明を簡単に見ておきたい。ま
ず，祭祀的な儀礼は柵による囲繞などによって，神への奉献を目的とした場を画し，標示する
という特徴を持っている。また，祭祀は神聖なものであり，日常生活とは区別された特別な秩
序に従うことによって成り立つ。それは真面目で厳粛なものでもありうるが，多くの場合は祝
祭というかたちで，陽気な催し事という情調のなかで執り行なわれる。そこには厳しい規定性
と真の自由との融合がある。こういった特徴から，祭祀的なものと遊びは共通したものなのだ
と説明される3。
続いて，闘技的なものに関してはまず，多様な地域の言語において，挑戦，競技，危険など
の観念が遊びを表す語と結びついていることが示される。また，あらゆる競技や闘技は，特定
の規則に従って，
どちらが勝つか分からない試練に，
緊張を伴いつつ挑戦するという特徴を持っ
ている。さらに，ほとんどの競技はそれ自体の領域内で始められ終わるような一つの完結体で
あり，日常的な必要や生活過程とは無関係である。このような特徴から，闘技的なものを遊び
と呼ぶのは，決して言語的な比喩にとどまることではないとされる。ホイジンガにとって，真
面目さや厳粛さは遊びの性格を否定するものではない。よって，単に楽しまれるだけの気晴ら
し的な競技から，武器を用いた血腥い，死さえも招く真剣な闘いまで含めて，
⽛遊びは闘争であ
り，闘争は遊びなのである⽜
（p. 110/S. 46）という4。
こうして，あらゆる闘技的，祭祀的な活動は，すべて遊びの性格を持つということになる。
ところで，ホイジンガによれば，祭祀は原初的には，何かを表現すること，実体的なものを観
念的なイメージと結びつけ，劇的な仕方で表示することにほかならない。つまり，それは⽛物
事を形象化してイメージを創り出すことで，現実にとって代わるものを生み出す行為⽜
（p. 49/S.
22）である。したがって，原始社会における祭祀＝遊びとは，そこから宗教や神話，哲学，文
学といったあらゆる観念的営為が萌芽してくるような，
⽛社会的発展を孕んだ神聖な遊び⽜
（p.
72/S. 32）である。

3

ホイジンガ（1973）
，pp. 44-73

4

同上，pp. 109-112，127-133

― 55 ―

北海道大学大学院文学院 研究論集 第 20 号

また他方で，自分の優秀さを認められたい，名誉を獲得したいといった願望は，子どもの生
活から文化的活動までを通じて常に働いている。そのような願望は，個人や集団が自己を高め
ようとするときに働く最も強い動機の一つであるという。そこで競技や闘技とは，一番になり
たいという願望を満たすものであり，
個人や集団の優越性に証明を与えるものである。よって，
美徳や名誉，栄光などといった価値は，はじめから競技＝遊びの領域に属するのである。さら
に，闘技において，勝者が得た尊敬や名誉はいつも，すぐさま勝者の所属している集団の全体
に及んでいく。それはまた，祭祀における試練や犠牲として奉献性を帯び，文化の対立的・競
技的性格の基礎となるものである5。
こうしてホイジンガは，遊び＝祭祀および，遊び＝闘技を示すことによって，同時に，文化
を形成し発展させる機能を遊びという現象に入り込ませる。ホイジンガによれば，
⽛文化が遊
びとして，遊びのなかに成長していくときにとる二つの形式，それが，人々の前でくりひろげ
られる神聖な見せ物行事（die heilige Schaustellung）と，祝祭に伴って催される競技（der festliche Wettkampf）
⽜
（p. 129/S. 53）である。このような準備を行なったうえで，ホイジンガはあ
らゆる文化現象の根源に遊びを見出していくのである。

⚒．ホイジンガの遊戯論における二つの混乱 ─ 視点と説明方法
ホイジンガの遊戯論を見渡してみると，そこには遊びを考察する方法上の問題として，二つ
の混乱が見て取れる。第一の問題は，遊びを内から見るか外から観るかの，二つの視点が混淆
していることにある。また第二の問題は，遊びを遊んでいる人の感じとるそのものとして説明
するか，その結果として働き得る機能から説明するかの，二つの説明方法が混在していること
にある。以下では，それらの問題を明らかにするために，それぞれ二つの具体例を挙げて検討
する。
第一の問題について，ホイジンガの遊び論が遊び手の心の考察を支柱に展開されていること
は既に確認した通りである。しかしながら，ホイジンガがある文化現象に遊びの要素を見出す
とき，その根拠はもっぱら外部から観察可能な特徴に求められている。それは物理的に設けら
れた時間・空間の境界や，日常とは区別された規則や行為などであって，人びとが実際に感じ
ている緊張や歓び，自由，非日常の意識などは副次的に付け足されるに過ぎない。
一つ目の例として，十六世紀フランスの決闘についての説明が挙げられる。当時の決闘は武
士貴族的な性格を強く帯びており，極端に血腥い形式をとることがあった。しばしば二人の貴
族の諍いを理由に，介添人を含んだ複数人で流血の果し合いが行なわれた。その際，介添人は
名誉を守るために，決闘に参加する義務を拒むことは許されなかったという。ホイジンガによ
5

同上，pp. 133-185
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ると，この血腥い闘争は殺すことを直接の目的としているのではなく，少しの流血で名誉が満
たされると考えるものであるから，殺し合いの戦闘の代わりに決闘によって勝敗を決める決闘
裁判の一形式として，祭儀的性格を持っている。それは明確な争いの場と，使用する武器や射
撃の回数などについての規則の制約が設けられることによって，遊びの本質を得るという。抑
えきれない憤怒から思わず犯してしまいかねない殺人に，整然とした秩序が与えられたものが
決闘である6。
こうして，十六世紀フランスの決闘は遊びの例のなかに引き入れられる。そこではっきりと
した理由を持って決闘に適用される遊び一般の特徴は，明確な規則に従って行われることと，
時間的・空間的な範囲が設定されていることだけであるように見える。加えて，おそらく決闘
はいつも緊張感を伴うものだろう。他方，ホイジンガは⽛名誉のために行なわれること⽜や⽛殺
すことを目的としないこと⽜を強調している。これは，決闘がその活動自体を目的に行なわれ，
日常とは異なるという意識を伴うという点で，遊びの特徴を持つことを示そうとしてのことだ
と考えられる。しかし，
決闘が当事者たちにとって生活過程と無関係な自己目的的活動であり，
非日常の意識を伴った⽛本気でない⽜行為であったかどうかは疑わしいと言わざるを得ない。
また，決闘への参加を拒めないという点で，介添人に対して自由の要素を認める余地などまっ
たく存在しないように見える。そしてなにより，遊びの本質である⽛面白さ⽜や，楽しみ，歓
びといった特徴は，ホイジンガが決闘を遊びとして説明する際に無視されてしまうのである。
もう一つの例としては，造形芸術についての説明が挙げられる7。ホイジンガにとって音楽
や舞踏といった芸術はまさに遊びそのものであるのだが，
造形芸術には遊びの性格を認めない。
造形芸術が音楽や舞踏の芸術と決定的に異なるのは，作品が一度完成してしまえば，上演や演
奏といったその都度の行為に依存することなく，鑑賞者に一定の印象を与え続けるという点に
あるという。造形芸術には，それが創造され，人々に享受されるための公的な行為の場が欠如
しており，また鑑賞するということにいたっては，なんら可視的な行為というものが含まれな
いとホイジンガは言う。従って，造形芸術という分野には，作品の制作と鑑賞のどちらに関し
ても，遊びの要素などまったく存在していないのだという。加えて，造形作品の本質的な在り
方の大部分は，物を創るという性格上，美的動機に支えられたものではなく生活に関わる実際
的な目的によって規定されている。この事実が，遊びの領域から造形芸術が外れる程度をいっ
そう甚だしくしているという。このような説明によって，ホイジンガは造形芸術を遊びの領域
から排除しようとする。
このようにしてホイジンガが造形芸術を遊びでないと言うとき，その中心的な説明は，公的
な場における可視的な行為の欠如に求められる。この行為の可視性や公的な場の設定という特

6

同上，pp. 222-234

7

同上，pp. 391-396
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徴は，ホイジンガによる遊び一般の定義のなかにはっきりと見つけることが難しい。定義と関
連付けるならば，外部から観察可能な仕方で空間的・時間的な範囲設定が行なわれていないと
いうことが，造形芸術を遊びから排除するための一番の理由となっていると考えられるかもし
れない。少なくとも，行為の可視性および公的な場所設定の欠如とは，活動の外的構造に関す
る特徴であり，それが造形芸術における遊びの性格を説明する際の最大の根拠となっているこ
とがうかがえる。ホイジンガはそれに加えて，造形芸術家は美的動機に基づいて行為自体を目
的に活動するのではないと言う。この説明もやはり，ホイジンガが彼自身の視点から芸術家の
目的を規定しているに過ぎないように見える。また，たとえある造形芸術が実際に生活過程で
の必要のために制作されたとしても，そのことは鑑賞行為までを遊びから締め出す根拠にはな
り得ないのだ。
以上のような例から，ホイジンガの遊戯論の第一の混乱を見て取ることができる。ホイジン
ガは当初，遊びを遊んでいる者たちに感じとられたそのままに描き出し定義しようと試みてい
た。しかし，実際になにを遊びとみなすかの判断に際しては，ほとんど常に外部から観察でき
る形式的特徴ばかりが重視されている。遊び手の内的な態度や感情，目的などは，観察者とし
てのホイジンガの視点から一方的に規定されるか，或いは時にまったく度外視されてしまう。
このことによって，遊びと遊びでないものの区別が結局のところ如何なる基準に拠っているの
か判然としない。遊び手の視点と観察者の視点に明確な区別がつけられず，二つが混在した状
態で遊びについて説明がなされるということによって，遊びは捉えどころのない現象に見えて
くるのである。
続いて，
第二の問題に移ろう。ホイジンガは遊びをまず遊びそれ自体の特徴から定義したが，
文化現象の分析を進めるなかで，文化を生み出し成長させる機能をもつということに遊びの定
義が取って代わっているように見える。遊び自体を定義し，それに基づいて文化因子としての
機能を描き出すという当初の志は，文化の形成と成長を支える現象を⽛遊び⽜と呼ばんとする
欲望に抗いきることができなかった。
一つ目の例として，ホイジンガはあらゆる詩的なイメージの形象化，すなわち⽛擬人化する
こと（Personifikation）
⽜を遊びのなかに引き入れる8。というのも，ホイジンガにとってすべて
の詩作は遊びの本質を持つのだが，詩の形成過程にはほとんど常に生命のないものを人格とし
て表現することが関わっているためである。ホイジンガは言う。
⽛観念の世界を生命ある実体
から作り出すという傾向は，
精神に先天的なもの，
絶対にそれなしでは済まされないものであっ
て，これを精神の遊び（ein Spiel des Geistes）と呼ぶことは正しいのではないか⽜
（p. 329/S. 133）
。
ホイジンガはアッシジの聖フランチェスコを例にとり，厳格な信仰のなかに見られる擬人化
の働きさえ，遊びの領域に属するのだということを示そうとする。聖フランチェスコは⽛貧困⽜
8

同上，pp. 328-338
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という理念を大変な敬虔さでもって崇めていたとされている。ホイジンガによれば，聖フラン
チェスコが貧困という理念を一つの人格的な精神的存在として信じきっていたかどうかは疑わ
しいという。聖フランチェスコはそれを信じてもいたが，
また同時に信じてもいなかったのだ，
と説明される。
⽛彼の貧困という観念は，雰囲気としては，詩的イメージの形象化の分野と，信
仰告白のなされた教義の分野とのあいだで，その後者にやや傾いていたとはいえ，絶えず動揺
していたに違いない。この聖者の全生涯は純粋な遊びの因子，遊びの形姿で満たされていたと
いってよい⽜
（p. 335/S. 136）
。
こうして，ホイジンガに従えば，すべての擬人化は，信仰の伴う神話的・宗教的なものから
文学的な詩の形成の手段まで，精神の遊びの一つである，ということになる。擬人化について
ホイジンガが示した例をもう一つ挙げておこう。日常生活のなかで経験されることとして，
シャツのカラーボタンがどうしても外れないということがある。そういうとき，人はむきに
なってボタンを責めたり，怒鳴りつけたりすることがある。ホイジンガによれば，そのとき人
は言葉の最も厳密な意味において擬人化を行なっているのであり，知らぬうちに遊びの態度を
とっているのだ，ということであるらしい。
さて，擬人化が遊びであることの説明に関しては，もはや最初の遊び自体の定義というもの
が，ほとんど放棄されてしまっているように見える。擬人化について遊びの形式的特徴のすべ
てを当てはめていくことなど，できそうもない。遊びの定義に用いられた要素のなかでは，本
気でそうしているのではない，日常的なやり方ではないといった意識を伴うという特徴が，辛
うじて擬人化に適用可能であるかもしれない。いや，聖フランチェスコやカラーボタンの例を
見る限りでは，
それさえもホイジンガによって押し付けられた特徴でしかないように思われる。
こう考えてくると，ホイジンガが擬人化を遊びと呼ぶとき，その根拠は遊び自体の定義に基づ
くものではないのだ，と言うことができそうだ。それでは，なぜホイジンガは擬人化を遊びと
呼ぶ必要があるのか。それは，ホイジンガにとって，自然物や実体のないものに人格を与えて
表現するということが，神話や文学の形成に根源的な役割を果たしているからである。生き生
きとした比喩表現などは，擬人化の機能の上に可能となる。
⽛肉体のないもの，生命のないもの
を人格として表わす，これがすべての神話が形成されてゆく場合の，そしてほとんどすべての
詩作が行なわれる場合の本質である⽜
（p. 328/S. 133）
。このように，擬人化が遊びであること
の根拠はほとんど，それが神話や文学の形成のために不可欠であるということに尽きている。
ここでは，遊び一般の特徴を有することではなく，あらゆる観念の形成に貢献するイメージ形
象化の機能として働いているということが，擬人化を遊びと見なす最大の動機になっているよ
うに見えるのである。
もう一つ，機能に傾いた説明の例を示しておきたい。ホイジンガは現代スポーツが遊びの領
域から外れていることを説明する。スポーツの制度が発達するにつれて，規則は次第に厳重に
なり，細目に至るまで考案されていく。記録は着々と高められていく。そうして，組織化と訓
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練が絶え間なく強化されていくにつれて，
遊びの性格がスポーツから失われていくのだという。
このことは，職業的プレーヤーのあり方によく示されている。彼らには自然で気楽な感じがな
く，真の遊びの精神が欠けている。また，現代のスポーツは，古代文化のなかでは不可欠だっ
た神聖な祭祀との関連をすっかり失い，完全に奉献性なきものとして社会構造との有機的な結
びつきを持たなくなった。それは，共同体のなかで文化の実りを生むような精神の因子ではな
く，単なる闘技的本能の表われでしかない。アメリカの諸大学の組織された各種スポーツにせ
よ，大々的に宣伝された国際競技会にせよ，それらがスポーツを文化創造の活動へと高められ
ないでいる事実は同じであるのだという。現代スポーツは，
⽛どれほど参加者，観衆にとって有
意義なものだとしても（wie bedeutsam er auch für die Teilnehmer und Zuschauer sein mag,）
，それが
一つの不毛な機能であることに変わりはない。そのなかでは，かつての遊びの因子がほとんど
滅び去ってしまった⽜
（p. 457/S. 188）
。こうして，ホイジンガによれば，現代のスポーツはもは
や遊びの性格を失ってしまったのだという9。
このように，現代スポーツをめぐる議論においても，遊びと遊びでないものを区別する最大
の根拠が文化創造の機能の有無に求められているように見える。まず，厳重な規則や過酷な訓
練といった要素は，ホイジンガの遊びの定義から外れるものではない。むしろ，それらは他の
あらゆる闘技的な文化現象を遊びと見なすために利用されさえしたものである。次に，仕事と
して競技を行なうプロ選手に遊びの精神が欠けているというのは，確かに納得のいく説明であ
る。職業で競技を行なう者にとっては，スポーツが実際的な生活過程の一部としてあり，純粋
に行為自体を楽しむということが難しい場合が多いだろう。よって，職業的プレーヤーの行な
うスポーツに関しては，最初の遊び自体の定義に従って，遊びでないと判断できるかもしれな
い。しかしながら，ホイジンガは現代スポーツ一般を遊びでないと見なしている。職業的プ
レーヤーの例は，
スポーツ全体を遊びから排除するための十分な理由にはならないはずである。
そうすると，現代スポーツが遊びではないという主張の拠り所は，やはり文化因子としての機
能の欠如にあるように思われる。ホイジンガが現代スポーツを扱うときの⽛遊び⽜とは，文化
を生み育むという機能によって定義されるものであり，そこではプレーヤーや観衆にとっての
意義，つまり遊ぶ心という本質は，効力を失っているのである。
このように，ホイジンガは一方で遊び手が体験する遊び自体の分析に基づいて文化現象を説
明しようとしているが，他方では文化を発展させる機能によって遊びを説明しようと企ててい
るのである。ここに，第二の混乱がある。ホイジンガの遊戯論では，遊びをそれ自体の特徴か
ら定義するのか，それが有する機能から定義するのかの，二つの説明方法が錯綜している。こ
のことによってまたしても，遊びと遊びでないものを峻別する基準が分からなくなる。議論が
展開するにつれて，遊びという現象自体の特徴に即した定義は薄められ引き延ばされ，文化因
9

同上，pp. 456-458
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子としての機能に道を譲ってしまう。そうして，遊びは曖昧で両義的な性格を帯び，私たちを
煙に巻いてしまうのである。
以上のようなわけで，ホイジンガは遊びの本質的な特徴を鋭く指摘しながらも，結論として
遊びとは一体どのようなものなのかを明瞭に描き出すことができていない。ホイジンガの遊戯
論においては，遊びの内部にある遊び手自身の視点と，それを外部から観察する者の視点とが，
厳密に区別されず混在していた。また，考察方法に関して，遊び自体に表われている特徴に基
づく説明と，遊びの果たす役割に基づく説明とが入り混じっていた。この，遊びを扱うなかで
導入された二つの視点と説明方法の混乱こそ，
⽝ホモ・ルーデンス⽞が遊びの正体を捉え難いも
のにしてしまった原因であると思われる。こうして私たちは，遊び内外の視点および遊び自体
とその機能とを混同することが，遊びという現象の曖昧さを助長してしまうのだ，という教訓
を得ることができる。ホイジンガに学ぶならば，遊びの考究に際して，私たちはこれら二つの
視点と説明方法とを厳密に区別しておく必要があるだろう。

⚓．遊びの機能をめぐる諸研究
遊びはどのような機能を持つものとして考えられてきたのだろうか。機能をめぐる遊び論の
大要を見渡すために，各機能の分類を行いたい。以下に示す機能は，⑴技能の練習，⑵現実の
補償，⑶知的発達，⑷人間教育，⑸集団形成，の五つである。本来であれば，これらの機能は
それほど明確に分離して考えられるものではないし，各論者の議論にそれぞれ中心的な機能を
一つずつ割り当てていくことは恣意的な作業であるといえる。また，下で扱う五つの機能は遊
びに想定されたものとして網羅的ではないかもしれない。とはいえ，差し向きおおまかな仕方
であれ，遊びに付与された諸機能を整理することで，少なくともそのような遊び論の孕む曖昧
さや多義性の一端を示すことができるだろう。ここでは，遊びの説明に用いられてきた主要な
機能を簡単に整理し，議論を先に進めることを目的とする。
⑴遊びは技能の事前練習として機能する
遊びが生存のために必要な技能の事前練習として機能するという考えは，K・グロースが遊
びを心理学の専門的研究対象として以降強い影響力を持った。グロースの考えは，動物の子ど
もの遊びと大人の動物の行なう実際的な活動との類似性に基づいている。例えば，ボールを前
足で転がして遊ぶ子猫の動きは大人の猫がネズミや小鳥を捕える姿に似た形態をしている。そ
のため，子猫のふるまいは食料調達の予行演習として，狩りの遊びだと見なされる。このよう
にしてグロースは遊びに生物学的な意味を付与し，子猫や子犬と同様に人間の子どもの遊びも
事前練習であるとしている。
グロースの準備説に関連した議論としては，H・スペンサーのエネルギー余剰説や K・ビュー
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ラーの機能的満足による遊び定義などが挙げられる。その他，E・クラパレードや W・シュテ
ルンなどは様々な修正や補足を加えつつ事前練習説を受け継いだ10。
⑵遊びは現実の補償として作用する
S・フロイトは⽝快感原則の彼岸⽞において，快感原則では説明のつかない現象として外傷性
神経症と子どもの遊戯を見出している。フロイトによれば，小児性欲への志向を満足させられ
ないために，子どもは常に外傷や失敗を被っている。遊びはそこで虚構的な満足を子どもに与
えるものとして働く。そのようなフロイトの理論から，子どもの遊びは現実の代償であるとい
う見方が影響力を持った。
例えば，A・アドラーは性の欲望の代わりに自己実現や優越性への志向を想定しつつ，フロイ
トの理論を引き継いでいる。アドラーによると，子どもは遊ぶことによって無力感や劣等感，
被支配感などを解消しようと試みている。ごっこ遊びのなかで大人の役を演じている子ども
は，子ども役の仲間や人形に対して非常に専制的な態度を示すのだという。それは，日頃から
自らが被っている支配や制限に対する無意識の復讐である。子どもは虚構の権力と優越によっ
て劣等感を一時的に打ち消すことができる11。このように，遊びはつらく鬱屈した現実の代償
として機能する。
現実の補償としての遊びは，精神分析や心理療法に役立つものと考えられた。M・クライン
（1997）や D・W・ウィニコット（1979）などは，そのような観点から遊びを扱っている。また，
虚構的な補償という観念は多くの発達心理学者に受け入れられて⑶の議論の出発点となった。
⑶遊びは知的能力を発達させる
遊びは言語象徴や心的イメージを扱うような知的能力を発達させる役割を担っている。発達
心理学者の J・ピアジェによると，遊びは調節に対して優位な仕方で働く同化の機能である。
人間の認知機能は，既存の認知的枠組み（シェマ）を用いた外的環境の内面化（同化）と，新
奇な事態に対処するために行なわれる既存のシェマの修正（調節）が繰り返されることによっ
て高次の段階へと発達していく（均衡化）とされる。
ピアジェは模倣行為を純粋な調節と見なし，それに対して本質的に同化として働くのが遊び
であると考えている。子どもは未知の世界に絶えず適応することを強いられているが，それは
いつも既存の認識を修正することを要求するため，知的・情緒的な均衡状態を得ることが難し
い。そこで子どもは現実に適応する代わりに現実を変換して自我の成分への自由な同化を行な

10

エリコニン（2002）
，pp. 91-126

11

同上，pp. 144-145
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うことで，現実への服従と葛藤から解放されるのだという12。よって，遊びはすべての世界を
自分に従わせるような自己中心的同化の機能として子どもの適応・発達を担うものである。
このようなピアジェの遊び論に続いて，L・S・ヴィゴツキーや D・B・エリコニン，A・N・
レオンチェフなどの発達心理学者が知的発達の機能をめぐって議論を展開した13。
⑷遊びは遊び手の人格を育てる
遊びは子どもを正しく成長させるための重要な教育手段の一つとされている。教育学者の
H・レールスは精神と肉体の均整の取れた相互的鍛錬によってこそ十全な人格形成が可能であ
ると考え，スポーツ的形態をとる遊戯に注目している（レールス 1987）
。レールスはプロの選
手が行なう高度な競技スポーツでさえも，その核心には遊戯的な態度があるとする。ここでい
う遊戯的態度は，探求，実験的行動，自己表現，自己吟味，自己確証，またそれらと並んで比
較と競争という性格から理解されるものである。そのような勝利や成果への意志は人間の発達
を最初に可能にするものであるから，それは排除されるのではなく人間的な教化の原理へと洗
練されなくてはならない。その際に決定的な役割を果たすのが，決められた規則と競技相手の
尊重を勝利よりも重視したフェアプレイとそれを歓ぶフェアな精神である。フェアな精神は公
正，素直，誠実などを含むものであるが，それらは具体的な闘争的状態において初めて内容を
明らかにする実践的徳である。従って，自己完成を志向する遊戯的態度と，フェアプレイの実
践を通して具体的に確証されるフェアな精神に基づいて行われるスポーツ遊戯において，正直
や公正といった徳が高邁な志とともに一つの生活形式へと高められるのである。こうして，遊
戯のなかで形成，実践，蓄積された徳が人間の個性を形作るという意味で，レールスは人間即
遊戯歴であると述べるのだ。
教育学的な観点から遊びを扱った学者としては，教育玩具を開発した F・フレーベルやモン
テッソーリ教育を確立した M・モンテッソーリなどが挙げられる14。他にも J・デューイ（Dewey
1933）などが教育理論のなかで遊びを論じている。
⑸遊びは社会集団を生み出す
遊びは遊び手や観客たちを結束させ，人びとの共同体を創り出し発展させる。社会集団の形
成や文化発展の因子を遊びに求める見方は，ホイジンガの遊び論に代表される。前章までで既
にホイジンガの議論を総括しているため，ここでの具体的な議論の例示は省略する。ホイジン
ガの議論から分かるように，集団の形成と発展の機能は同時に，権力や名誉といった集団内の

12

同上，pp. 153-188

13

例えば，ヴィゴツキー・レオンチェフ・エリコニン他（1989）

14

レールス（1987）を参照

― 63 ―

北海道大学大学院文学院 研究論集 第 20 号

力関係や，集団に属する個々人のアイデンティティを確立する働きをも担うことがある。
社会文化との関連性に注目した遊びの論者としては，ホイジンガに続いて遊びの社会学を展
開した R・カイヨワが挙げられる。また，集団形成にまつわる文脈で遊びを扱った論者として，
E・ゴッフマン（1985）や M・ミード（1961）が挙げられる。

機能

視点

遊びの関連語

論者の例

技能の練習 動物心理学
生物学 進化論

本物でない行為
練習 本能

K ・グロース
H ・スペンサー

現実の補償 精神分析学
心理療法

表現 創造性 虚構
ごっこ遊び 欲望

S ・フロイト
M・クライン

知性の発達 発達心理学
幼児・児童心理学

ごっこ遊び 模倣
象徴 規則 言語

J ・ピアジェ
D ・B・エリコニン

人格の教化 教育学 教育哲学
運動 スポーツ
教育人間学 体育学 指導 遊具 学習

F ・フレーベル
H ・レールス

集団の形成 歴史学 社会学
文化人類学

J ・ホイジンガ
R ・カイヨワ

集団競技 見世物
祭祀 芸術 ゲーム

ここまで，遊びに想定された機能について簡単に整理してきた。上に挙げたような機能が特
定の遊びの実践に付随して実現される可能性は，確かに想定することができる。適切な指導や
設計のもとで遊ばれた遊びが子どもの発達や学習，教育に貢献するということは，大いにあり
そうなことだ。また，グロースのいう事前練習としての機能も，あらゆる遊びの内容を数え上
げてみれば，
必ずしもまったく果たされ得ないということもないかもしれない。そう考えると，
上の五つの機能はどれも何らかの遊びの結果として働く可能性を持っているように見える。
しかし，特定の機能から遊びを説明しようと試みるならば，遊びはいつも多義性を帯びてし
まう。というのも，ある機能から遊びを説明する場合，それはあくまで部分的説明でしかなく，
遊び一般の包括的な理論たり得ないというのがほとんどだからだ15。或いは，一つの機能から
遊び全体を定義しようとしたならば，その機能にそぐわないものは遊びではないということに
なり，論者の立場や目的ごとで一貫性を欠いた様々な遊びの定義が乱立することになる。例え
ば，ホイジンガによれば文化発展に寄与しない現代スポーツは遊びの要素を欠いているので

15

ホイジンガが遊び自体の定義を第一問題としているのは，まさにこのような考えに基づいてのこと
であった。ホイジンガは生物学的機能に関する遊びの解釈を列挙し，それらの研究を批判する。
⽛……これらの解釈の試みの大部分は，遊びそのもの，それ自体の本質はいったい何なのか，遊びは
どういうあり方をしているのか，それは遊びをしている当人にはどんな意味があるのか，という肝
心の問題には，第二の段階に至ってはじめて取り組むだけである。……遊びという第一性質につい
ては，何ひとつはっきり述べられていない，というのが一般である⽜
（pp. 18-19）
。しかし，そのよう
な批判から開始した⽝ホモ・ルーデンス⽞もまた，機能による遊びの説明に傾いてしまった。
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あったが，そのようなスポーツが個人の人格を育成するとき，レールスにとってはまったく理
想的な遊びであるだろう。或いは，遊び＝発達と考える一部の論者からすれば，カイヨワの挙
げたアレア（偶然）やイリンクス（眩暈）の遊びに分類された遊び，例えばブランコをこぐこ
とや富くじを引くことは，遊びの範疇外の行為であるかもしれない。いずれにせよ，機能から
遊びを説明する場合には，遊びの全体像がつかめないか，または，遊びであるかどうかの基準
が支持する機能によって様々になってしまうか，
このどちらかの道を辿らざるを得ないだろう。
結局，そのような遊びの説明は相互にまとまりを欠いたちぐはぐなものになってしまう。この
ように，機能をめぐる遊び論では，遊びとは一体どんなものなのかという問いに対し，整合性
のある一貫した解答を示すことが難しいように思われる。

⚔．遊び自体をめぐる議論 ─ アンリオと西村
遊び自体を扱った遊戯論はあまり多くない。代表的な論者としては，アンリオや西村を挙げ
ることができる。ここではアンリオと西村のそれぞれの遊戯論のなかで，遊びにどのような説
明が与えられているかを概括したい。
まず，アンリオは遊び手が遊びに与える意味を中心問題とし，遊びにおいて実際に行為する
人の心のあり方について考察を進めている（アンリオ 1981）
。
アンリオは遊びの本質における，構造に対する意味の優位を指摘する。遊びの研究にとって
肝心なのは，
〈もの〉としての遊びの外的構造の分析ではなく，遊びとして意味づけられ現に行
為される，
〈こと〉としての遊びである。問題となるのは遊ぶ意識であり，行為に遊びという意
味を与えるものである。人はある行為を遊ばずに行なうことができるし，その同じことを遊び
で行なうこともできる。同じ⽛チェス⽜というゲームの規則の上に立っていても，ある人は職
業として生活の必要や地位のために本気でそれを行ない，またある人は遊びとして行為すると
いうことがある。その差異はただ，人がその行為に与える意味にのみかかっている。
アンリオによれば，遊びはなりよりもまず，遊び手とその遊びとのあいだに存在する⽛遊び
（安全のための余裕の幅）
⽜によって成立する。例えば，仮面をつける模倣の遊びにおいて，そ
れが遊びである条件は，
⽛自分の顔と仮面のあいだに，本人そのままの存在と本人がそう見えた
がっている存在とのあいだに，その人間によって設定され維持されている⽛遊び⽜
［余裕の幅］
があるということ⽜
（p. 110［括弧内引用者］
）である。仮面をつけて役を演じて遊ぶ者は，自分
が，自分の演じているその人物そのものであると本気で思いこんだりはしない。役者と役のあ
いだには常にある距離が維持される。役の人物が非常な危険に晒されるような場面にあって
も，役者自身はいつも安全であるという余裕の幅（遊び）が模倣の遊びを成り立たせる。役者
が演戯にどっぷり浸かって，役の人物の悲劇を自身の悲劇と区別できないほどになってしまっ
たとき，彼はもはや遊んではいないのである。
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こうして，アンリオによれば，距離があるところに遊びは存在する。遊びは，自分や他者の
行為や，何らかの出来事について，それをよく見極めるために一歩身を引くことで，遊戯的な
態度をとることによって成り立つ。主体としての人間があらゆる遊びではないものに対して遊
戯的態度をとると，途端に遊びの世界が立ちあがってくる。
では，何が人に遊戯的態度をとらせ，遊びに遊びという意味を与えるのか。アンリオによる
と，遊ぶとはまず，これから遊ぶのだということを措定することであるという。それが遊びに
遊びという意味づけをする最初の合意である。遊びへの加入のことをアンリオはイリュージョ
ンと呼ぶのだが，それは⽛これから行なうことは遊びである⽜という合意を受け入れる瞬間後
でなければ成立し得ない。よって，遊戯的態度の根底には既に，イリュージョンの意識，遊び
への加入の志向が見出されることになる。このようにして，アンリオの遊び論は同語反復的に
しか説明し得ない，なにものにも還元不可能な遊びというものにたどりつく。結局，遊ぶこと
はそれ自体によってしか定義されないのだという。遊びは，遊びの合意や遊びという意味を既
に予め了解しているということによってのみ，存在することができる。こうして，アンリオは
遊び現象の分析の到達する頂点に遊戯の〈ア・プリオリ〉を認め，それ以上の考究を断念する
ことになる。
さて，確かに，私たちがある行為に遊びという意味づけをするとき，その意味を⽛遊びであ
る⽜という以外のなにかに還元して理解することは不可能であるかもしれない。とはいえ，人
がある行為に遊ぶとき，その遊びのなかでは単に⽛遊び⽜という意味だけが体験され了解され
るのではないだろう。遊び手の視点に立って見たとき，その者にとって⽛遊び⽜という意味は
どのように体験されているのだろうか。
西村は，アンリオの議論に続いて遊び自体を扱う遊戯論を展開している（西村 1989）
。西村
の議論は遊び手の視点に寄り添った仕方で進められており，遊びについてさらに一歩踏み込ん
だ説明を行なっている。
西村によると，遊びは期待される結末を宙づりにする中で，遊び手や遊び道具が互いに同調
して動くような構造をとる。例えば，鬼ごっこにおいて，子どもたちは鬼が子を捕まえるとい
う一時的な結末を⽛いまか，いまか⽜と待ちわびつつ，その来たる結末までのゆとり（遊隙）
のなかに遊ぶ。この遊隙のなかで，子どもたちは互いに笑いかけ，笑い返し，追いかけ，追い
かけられといった具合に，常に遊びの了解，同調の関係を維持し，調整し，修復する。ここで，
遊びであるというサインが双方の間でうまく了解されなかったり，個々の行動がこのサインの
指示を逸脱したりする場合には，遊びはただちに本気のけんかや闘争になってしまう。こうし
て，遊びは個々人の実践的な意図・目的へ向けられた態度（対向）とは区別された一つの基本
的な存在様態であり，自己と他者が互いに相手の反応を予期し了解し合う同調の態度において
理解されるという。遊びとは，
⽛ものとわたしのあいだで，いずれが主体とも客体ともわかちが
たく，つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス的関係⽜
（p. 31）である。
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このように，西村は遊びにおける遊び手やものの独特の関わり方を軽妙な語り口で巧みに描
写している。そこでは，遊び手たちがつかずはなれず同調して動き回るような，生き生きとし
た遊びの雰囲気が感じられる。まさに遊ばれている具体的な遊びのなかに見出される特徴を捉
えることで，
西村は遊び手に感じとられたありのままの体験に迫るような説明を行なっている。
しかしながら，西村の遊戯論においても，ある行為や出来事に遊びという意味を与える契機
がどのようなものなのか少しばかり判然としない。例えばジェットコースターの遊びは，強い
恐怖や不安を伴うような，身を危険にさらす落下や意識を混乱させる眩暈などの体験と完全に
区別される。それは，ジェットコースターの遊びにおいて，人は落下や揺れ，旋回といった動
きや刺激に自ら同調して，その刺激⽛に・遊ぶ⽜という遊びに固有の存在様態をとるためであ
るという16。確かに，そのような態度をとることによって，日常的な在り方から区別された，遊
びの体験が成立するという説明はもっともだと言えるかもしれない。とはいえ，自ら同調して
それ⽛に・遊ぶ⽜という存在様態をとるというのは，やはり⽛遊び⽜の同語反復的な説明の域
を超え出るものではないと思われる。
この章では，遊び自体を考察の対象としたものとして，アンリオと西村のそれぞれの遊戯論
を概観した。それらの遊戯論では，遊びとは何であるかという問いに対する説明が，一貫して
遊び自体の特徴に基づいて示されている。そのため，遊びを遊びでないものから区別する基準
が曖昧になることはない。それらは，特定の遊びに限定されることなく，あらゆる形式の遊び
を総括するような一般的説明を行なっていると言える。しかしながら，それらの遊戯論におい
ても，遊びが遊びとして現われてくる契機が十分に詳細で分かりやすい仕方で明らかにされて
いるのではない。そこでは，遊ぶということはただ，先験的な意味了解によるものだとか，基
本的な存在様態として可能なものだとか言われる。なるほど，人の生における遊びという現象
の根源性は否定すべくもないかもしれない。それでもなお，遊びはいつも個別具体的な内容を
伴った直の体験として私たちに現われるのだ，ということに目を向けないわけにはいかないだ
ろう。それが遊びであるという事実は，実際に遊びのなかで経験される，その都度その都度の
具体的な営みに支えられてはじめて私たちに与えられるのである。
⽛遊びである⽜ことの合意
とは具体的に何を合意することなのか。また，同調してそれ⽛に・遊ぶ⽜存在様態とは，日常
的な在り方とどのような違いがあり，それ自体いかなる特徴を有するのか。そういった問いを
立て，挑戦してみることで，私たちは遊びについてさらに深く知ることができるかもしれない。

⚕．遊び手の視点に基づく遊びの自体論へ
ここまで，
遊びをめぐる諸議論を概観してきた。遊び論の多くは遊びの機能を中心問題とし，
16

西村（1989）
，pp. 57-72
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特定の機能を説明するために有益だと思われる特定の形式の遊びのある一側面について扱って
いるに過ぎなかった。機能をめぐる議論では，遊びをいかなるものと前提して置くかという理
論的基盤が確固たる仕方で示されていないため，どの機能が遊びの説明として正しく或いは間
違っているのかを判定することはほとんど不可能である。遊びに固有の機能を過不足なく描き
出すためには，結局どこまでが遊びでありどこからが遊びでないのかの，その境界を先立って
規定しておく必要があるだろう。従って，遊び自体の考究は常に遊びの機能の鑑定に先立って
いなくてはならない。遊びにまつわる様々な研究が十分な意義と効力を発揮するために，遊び
研究はいま一度，遊びという現象自体へと目を向けなおす必要があるだろう。
また，遊び自体を扱った研究としては，アンリオと西村の遊戯論について要点を整理し確認
した。遊び自体の特徴を捉えようとする試みは，特定の形式の遊びに限定されることなく，遊
び一般に対して包括的な説明を与えうるものである。しかしながら，アンリオと西村による遊
びの理論は，いずれも同語反復的な説明の域にとどまり，遊び自体の本質的特徴を十分鮮明に
示しきるものではない。遊び自体の考究は，人の生における遊びの根源性を認めるということ
だけで満足してはならないだろう。遊びの自体論は，遊びの具体的な現象に基づいた，より詳
細な分析の可能性に開かれていると思われる。
しかしそもそも，遊戯論というものが共通して志向し説明を与えようとしている⽛遊び⽜と
は，どんな対象のことを言うのだろうか。遊戯論者たちにそれをめぐって議論をさせていると
ころの，純粋な形姿における遊び自体とは，どのような現象であると考えるべきだろうか。ま
た，遊びそれ自体のようなものを扱うことは，いかなる視点において可能なのか。このような
根本的な問いにあって，私たちはまず次のように問い直してみるのがよいだろう。すなわち，
遊びが遊びとして私たちに本来的に見出されるのはどのような場面か。
いくつかの遊戯論は，遊び自体の特徴づけを試みる際，
⽛遊び⽜という語に含まれる特定のイ
メージを手掛かりとして用いている。例えば，ホイジンガが闘技的なものを遊びに本質的な形
式の一つとして定めるとき，その発想は言語上の関連性から引き出されたものだった17。また，
西村は様々な言語が共通して遊びという語で捉えているという理由で，
⽛ゆきつもどりつ軽快
に動揺するあてどない往還運動⽜というモチーフを遊びの論究の出発点にしている18。しかし
ながら，
⽛遊び⽜という概念は，言語史および種々の地域の言語においてあまりに多様な意味内
容を含んでいる。その一部としては，学習や探索，演奏や演戯，気晴らしや安心，仕事ではな
いこと，物事や心に余裕があること，不真面目，白昼夢などが考えられる。果ては，建築にお
ける接合部の隙間や緩みなども，遊びという語の圏内にあるのだ。遊びに適用されるモチーフ

17

ホイジンガは多様な言語における⽛遊び⽜概念の表現について分析している。詳しくは，ホイジンガ
（1973）
，pp. 80-123 を参照

18

西村（1989）
，pp. 20-24
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や評価は枚挙にいとまがない。そのため，
⽛遊び⽜という言葉で表わされる特定の意味や用法を
基盤に考察を行なう場合には，どんな言語的イメージを採用するかによって，遊びの説明自体
が左右されてしまう可能性がある。そうしてまた，遊びとは何であるかという問いに対して，
相互に一貫しない複数の説明が与えられることになりかねない。雑多に散乱した⽛遊び⽜の意
味内容をすべて拾い上げて比べてみて，どれが最も根源的な遊びの観念であるかを突き止め，
そこから遊び自体の本質を導出するといった方策は現実的でないだろう。
それでは，遊びそれ自体を扱う遊び論へ向かうために，私たちは一体どんなものに依拠して
進むべきだろうか。これは遊びの本質をめぐって議論を繰り広げてきた多くの論者たちにとっ
ても，容易には答えることのできない問題であった。しかし，遊びを理論的に分析しようとす
る試みの難解さにもよらず，私たちは普段生活するなかで，何が遊びで行なわれており或いは
そうでないのかを自ずと心得ている。私たちはある体験を振り返ったとき，それが遊びであっ
たということを自然と判断することができる。このことが，遊び自体の考究のためには特に重
要な点であると思われる。街の公園や広場で，
或いは遊園地やゲームセンターなどでもよいが，
快活にはしゃぎまわり笑顔を向け合う子どもたちに，
⽛遊びとは何か⽜と尋ねてみるとする。す
ると，彼らはおそらく素朴な，しかしまったく正しい答えを返してくれるはずだ。それは⽛今
やっているこの遊び⽜だとか⽛楽しかったあの遊び⽜だとかいったものだろう。または⽛遊ん
でいるのに邪魔をしないで⽜というものがあるかもしれない。年齢や知識によらず，一度でも
遊んだことのある者は，それが他の体験とはどこか異なる特別な体験であったことを知ってい
る。それは厳密に指示しようとすれば⽛子どものころのあの体験⽜だとか⽛いま夢中になって
いるこの活動⽜だとか表現するほかない経験であるが，それにもよらず誰もが自然にそれとし
て了解している経験である。
ここで，遊びが本来的に見出されるのはどんな局面かという問いに戻ることができる。人が
遊びに出会うのは，遊び手として遊びのなかにあるときである。遊びにすっかり巻き込まれて
しまって，
そこで動き回るような直の体験においてである。優秀な遊び手である子どもたちは，
⽛遊び⽜という語が何を指し示すのかを知るずっと前から，遊ぶということが何であるか，どん
なふうに感じられるのか，よく知っているのだ。一度として遊ぶという経験を持たない者がい
るとしたら，人がなにやら嬉しそうに走り回っているのを見つけて，それを遊びだとか遊びで
ないだとか言うことができるだろうか。遊びという現象は，人が遊び手として，現に遊ぶとい
うことによってはじめて見出されるのである。そうすると，
私たちが遊び手として巻き込まれ，
また同時にそれを遊びとして了解しているようなあの体験，あの楽しみや歓びを持つ体験こそ
がもっとも飾り気のない純粋な⽛遊び⽜ではないか，と考えたくなる。そして，そのような⽛遊
び⽜こそ，数多の遊戯論が明らかにしたいと志向し，またそれに何らかの機能を帰属させたい
と考えたものではないのか。それは研究上の立場や言語上の比喩によって攪乱される前の，私
たちにまずもって遊びであると了解されたものとして，最も基本的な形姿における遊びそれ自
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体である。これこそ，遊び研究において第一に目指されるべき対象であり，機能や言語的表現
の分析のための理論的基盤たりうるものである。
こうして，遊びの考究は遊び手の視点に基づいた遊び自体の分析を要請することになる。私
たちが自然に遊びとして知っているあの体験こそが遊びというものの本来的な現われであるの
ならば，遊び自体の考察はまさに遊びに巻き込まれて遊んでいる者の視点から行なわれる必要
がある。遊びはまさに実践されている遊びという様態にあってはじめてその存在を私たちに知
らせる。そのような遂行態としての遊びに携わっている者，よって現に遊びの一部として遊び
のなかに在る者の眼差しにおいてはじめて遊びの本質への接近が可能であるだろう。遊戯論は
いま一度，現に実践されている具体的な体験としての遊びそれ自体について，遊びのただなか
にある遊び手の視点から考察する，という目標から出発しなくてはならないと思われる。

おわりに
本稿では，ホイジンガの⽝ホモ・ルーデンス⽞から出発して，遊びをめぐる諸議論を概観し，
遊びの研究における説明方法と視点について考察した。ホイジンガの遊戯論は，遊び自体に備
わった特徴について有意義な説明を行ないながらも，具体的な現象の分析に際しては，遊びで
あることの基準があやふやになっていた。それは，遊びを内から見るか外から見るかの二つの
視点と，遊びをそれ自体の特徴から説明するかその機能から説明するかの二つの説明方法が，
それぞれ厳密に区別されることなく混在していることに由来すると考えられた。また，機能に
関する研究を簡単に見渡したところ，機能論では，遊びとは一体どんなものなのかという問い
に対し，包括的で一貫性のある説明を与えることが難しいと思われた。他方，アンリオと西村
による遊び自体の特徴づけは，遊び一般に適用可能であるものの，
⽛遊びである⽜という事態を
詳細に説明しきるものではなかった。それらのことを踏まえると，遊戯論が第一にとるべき方
途とは，私たちの知る遊びという現象自体について，遊び手自身の視点における遊び体験の具
体的な現われに基づいて考察することであると考えられた。そのような方針に従い，遊びと遊
びでないものを明確に境界づける遊び自体の本質的特徴を追究することが，今後の遊び論の課
題であると考える。
（みやざき かつまさ・人文学専攻）
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自然栽培の世界観とケアの質的研究
─ 季刊書籍⽝自然栽培⽞の内容分析から ─

福

島

令

佳

要 旨
自然栽培で農福連携を行うことで，障害者と支援者のケア関係が良好になることが明らかに
されつつある。自然栽培では，栽培植物への愛情やわが身になって世話することが重要視され
ており，
⽛農作業⽜という言葉では表現しきれないケアの要素をもつ営みがある。福祉現場のケ
アに良好な影響を与える自然栽培の世界観とはどのようなものなのか。本稿では，自然栽培で
リンゴ栽培を成功させた木村秋則氏が監修する季刊書籍⽝自然栽培⽞を分析対象とする。そこ
において，栽培植物，その他の生き物や考え方に関する記述を抽出し，その世界観が福祉現場
におけるケアに与える可能性を考察する。分析結果から，栽培には⽛わが身になって考える⽜
事や⽛愛情⽜等が必要という自然栽培独特の世界観が明らかになった。その世界観が生み出す
栽培植物へのケアの在り方が，福祉現場に良好なケアの関係性をもたらす可能性があることが
示唆された。

⚑ はじめに
近年，農業の人手不足と福祉の就労先開拓の必要性の高まりという背景から，厚生労働省と
農林水産省による障害者を農業の貴重な担い手として位置づける農福連携が推進される動きが
ある（厚生労働省・農林水産省 2017）
。
農福連携は主体の違いから分類がなされる。社会福祉法人などから，
施設外就労という形で，
障害者が農家で農作業のお手伝いをする形や社会福祉法人自らが農業を行う形，農業法人を別
途立ち上げ，併設させる動き等である（吉田 2020）
。
そのような中，障害者の就労に関する先行研究には，一般就労に近づけるための商品開発，
経営や戦略的なマネジメントに関するものが多かった（池田ら 2014；池田 2018，2019）
。
しかし，一方で障害者の就労の場におけるケアの在り方を問われるような調査結果が明らか
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になっている。例えば，国立重度知的障害者総合支援施設のぞみの園研究部が行った⽛都道府
県・政令指定都市・中核都市における生活介護・就労継続支援 B 型事業所の評価についての実
態調査⽜によって，生活介護，就労継続支援 B 型事業所に対する苦情の内容等が明らかになっ
た。特に，就労継続支援 B 型事業所に対する利用者や家族等からの苦情のうち，支援に関する
ことが 63 パーセントであり，具体的には⽛職員に暴言を吐かれる⽜といった事業所や職員の対
応，支援の質やサービス内容等というものであった（岡田ら 2019）
。
農福連携が推進されてはいるが，それが行われる主要な障害者の就労の現場では，ケアの在
り方に関する課題が山積していると言えよう。
しかし，そのような状況にありながら，自然栽培で農福連携を行う現場には好事例が多い（吉
田ら 2020）
。
自然栽培とは，化学肥料と合成農薬を使わずに生物の力を使って栽培する農業とされている
（杉山 2013）
。さらに，木村秋則氏（以下木村氏）は，栽培植物への愛情やわが身になって世話
することを重要視しており（木村 2007，2009）
，
⽛農作業⽜という言葉では表現しきれないケア
の要素をもつ営みがある。自然栽培を行う農福連携に関する研究も希少だが，自然栽培とケア
に焦点を当てた先行研究はさらに希少であると言える。そのような中，自然栽培で農福連携を
行う場における障害者と支援者の良好なケアに関する先行研究がある。福島は，土壌微生物な
どの⽛栽培植物以外の生き物も活かす自然栽培の世界観が障害を強みに変える機会をもたらし
ている。それは，職員が利用者をアクターとして認めることに繋がり，それが非対称的なケア
の関係性にも影響する⽜
（福島 2020：24）と述べている。この研究では，良好なケアに影響を与
えるものとして自然栽培の世界観が取り上げられている。しかし，福島もこの研究の課題とし
て指摘しているように，自然栽培の世界観はいくつかのカテゴリとして，断片的にしか捉えら
れていない。そのため，本稿では，より体系的に自然栽培の世界観を捉えるために，木村氏が
監修する書籍⽝自然栽培⽞を分析対象とする。福祉現場のケアに影響を与える自然栽培の世界
観とはどのようなものなのか。栽培植物，その他の生き物や考え方に関する記述を抽出し，そ
の世界観から福祉現場におけるケアに与える可能性を考察する。

⚒ 研究方法
2-1 分析対象
分析対象は，木村氏が監修する季刊書籍⽝自然栽培⽞である。
⽛自然⽜と⽛栽培⽜という，相
反したものの，
⽛栽培⽜を人の営みとして，両者をもう一度，つないでいくというのがこの書籍
の発刊目的である（
⽝自然栽培⽞編集部 2014）
。
2014 年に発刊されてから，2019 年に休刊するまで 20 冊が刊行された。本稿ではこの 20 冊
を分析対象とする。
⽝自然栽培⽞という名の季刊書籍ではあるが，この季刊書籍の特徴として，
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土，食，自立など多様なテーマがある。取り上げられる人物も農家だけではなく，医師，造園
家，料理研究家等異業種も多い。より，体系的に複数の視点による自然栽培の世界観を分析す
るためにもこのような特徴は有効である。
2-2 内容分析の手順
本稿は，クリッペンドルフ（クリッペンドルフ 1989）の内容分析の手法を参考に，季刊書籍
⽝自然栽培⽞の内容分析を行った。分析手順は以下のとおりである。分析対象とした季刊書籍
⽝自然栽培⽞を繰り返し精読し，自然栽培の世界観の主軸となる概念を明らかにするために，分
析対象となる記述に関して，栽培植物や他の生き物との関わりや栽培に関する考え方を表すセ
ンテンスやパラグラフを要約したものを抽出した。次に，意味内容の類似性に従って分類し，
その分類を忠実に反映したものを小カテゴリとした。さらに，意味内容を検討し，大カテゴリ
とした。分析過程おいては，分析対象としたセンテンスやパラグラフの文脈の意味が適切に捉
えられているか，かつ妥当であるかを社会福祉専門領域の教育者⚑名と共に複数回確認した。
そして，自然栽培とケアを扱った先行研究（福島 2020）ですでに明らかにされているいくつ
かの概念と照合しながら，未だそこでは明らかにされていない新たな概念を探っていった。ま
た，本稿で用いるケアとは，広くケアの可能性を探る目的から，介護技術や相談援助技術といっ
た専門的な営みに限局せず，
⽛注視，気遣い，労苦，葛藤，そして愛情⽜
（岡野 2012：151）や世
話といった広い意味をさす。
データの記載に関しては，文責者ではなく，発言した人物の名前（出てくる頻度の高い木村
氏のみ名字のみの記載）
，巻号を①～⑳と表示し，その後にページ数を記載した。また，データ
とした⽝自然栽培⽞の出典は巻末に他の文献と共に記載した。

⚓ 結果
大カテゴリと小カテゴリの一覧は，87 ページから 88 ページに記載した。
3-1 大カテゴリ；
⽛当事者の視点を持つ⽜
小カテゴリ；
⽛わが身になって考える⽜
，
⽛野菜の気持ちを想像する⽜
木村氏が栽培方法を説明する際に，頻繁に出てくるのが，わが身になって考えるというもの
である。
⽛もしも私がリンゴの木だったらと置き換えてみる⽜
（木村①11）
，
⽛みなさんはいつも湿って
いる下着を着たいですか，作物も人と同じで，ずっと湿っている土は嫌⽜
（木村①56）
，
⽛野菜の
気持ちになるっていうのもすごくわかりやすい。経験がなくても，
野菜がどうしてほしいかは，
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自分に置き換えることでわかる，悩んだときに一番すっと入ってくる⽜
（木村④110）
，
⽛みかん
の樹はどうなりたいのか，そのためにはどんな環境を整えたらいいのかという視点に立つ必要
がある⽜
（岩間由奈⑪45）
。この他にも，同様の記述が 11 個（木村①51，木村①61，木村①62，
木村④58，木村⑤66，木村⑦67，木村⑪81，佐伯康人⑫52，木村⑫77，木村⑫78，木村⑲18）
あり，合計で 15 個の記述があった。
⽛わが身になって考える⽜という小カテゴリとした。
わが身になって考えることで，具体的な野菜の気持ちが想像できる。実際に野菜の気持ちに
関する以下のような記述もあった。
⽛食べる分をとって，種子を保存して翌年必ず撒いてあげるのが私の役目，ごまが一番喜ぶこ
とじゃないかなぁって⽜
（鈴木香純⑮81）
，
⽛葉脈に倣って選定すると果樹は肥料無しでものびの
び育つことが出来てよろこぶはず⽜
（木村①63）
。
この他にも，同様の記述が⚑つ（木村⑥63）あった。この⽛野菜の気持ちを想像する⽜とい
う小カテゴリは合計で⚓つの記述があった。
これらから，
⽛当事者の視点に立つ⽜を大カテゴリとした。
3-2 大カテゴリ；
⽛主体性の尊重⽜
小カテゴリ；
⽛植物の主体的な決定⽜
，
⽛植物の主体的な治癒⽜
，
⽛植物の主体的な成長⽜
無肥料・無農薬であるがゆえに，植物は，人間が主体の管理する対象ではなく，主体的に決
定，治癒，成長する存在として，以下のように記述されている。
⽛植物の主体的な成長⽜という小カテゴリは，
⽛18 年間一度も花を咲かせなかったサクランボ
が満開になった。私には，切られると思ったサクランボの木たちが，満身の力を込めて花を咲
かせたように思える⽜
（木村③65）
，こうした植物の主体性に対して，
⽛植物には植物の時間があ
る，それを耐えて待っていたのが素晴らしい⽜
（佐治晴夫⑯8）
，
⽛私たちが手を入れるのは草刈
と道の整備，剪定くらい，あとは木が一生懸命に生きていくのを黙って見守るだけ⽜
（赤羽貴美
子⑱75）という記述もあった。この小カテゴリは，他にも⚗つ（岡本よりたか④15，木村⑤64，
木村⑦63，木村⑦64，高田宏臣⑲14，池田成志⑯87，高田宏臣⑳35）あり，合計で 10 個の記述
があった。
⽛植物の主体的な決定⽜という小カテゴリは，
⽛草は芽を出すタイミングなどの戦略をすべて
自分で決めている⽜
（稲垣栄洋③67）
，
⽛タネはどうしたら，自分たちが子孫を残していけるのか
を遥か昔から考えている，その土地を知り尽くしている，タネは育った土を記憶する⽜
（木村④
55）
，
⽛農業は人為だけど，ふさわしい環境を選ぶのは植物自身⽜
（ホン・リョソック⑥49）とい
うものであった。他にも同様の記述が⚒つ（木村①12，編集部⑯49）あり，合計で⚕つの記述
があった。
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⽛植物の主体的な治癒⽜という小カテゴリは，
⽛少しの黒星病ならリンゴの木が自分で治癒す
る⽜
（木村⑫75）
，
⽛病気になったところを木が自ら葉っぱに穴を開けて落としたあと⽜
（木村⑯
11）の⚒つの記述があった。
これらから，
⽛主体性の尊重⽜という大カテゴリとした。
3-3 大カテゴリ；
⽛謙虚な姿勢⽜
小カテゴリ；
⽛してくれたという感覚⽜
，
⽛してもらうという感覚⽜
分析対象を精読していく中で，よく出てきた表現が以下のように，人間以外の存在が⽛して
くれたという感覚⽜
，もしくは人間以外の存在に⽛してもらうという感覚⽜だ。
⽛してくれたという感覚⽜の小カテゴリは，
⽛リンゴの気持ちになることを教えてくれたのは
山の土⽜
（木村①11）
，
⽛苗が成長して固くなるとジャンボタニシは格好の除草隊，農家の良き相
棒となってくれる⽜
（田辺綾子⑩19）
，
⽛とにかくクモが多く農薬代わりに働いてくれる⽜
（船久
保栄彦⑪27）
，
⽛アブラムシは私に肥料と病害虫の関係性をはっきりと教えてくれた虫，自然栽
培でイチゴを作れと促してくれた⽜
（野中慎吾⑪38）
，
⽛お米や野菜は土の中に棲んでいる微生物
がしっかり豊かにしてくれた土のエネルギーによってつくられたもの⽜
（寺田優⑮30）
，
⽛良く
育ってくれているのは品種よりも自家採取を続けているタネの力⽜
（成澤之男⑰26）というもの
であった。
他にも，同様の記述が⚖つ（木村④60，木村⑨80，木村⑩71，野中慎吾⑪40，野中慎吾⑪41，
木村⑪75）あり，合計で 12 個の記述があった。
⽛自然と対立したりするのではなく，どうしたら仲間に入れてもらえるかを考えてはどうか⽜
（木村①52）という⽛してもらうという感覚⽜の小カテゴリに関するものは，他に⚔つ（木村①
56，木村①57，矢野智徳④50，木村⑥64）あり，合計⚕つであった。
これらから，
⽛謙虚な姿勢⽜を大カテゴリとした。
3-4 大カテゴリ；
⽛多様な生き物の存在意義の実感⽜
小カテゴリ；
⽛多様な生き物の存在の認知と交流⽜
，
⽛多様な生き物たちによるケア⽜
自然栽培を始めたことによって，それまで見ることが出来なくなっていた虫や鳥が再び戻っ
てきたという記述やそのような多様な生き物との交流に関する記述が以下のように多くみられ
た。
小カテゴリ⽛多様な生き物の存在の認知と交流⽜に関しては，以下の記述があった。
⽛ゲンゴロウが戻ってきた，自然栽培によって生態系が回復しつつあるのではないか⽜
（利根
川賢一⑪21）
，
⽛ネズミ，カエル，野ウサギ，タヌキ，ハクビジン，イノシシ等の沢山の生き物
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が見られる，人間以外の生き物たちは発達した本能で生態系のバランスを保っている，共生す
ることが必要⽜
（廣和仁⑪30）
，
⽛モンシロチョウの幼虫はキャベツの外葉しか食べないのでいて
もいい⽜
（石井慎也⑭82）
，
⽛鳥も沢山の種類が飛来する，調和を崩さない程度に場を活用させて
もらう⽜
（関野幸生⑪30）
，
⽛クモを見かけるようになった，天敵が生息できる環境になってきた
からかもしれない⽜
（金子俊幸⑪31）
，
⽛あらゆる虫，ヘビ，カエル，野ネズミ，野ウサギ，タヌ
キ，テン，カモシカ，小鳥からタカ等が大きな被害をもたらすことなく，畑に潜んでいたり，
やってきて，またどこかにいったり⽜
（木村⑪75）
，
⽛川も海も必ずきれいになる，自然栽培に転
換するといなくなったはずの生き物たちが戻ってくる⽜
（木村⑫80）
，
⽛カワニナ，タニシ，泥シ
ジミなど多様な生き物が生息していた⽜
（長沼祐弥⑬48）
，
⽛動物の側があの手，この手で人間を
知る努力を重ねている⽜
（今泉吉晴⑥73）
，
⽛鳥と共存している，全部取るなよと鳥に言っている⽜
（牧田敦⑯85）
。
人との交流だけではなく，以下のような多様な生き物同士の交流の記述もあった。
⽛ミツバチは，花の色やかたちを見分けて記憶する，ハチ同士のコミュニケーションを通じて
学習していく⽜
（佐々木正巳⑤71）
，
⽛森はこの菌糸を通して会話をしている⽜
（高田宏臣⑳28）
，
⽛植物と植物はこの菌を使ってコミュニケーションをとっている⽜
（益田航⑳82）
。
他にも同様の記述が⚒つ（太田俊治⑪21，番場睦夫⑪21）あり，合計で 15 個の記述があった。
また，小カテゴリの⽛多様な生き物たちによるケア⽜とも言える働きや栽培植物や環境への
良い作用についての以下のような記述もあった。
⽛自然栽培にしてからアゲハチョウが増えた，ウミネコ，ツバメの飛来が多くなった，微生物
が増えて生態系が整い余分な草が減った⽜
（成澤之男⑪20）
，
⽛ジャンボタニシによる除草効果が
判明，彼らの特性に合った共生を実現している⽜
（稲本薫⑪20）
，
⽛なんだかアブラムシが植物の
状態を正常にするドクターにみえてくる，病害虫は植物の状態を把握することに貢献してくれ
る，栽培の誤りも教えてくれるパートナー，その役割は植物にとって大きなもの⽜
（野中慎吾⑪
41）
，
⽛木村さんのリンゴ園にはギシギシ，タンポポ，オオバコなど 10 種類ほどの草が生えてお
り，バランスが取れた状態。多様な草があることで生態系が複雑になり，寄生蜂などの天敵も
棲むようになり，害虫を抑える効果もでてくる⽜
（杉山修一⑱93）
，
⽛イノシシは地中で呼吸不全
を起こしているような場所の気持ち悪さを解消しようと本能的に掘っているのだと考えても不
思議ではない，彼らはやみくもに掘ったりはせず，木の実生があればよけている，環境の豊か
さを守る活動をしている⽜
（高田宏臣⑳31）
。
他にも同様の記述が⚓（長沼祐弥⑬47，木村⑮43，稲本薫⑰32）あり，合計で⚘の記述があっ
た。
これらから，
⽛多様な生き物の存在意義の実感⽜という大カテゴリとした。

― 78 ―

福島：自然栽培の世界観とケアの質的研究

3-5 大カテゴリ；
⽛圃場における感受性の豊かさ⽜
小カテゴリ；
⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿を美しいと感じる⽜
，
⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿に感動する⽜
栽培のための観察だけではなく，圃場にいる多様な生き物の姿を美しいと認識し，感動する
感性に関する以下のような記述もあった。
小カテゴリの⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿を美しいと感じる⽜に関しては，以下
のような⚓つの記述があった。
⽛羽化したばかりのトンボのカラダ，まるで妖精のように美しい，アキアカネ年々増えている
気がする，命の営みを近くで見られることが嬉しい⽜
（鴇田美穂⑪23）
，
⽛自然栽培の田んぼの魅
力にメロメロ，田んぼの水中には美しい水草が繁茂，慣行栽培で嫌われ者の生き物は大切な仲
間，水草たちの美しさに魅了，キクモ，アゼナ，緑色に輝く，ミゾハコベ，オモダカ，コナギ，
神秘的な魅力，シャジクモ，カズノゴケなど美しい緑もある，クモのネットに朝露が並び，田
んぼのあちこちで浮かび上がって見える（船久保栄彦⑪26-27）
，
⽛お米は沢山の生き物たちが暮
らす美しい自然栽培の田んぼからの贈り物，自然栽培の田んぼの心地よさをぜひ多くの人に体
験してほしい，みんなで一緒に遊ぼう⽜
（船久保栄彦⑪29）
。
農作業の手が止まるような小カテゴリ⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿に感動する⽜
経験は以下の記述があった。
⽛イナゴを見るようになった，トンボが多く飛び交う，自然栽培の
田んぼの上にだけツバメが旋回，つい作業の手を止めて見入ってしまう⽜
（船久保栄彦⑪28）
，
⽛地面と稲に顔を近づけ，イナゴの赤ちゃんの田んぼで生きるために生まれてきたような能力
をまじまじと見て感心する，生き物の神秘おもしろい，それが田んぼでの楽しい時間⽜
（鴇田美
穂⑪22）
。
これらから，
⽛圃場における感受性の豊かさ⽜を大カテゴリとした。
3-6 大カテゴリ；
⽛新たな発想⽜
小カテゴリ；
⽛新しい気づき⽜
，
⽛新しい問い⽜
自然栽培に関わることによって，今まで感じたことのない新しい気づきや問いが生じている
という以下のような記述があった。
小カテゴリ⽛新たな気づき⽜に関しては以下のような記述があった。
⽛雑草として邪魔者扱いされていた草が土をつくっていた⽜
（木村①11）
，
⽛自然栽培をやって
わかったことはどんな生き物にも役割があること，自然から学ぶことが大事，自然と栽培をひ
とつにする，この一見矛盾している環境を人の手で成し遂げるのが自然栽培⽜
（木村⑪79）
，
⽛畑
から島全体を考える事もできる，水はどこからきているのか，食料はまかなえるのか，自然栽
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培を通じて，そんな風に考えるクセがついてしまったかも⽜
（中村明珍⑰93）
，
⽛耕作放棄地は農
薬肥料を長年使用していない可能性があるので宝の山⽜
（木村①53）
，
⽛自然の中には他の生き物
たちもいて，農業だけじゃない，もっと本質的なことが見えたり，感じられるようになってき
た，
暮らしの選択基準をそこにもっていると，
全体がよくなるように思える⽜
（松浦柊太朗⑳67）
，
⽛自然栽培で大事なのは，土の本来の力を活かすこと，起きていることには意味があり排除する
という考えをしない⽜
（オ・チャンギュン⑥45）
，
⽛人間にとって害虫だが自然界ではきっと何か
役割があるはず⽜
（木村⑪77）
，
⽛畑は動物のものでもある⽜
（今泉吉晴⑥73）
。
他にも同様に⚒つ（木村①50，木村①51）の記述があり，合計 10 個の記述があった。
小カテゴリ⽛新たな問い⽜に関しては以下のような⚒つの記述があった。
⽛自然栽培はただの
栽培方法ではなく，どう生きるかを問うもの，個々の生き方であり，人が他の命と関わりつつ
地球でどのように生きていくかという問いかけ⽜
（温野まき⑬4）
，
⽛私たちは栄養素だけではな
く，自然のエネルギーとか自然に栽培されたもののエネルギーをいただきながら生きていて，
人間の活力や生命力になっていくのではないか⽜
（寺田優⑮30）
。
これらから，
⽛新たな発想⽜を大カテゴリとした。
3-7 大カテゴリ；
⽛感覚を用いた細やかで継続的な観察の習慣⽜
小カテゴリ；
⽛時間をかけてよく見る，触る⽜
，
⽛嗅ぐ⽜
，
⽛舐める⽜
，
⽛メッセージを感じ取る⽜
，
⽛測る⽜
無肥料・無農薬の栽培方法であるために，木村氏は⽛みんなそれぞれの田んぼや畑で，自然
を観察して，自然から学び，少しでも良い作物を収穫するために手間をかけている⽜
（木村②58）
というように，栽培植物，他の生き物や土の状態等を観察することの重要性を主張している。
それらを，時間をかけてよく見ること，触ること，嗅ぐこと，舐めることやメッセージを感じ
取る，測ることに関する以下のような記述がみられた。
小カテゴリの⽛時間をかけてよく見る，触る⽜ことに関しては以下のような記述があった。
⽛どこに虫のタマゴがあるか，どこに病気が発生しているかを見る，観察する目を持つことがと
ても大事。自然はつねに変化しているので目配りが欠かせない。目と手が肥料であり農薬⽜
（木
村①52）
，
⽛枯れた樹を掘り起こして根を観察するところから始まった⽜
（岩間由奈⑪44）
，
⽛この
野菜はどういう土が合ってて，暑いのは嫌いなのか涼しいのは好きなのかを見て，考えて，育
てる⽜
（玉城卓⑧14）
。他にも⚒つ（木村①14，木村①51）の記述があり，合計で⚕つの記述が
あった。
小カテゴリの⽛嗅ぐ⽜に関しては以下の記述があった。
⽛圃場の土をよく知ることからはじめ
ましょう，自分の田んぼや畑の土のにおいをかいだことはあるか⽜
（木村①54）
。
小カテゴリの
⽛メッセージを感じ取る⽜
に関しては，
以下のような記述があった。
⽛植物は日々
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色々な形でメッセージを送ってくれている，こうしたことに受け取る側が気付けるかどうか，
話しかけると葉やツルを揺らし，応えてくれる，植物の想いが直感的にわかることもある，誰
にでもわかると思う，おいでって，きゅうりに手を出したら，巻きひげを指にクルクルと巻き
付けてくれた，きゅうりと通じ合った気がしてうれしくなった，作物からのメッセージがわか
るようにもなるし，作物の方から天候や育て方，育てている人の体の状態まで教えてくれるよ
うになった，本当に不思議な話だ⽜
（伊藤秀幸⑩59-60）
。
他にも，⚔つ（野中慎吾②107，中川吉右衛門③37，稲垣栄洋③68，木村⑦67）あり，合計で，
⚕つの記述があった。
小カテゴリの⽛舐める⽜に関しては，以下のような記述があった。
⽛イチゴの苗も養分が多い
顔をしていたので，育苗土を振い落して肥料入れないことで，アブラムシが完全にいなくなっ
た，アブラムシが分泌した液を舐めてみるとすごく甘い⽜
（野中慎吾⑪40）
。
小カテゴリの⽛測る⽜に関しては，
⽛土の温度を測る⽜
（木村①55）があった。
これらから，
⽛感覚を用いた細やかで継続的な観察の習慣⽜という大カテゴリとした。
3-8 大カテゴリ；
⽛多様性の尊重と寛容さ⽜
小カテゴリ；
⽛様々な価値を認める⽜
⽛おおらかに受け入れる⽜
自然栽培を唯一無二のものとして，扱っていないという特徴がある。それは，以下のような
小カテゴリに表象されている。
小カテゴリ⽛様々な価値を認める⽜では，
⽛自然栽培だけが素晴らしいものだとは言いたくな
い⽜
（宮尾浩史①27）
，
⽛価値観の近い人だけで固まるのではなく，地域のコミュニティを大事に
して育んでいきたい⽜
（佐々木竜也②12）
，
⽛自然栽培に取り組む人たちは他の農法を批判せずに
お互いの技術を公開してみんなで仲良くなっていこうという人たちが多いように感じる⽜
（木
村⑨81）
，
⽛マニュアル化が出来ない，だからどこででもできるようにするには，多少の意見の
違いがあっても出来るだけ知識を共有して協力する関係を築くことが大切⽜
（本間真二郎⑮23）
。
他にも同様の記述が⚒つ（佐藤隆司⑮39，畑匡明⑰30）あり，合計で⚖つの記述があった。
小カテゴリの⽛おおらかに受け入れる⽜では，
⽛それ自然栽培じゃないよとは言わない，試行
錯誤しながら最終的に自然栽培にたどり着いてくれたらいいなと思っている⽜
（鈴木鉄平⑨36）
，
⽛はくい式自然栽培では植物性堆肥は OK にしている。それが自然栽培でないことは百も承知，
なぜ許すかというと，慣行栽培農家さんも有機栽培農家さんも，一緒に未来のことを考えてい
こうというスタンス，農業に携わるという意味ではみんな仲間⽜
（粟木政明⑭58）
，
⽛手ごわいハ
ダニなどは部分的に有機 JAS 認証の農薬を手散布したりすることもある⽜
（上田桃子⑪48）
，
⽛有
機・無農薬のものより，国産のものを，禁欲的だと続かないから，迷ったら楽しいほうに行け⽜
（船越康弘②15）という記述があった。
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また，
⽛本当に健康な人は何を食べても元氣だ，100 歳超えて元氣なご老人は好きなものを食
べている⽜
（工藤和也⑱71）という記述や⽛実は自然栽培のものはお米ぐらいしか食べない，一
般の人と同じものを食べて，タバコ吸って，お酒飲んできた⽜
（木村⑫5）というように自然栽
培農家だからと言って，体に良いものだけを食べているわけではないというおおらかさの記述
もある。
他にも同様に，⚓つ（木村⑤64，勝田小百合⑭49，柏木大樹⑲63）の記述があり，合計で，
⚙つの記述があった。
これらから，
⽛多様性の尊重と寛容さ⽜という大カテゴリにした。
3-9 大カテゴリ；
⽛愛が土台⽜
小カテゴリ；
⽛栽培植物や他の生き物への愛情と感謝⽜
，
⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる結果⽜
⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる声掛け，働きかけ⽜
自然栽培では，作物という商品ではなく，生き物として，栽培植物に愛情を注ぐ様子が伝わ
る記述が多くみられた。
小カテゴリ⽛栽培植物や他の生き物への愛情と感謝⽜では，
⽛どれだけ愛情を持って稲に接す
ることができるか，どうやったら稲が喜ぶかを日々考えた結果として技術がついてくる⽜
（成澤
之男①28）
，
⽛植物が育つのに必要なのは，太陽，水，土と愛情⽜
（木村①49）
，
⽛心が先なの，心
があってはじめて技術があるのかな⽜
（木村②54）
，
⽛ごまがどんどん愛しくなってきた，ごまが
見せてくれる生き様から生きることの意味や素晴らしさを感じずにいられないから⽜
（鈴木香
純⑮80）
，
⽛心も目には見えないけど，心がないと自然栽培はできない⽜
（佐治晴夫⑯14）という
記述があった。
また，
自然栽培では以下のように，
他の生き物への愛情や感謝も深いことが分かる記述もあっ
た。
⽛田んぼで出会う生き物たちが稲と共に育っていると思うとお米と同じように愛おしくて
かわいい，稲と一緒に育ってくれてありがとうと言いたくなる⽜
（鴇田美穂⑪23）
，
⽛自然栽培を
継続できているのは生き物たちや稲のおかげだ⽜
（船久保栄彦⑪29）
，
⽛アブラムシをよく見ると
つぶらな瞳でまあかわいい顔をしている⽜
（野中慎吾⑪38）
，
⽛畑に立つとそれらの生き物にあり
がとうと言いたくなるような風景⽜
（木村⑪75）
，
⽛にっくきハマキムシだったが，いまはかわい
いと思えるほど⽜
（木村⑪77）
，
⽛絶滅危惧種の草もよみがえり，繊細で花もきれいで本当にめん
こいの。稲と共生しても問題ない。慣行栽培をしていたころは，雑草を敵対視して足で踏みつ
けるのも平気だったけど今はそんな心境になれない，知恵や工夫がためされ，無頓着でいられ
ないのが自然栽培だと実感⽜
（長沼太一・和弥③36）
，
⽛土の中の微生物は地球の掃除人と同時に
生産者でもある，私は彼らにありがとうと言いたくなる⽜
（佐藤隆司⑮39）というものである。
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他にも同様に 10 個（木村④63，木村⑤61，田町まさよ⑦38，伊藤秀幸⑩60，泉水繁幸⑫20，
木村⑫79，粟木政明⑭58-59，田辺綾子⑯34，田辺綾子⑯36，赤羽貴美子⑱77）あり，合計で 21
個の記述があった。
小カテゴリ⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる結果⽜では，
⽛愛おしく育てる生産
者の野菜はおいしいし，気が短い人の畑で育つ野菜は味が落ちてしまう⽜
（伏見照彦③82）
，
⽛子
どもが自然栽培をするとうまくいく，ぶかぶかの軍手で大豆を植えたりするけど，直さずにそ
のままにしていても育つ，僕の畑よりちゃんと育つ，たくさんトマトも実って，それも長い間
実るから本当に不思議⽜
（廣和仁③110）という記述があった。他にも同様に⚒つ（木村④58，
泉水繁幸⑫27）の記述があり，合計で⚔つの記述があった。
小カテゴリ⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる声掛け，働きかけ⽜では，
⽛畑では，
被せた土の上からトントンしてください。タネは眠っているから，目を覚まして，根を出して，
しっかり育ってねという思いを伝えるため⽜
（木村④57）
，
⽛四か所ある畑のすべてを回って全て
のリンゴの樹に伝えた，今度はもっとそばにいることが出来ると思うよと，リンゴの樹はきっ
と喜んでくれたんじゃないかなと思う⽜
（木村⑬14-15）
，
⽛リンゴの木に声をかけた，実らなく
てもいいから，
枯れないで下さいって一本一本の木にそういいながら歩いて回った⽜
（木村⑯8）
，
⽛こちらが尽くせば応えてくれる，
それを感じることが出来た時植物の生理が初めてわかる⽜
（木
村⑦67）
，
⽛収穫するときは，よく頑張ったねぇ偉いねぇ，うわ，あなたキレイねと一人でぶつ
ぶつ言う。特に感動するのはタネをつくる姿になった時，あなたもわが子のために生きてきた
んだねと同志に会えた気がして涙が出た⽜
（田辺綾子⑯37）
，
⽛この子はのんびりだな，今日は元
気がないな，それぞれ違うので合わせるしかない，普段話しかけないが，大寒波や豪雪の時は
思わず，大丈夫かぁ～と大声で呼びかけてしまった，無事であってほしい，その一心で⽜
（赤羽
貴美子⑱75）
，
⽛私の農業の仕方は植物とコミュニケーションする事，気分が悪い時には畑に入
らない，作物に影響出る⽜
（オ・チャンギュン⑥45）という記述があった。
他にも同様に，⚒つ（赤羽貴美子⑱76，編集部⑲67）の記述があり合計⚙つの記述があった。
これらのことから，
⽛愛情が土台⽜という大カテゴリとした。
3-10 大カテゴリ；
⽛福祉と自然栽培の親和性⽜
小カテゴリ；
⽛福祉と自然栽培の共通目的⽜
⽛自然栽培が福祉にもたらす良きこと⽜
分析対象は福祉の専門誌ではないが，随所に農福連携の実践の記述がみられた。
小カテゴリ⽛福祉と自然栽培の共通目的⽜では，
⽛自然栽培のように多様な命が存在する社会
を取り戻すこと，農福連携の根本の目的も命の多様性を取り戻すこと⽜
（濵田健司②45）
，
⽛彼ら
には自然を見守る仕事が適していた，働くことの概念を変え，かつ地球環境に配慮しながら仕
事をつくってきた，僕らがいることで農家の人たちが助かる，農福連携というより農福一体⽜
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（新田利昌⑳74）という記述があった。
小カテゴリ⽛自然栽培が福祉にもたらす良きこと⽜では，
⽛自然栽培には千の仕事があり，障
害者の能力を活かす作業がある，太陽の光を浴びて，元気になる障害者も少なくない⽜
（佐伯康
人②51）
，
⽛農薬の散布作業は障害者にとっても負担になるので使わない⽜
（新井紀明⑳75）
，
⽛一
人ひとり出来る仕事が違う，
自然栽培らしい多様性というか⽜
（小島友紀⑤27）
という記述があっ
た。
他にも同様に⚗つ（高谷裕治②9，池田慎吾②52，甲斐かおり⑦90，玉城卓⑧13，玉城卓⑧14，
加戸玲子⑫51，佐伯康人⑫53）あり，合計 10 個の記述があった。
これらのことから，
⽛福祉と自然栽培の親和性⽜という大カテゴリとした。
3-11 大カテゴリ；自然栽培によってケアされる営み
小カテゴリ；
⽛自然栽培がもたらす感情⽜
⽛自然栽培がもたらす回復⽜
⽛自然栽培がもたらす力⽜
自然栽培を始めた人，自然栽培の野菜を食べた人等自然栽培に関わった人々には，様々な感
情が生まれ，回復がみられ，心身に力が湧いてくるといった変化が起きている記述が多く得ら
れた。
小カテゴリ⽛自然栽培がもたらす感情⽜では，
⽛生産者には，自分がやったことがそのまま返っ
てくる，だから自然栽培はおもしろいというのが共通している⽜
（木村②58）
，
⽛いまは，ゆっく
りやろうという気持ち⽜
（ホン・リョソック⑥49）
，
⽛作物を信頼できるようになった⽜
（高島和
子⑰40-41）というような肯定的な感情の記述があった。
その一方で，肯定的な感情と共に無肥料・無農薬ゆえの手間による大変さ，悲しみや苦しみ
についても以下のような記述があった。
⽛自然栽培を始めると悲しみと喜びがある，自然栽培
は人の欲で投入し続けた化学物質や過剰な栄養を一つ一つ抜いていく作業，自然が回復し，本
来の力をもって応えてくれるには時間がかかるので悲しみ苦しみがつきまとう⽜
（粟木政明⑭
68）
，
⽛大変やもん，手間はかかるけどそのぶん仕事が楽しゅうなったよ⽜
（緒方孝行⑰38）とい
う記述である。
この他にも同様に⚓つ（M. O ⑦10，小島直子⑪35，山田英知郎⑬86）の記述があり，合計⚘
つの記述があった。
小カテゴリ⽛自然栽培がもたらす回復⽜では，
⽛体調不良がなくなった⽜
（コヤママイコ⑦5）
，
⽛蕁麻疹がほぼ完治した⽜
（赤澤栄治⑦6）
，
⽛重い花粉症，アレルギー性鼻炎が完治⽜
（細川敏路
⑦6）といった身体的な回復の記述があった。
精神面の回復についても，
⽛うつ状態で入院していた妻が自然栽培の食事で気力が出てきた⽜
（大槻博⑦10）
，
⽛パニック障害の女性がはたからみてもわかるほど表情が明るくなり，毎日⚗錠
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飲んでいた薬が必要ない日が増えた。目の障害が治らないと医者に言われていた男性は自然界
の力を目の当たりにして，自分の目も治る可能性があるのではと考えるようになった，週に一
度しか出られなかった利用者が毎日仕事に出られるようになり，ときには職員に収穫を指導す
るようになった⽜
（甲斐かおり⑦90）
，
⽛目に見えて明るくなっていく。精神障害，発達障害の人
は早い。⚓か月から半年くらいで表情も穏やかに，全然しゃべらなかった人が冗談を言うくら
いになる，みんな休まない，五感への情報量がものすごく多いから，刺激をたくさん受けて利
用者もわかりやすく変わっていく⽜
（玉城卓⑧13）
，
⽛不登校で一言も発さなかった男の子が芽が
出たのを見つけて初めて声を出し，笑顔も見せ学校に登校できるようになった⽜
（木村⑧68）と
いう記述があった。
他にも同様に 11 個（平野安里⑦6，三浦真理子⑦6，大槻博⑦6，川代隆志⑦6，久保公子⑦7，
M. N⑦7，M. N⑦8，仲吉京子⑦14，石山草子⑨33，木村⑫9，廣和仁⑮71）の記述があり，合計
18 個の記述があった。
小カテゴリ⽛自然栽培がもたらす力⽜では，心身が以前より強くなり，生き方も肯定的に変
化した記述があった。
⽛自然栽培をとおして生き方そのものを見るようになって，人生で起こる疑問も自然栽培を
通じて解決できるようになりつつある⽜
（小島友紀⑤27）
，
⽛農業をしていることを心から誇りに
思う⽜
（長沼祐弥⑬49）
⽛風邪気味になっても自力で治せるようになって風邪をひかなくなった，
，
ストレスを乗り越えられるようになった⽜
（森本さと美⑦5）
，
⽛肌の調子が良い⽜
（森本さと美⑦
7）
・落ち着いて幸せな気持ち，満たされている感じ（増田美樹⑦10）
，
⽛自然栽培している人は，
生き生きしている，やり方が自然の摂理に合っているからだと思う，生き物も作業する人もそ
の米を食べる人も元気になる⽜
（木村⑨86）という記述があった。
他にも同様に，16 個（浅井朝明⑦5，三浦真理子⑦5，赤澤栄治⑦5，三浦真理子⑦7，細川俊
路⑦7，藤田美里⑦8，森本さと美⑦8，山口茂子⑦10，三浦真理子⑦10，よしむら⑦10，山口茂
子⑦16，佐野正行⑦22，田町まさよ⑦40，泉水繁幸⑫29，林克彦⑬69，さとうみつろう⑮65）
あり，合計 22 個の記述があった。
これらから，
⽛自然栽培によってケアされる営み⽜という大カテゴリとした。

⚔ おわりに
本稿の目的は，福祉現場のケアに影響を与える自然栽培の世界観とはどのようなものなのか
という問いに答えるため，季刊書籍⽝自然栽培⽞の内容分析を通じて，その世界観から福祉現
場におけるケアに与える可能性を考察するというものであった。
以下に，研究方法に示した分析手順に従って，自然栽培とケアを扱った先行研究（福島 2020）
ですでに明らかにされているいくつかの概念と今回の結果を照合しながら分析していく。そし
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て，先行研究（福島 2020）では明らかにされていない新たな概念を探っていく。
福島（2020）が，すでに示している自然栽培の世界観とケア関係への良好な影響は，以下の
通りである。一つ目に，土壌微生物などの⽛栽培植物以外の生き物も活かす自然栽培の世界観
が障害を強みに変える機会をもたらしている。それは，職員が利用者をアクターとして認める
ことに繋がり，それが非対称的なケアの関係性にも影響する⽜
（福島 2020：24）と述べている。
今回の結果と照合するならば，3-4 の大カテゴリ⽛多様な生き物の存在意義の実感⽜と小カテ
ゴリ⽛多様な生き物の存在の認知と交流⽜
，
⽛多様な生き物たちによるケア⽜は，
⽛栽培植物以外
の生き物も活かす自然栽培の世界観⽜
（福島 2020：24）と重なり合う。
二つ目に，
⽛栽培植物も主体的に自らの “生命時間” を生きているという自然栽培における
栽培植物への接し方がある。Y 事業所では，それが尊重され，ケア関係に影響を与えていると
言えるかもしれない⽜
（福島 2020：24）と述べている。
それについては，3-2 の大カテゴリ⽛主体性の尊重⽜と小カテゴリ⽛植物の主体的な決定⽜
，
⽛植物の主体的な治癒⽜
，
⽛植物の主体的な成長⽜が明らかになったことで，
⽛主体的に自らの “生
命時間” を生きているという自然栽培における栽培植物への接し方⽜
（福島 2020：24）がより
具体的に示された。
ここまでは，先行研究と一致する結果を示したが，以下に新たに明らかになった自然栽培の
世界観とケアに与える良好な影響の可能性について述べる。
3-1 の大カテゴリ⽛当事者の視点を持つ⽜と小カテゴリ⽛わが身になって考える⽜
，
⽛野菜の気
持ちを想像する⽜は，支援者にとっては，障害者を理解することに役立つ発想であり，ケアの
質を高める可能性がある。また，同様に 3-7 の大カテゴリ⽛感覚を用いた細やかで継続的な観
察の習慣⽜と特に小カテゴリの⽛時間をかけてよく見る⽜
，
⽛メッセージを感じ取る⽜は，言語
コミュニケーションに終始してしまいがちな職員にとって，重要な感覚である。
3-9 の大カテゴリ⽛愛が土台⽜と小カテゴリ⽛栽培植物や他の生き物への愛情と感謝⽜
，
⽛栽培
植物や他の生き物への愛情から生まれる結果⽜
⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる
声掛け，働きかけ⽜については，障害者にとっては，医療・福祉のパラダイムの中で，
⽛障害⽜
とみなされるような⽛純粋な気持ち⽜が，栽培植物の生育に大きな影響を与えるものとして，
必要とされる感覚になるかもしれない。それが，支援者と障害者という非対称的なケアの関係
性の転換に影響を与える可能性があることが示唆された。
3-3 の大カテゴリ⽛謙虚な姿勢⽜と小カテゴリ⽛してくれたという感覚⽜
，
⽛してもらうという
感覚⽜も，支援者と障害者というケアの非対称性の改善に役立つ可能性があると言える。
3-5 の大カテゴリ⽛圃場における感受性の豊かさ⽜と小カテゴリ⽛栽培植物と共生する多様な
生き物の姿を美しいと感じる⽜
，
⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿に感動する⽜
，3-6 の大
カテゴリ⽛新たな発想⽜と小カテゴリ⽛新しい気づき⽜
，
⽛新しい問い⽜
，3-8 の大カテゴリ⽛多
様性の尊重と寛容さ⽜と小カテゴリ⽛様々な価値を認める⽜
⽛おおらかに受け入れる⽜は，既存
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のケアやケアの関係性を問い，多様な価値を受け入れる寛容さから，新たなケアを生み出す発
想を与えてくれる可能性がある。
3-10 の大カテゴリ⽛福祉と自然栽培の親和性⽜と小カテゴリ⽛福祉と自然栽培の共通目的⽜
⽛自然栽培が福祉にもたらす良きこと⽜
，3-11 の大カテゴリ⽛自然栽培によってケアされる営み⽜
と小カテゴリ⽛自然栽培がもたらす感情⽜
⽛自然栽培がもたらす回復⽜
⽛自然栽培がもたらす力⽜
は，福祉と自然栽培という多様性を重視する共通性が，様々な形での良い変化をもたらすこと
を示している。
このように，今回新たに明らかになった自然栽培の世界観は，
⽛注視，気遣い，労苦，葛藤，
そして愛情⽜
（岡野 2012：151）や世話といったケアの要素と結びついていることが，あらため
て浮き彫りになった。今後は，新たに明らかになった自然栽培の世界観を自然栽培で農福連携
を行う福祉の現場の実際のケアとともに検証したい。
（ふくしま れいか・歴史地域文化学専攻）
大カテゴリ・小カテゴリ一覧表
3-1

大カテゴリ；
⽛当事者の視点を持つ⽜
小カテゴリ；
⽛わが身になって考える⽜
，
⽛野菜の気持ちを想像する⽜

3-2

大カテゴリ；
⽛主体性の尊重⽜
小カテゴリ；
⽛植物の主体的な決定⽜
，
⽛植物の主体的な治癒⽜
，
⽛植物の主体的な成長⽜

3-3

大カテゴリ；
⽛謙虚な姿勢⽜
小カテゴリ；
⽛してくれたという感覚⽜
，
⽛してもらうという感覚⽜

3-4

大カテゴリ；
⽛多様な生き物の存在意義の実感⽜
小カテゴリ；
⽛多様な生き物の存在の認知と交流⽜
，
⽛多様な生き物たちによるケア⽜

3-5

大カテゴリ；
⽛圃場における感受性の豊かさ⽜
小カテゴリ；
⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿を美しいと感じる⽜
，
⽛栽培植物と共生する多様な生き物の姿に感動する⽜

3-6

大カテゴリ；
⽛新たな発想⽜
小カテゴリ；
⽛新しい気づき⽜
，
⽛新しい問い⽜

3-7

大カテゴリ；
⽛感覚を用いた細やかで継続的な観察の習慣⽜
小カテゴリ；
⽛時間をかけてよく見る，触る⽜
，
⽛嗅ぐ⽜
，
⽛舐める⽜
，
⽛メッセージを感じ取る⽜
，
⽛測る⽜

3-8

大カテゴリ；
⽛多様性の尊重と寛容さ⽜
小カテゴリ；
⽛様々な価値を認める⽜
⽛おおらかに受け入れる⽜

3-9

大カテゴリ；
⽛愛が土台⽜
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小カテゴリ；
⽛栽培植物や他の生き物への愛情と感謝⽜
，
⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる結果⽜
⽛栽培植物や他の生き物への愛情から生まれる声掛け，働きかけ⽜
3-10 大カテゴリ；
⽛福祉と自然栽培の親和性⽜
小カテゴリ；
⽛福祉と自然栽培の共通目的⽜
⽛自然栽培が福祉にもたらす良きこと⽜
3-11 大カテゴリ；自然栽培によってケアされる営み
小カテゴリ；
⽛自然栽培がもたらす感情⽜
⽛自然栽培がもたらす回復⽜
⽛自然栽培がもたらす力⽜
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福島令佳
2020⽛“もちつもたれつ” のケア実践 ─ 自然栽培で農福連携を行うある就労継続支援 B 型事業所の
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木村秋則（監修）
2015⽝自然栽培⽞⚔東邦出版．
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日本語の名詞述語における複合動詞由来の
転成名詞用法
中

村

真衣佳

要 旨
本稿では，現代日本語の名詞述語文において属性叙述に解釈されるものと
事象叙述に解釈されるものが存在するのはなぜかという問いに対して，名詞
述語文の述部が複合動詞由来の転成名詞である例を対象に分析・考察する。
分析の観点は，複合動詞〈V1＋V2〉における V1 の自動詞・他動詞の区別，
V2 の活用の有無，本動詞・補助動詞の区別，そして，名詞述語文における主
語標示と主題表示である。主な主張は，名詞述語文の意味には静態的意味と
動態的意味があることである。静態的な意味には，恒常的属性，非恒常的属
性，状態（
⽛時間の経過で変化する状態⽜と⽛動作主の意志的な動作により変
化する状態⽜
）があること，動態的意味には中立叙述，過去・非過去における
事象，習慣的事象があることを指摘する。また，複合動詞の構造と文の意味
の関係は，複合動詞〈V1＋V2〉の V2 が補助動詞であるのか，本動詞である
のかによって異なることも合わせて指摘する。

⚑．はじめに
現代日本語の叙述類型において，名詞述語文は属性叙述であり，動詞述語文は事象叙述であ
るという定説がある（佐久間 1941，三上 1953 など）
。例えば，
（⚑）は述部の名詞⽛日本人⽜が
太郎の属性を表している属性叙述文である。
（⚒）は動作動詞⽛歩く⽜が動作主である花子の動
作を表している事象叙述文である。
前提として名詞述語文の述部を構成する要素について述べる。典型的な名詞述語文は，
（⚑）
のように〈A は B だ/です〉
〈A が B だ/です〉の述部 B に名詞が配置される。しかし，実際
の言語運用では，名詞に限らずに多様な品詞，形態，語構成，連体修飾句を配置することがで
きる。
本稿では名詞述語文の述部が複合動詞由来の転成名詞（以下，複合動詞と記す）である場合
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に注目する。
（3a）
（4a）は複合動詞が述部となる名詞述語文である。
（3a）
（4a）の述部はともに
⽛立ち食い⽜という複合動詞であるが，名詞述語文の意味としては，
（3a）は属性叙述であり（3b）
に置き換えらえる。一方で（4a）は（4b）に置き換えられることから事象叙述であると考えられ
る。
主語標示の⽛が⽜と主題標示の⽛は⽜について述べる。
（⚑）は属性叙述文として文脈を設定
しなければ⽛が⽜は不自然である。例えば，
⽛誰か日本人の方いますか？⽜のように呼びかけら
れている場面では⽛が⽜になる。
（⚒）は話し手の目の前で花子が走っているのを見ている場合
は⽛が⽜のほうが自然であるが，
⽛花子は何しているの？⽜と聞かれて答える場合などは，
⽛は⽜
になる。つまり，動詞述語文において主語を⽛が⽜で標示すると事象叙述文としての意味合い
が顕著に表れる。典型的な名詞述語文では主語が⽛は⽜で標示され属性叙述文となるのに対し
て，典型的な動詞述語文では主語が⽛が⽜で標示されて事象叙述文となる。しかし，
（4a）に関
しては名詞述語文の形式であるにも関わらず，上記の規則から逸脱していて⽛が⽜が最も自然
で，
⽛は⽜になると不自然である。また，
（4a）は意味的にも事象叙述文のように解釈できる。こ
のことから，従来の⽛名詞述語文は属性叙述であり，動詞述語文は事象叙述である⽜という二
極化した捉え方に反する例として（4a）が挙げられる。
（⚑）私｛は/＃が｝日本人だ。
（⚒）花子｛は/が｝走っている。
（⚓）a．駅のホームの蕎麦屋｛は/＃が｝立ち食いだ。
b．駅のホームの蕎麦屋は立ち食いの蕎麦屋である。
（⚔）a．駅のホームの蕎麦屋でサラリーマン｛??は/が｝立ち食いだ。
b．駅のホームの蕎麦屋でサラリーマンが立ち食いしている。
では，名詞述語文において属性叙述に解釈されるものと事象叙述に解釈されるものが生じる
のはなぜだろうか。本稿では，名詞述語文の述部が複合動詞である例を対象として，語構成と
主語標示の観点から分析・考察する。そして，名詞述語文の意味に作用する要因が述部の複合
動詞〈V1＋V2〉における V1 の自動詞・他動詞の区別，V2 の活用の有無，本動詞・補助動詞の
区別と主語標示にあることを主張する。また，文の意味についても類型化する。
本稿の構成は，以下のとおりである。第⚒節では先行研究について述べる。第⚓節では静態
的な意味を持つ名詞述語文について，第⚔節では動態的な意味を持つ名詞述語文について述べ
る。第⚕節では，述語となる複合動詞由来の転成名詞について統語的に語構成と意味の観点か
ら分析する。第⚖節は結論である。

― 92 ―

中村：日本語の名詞述語における複合動詞由来の転成名詞用法

⚒．先行研究
先述した通り，現代日本語の叙述類型において，名詞述語文は属性叙述文であり，動詞述語
文は事象叙述文であるという定説がある。佐久間（1941）は，述語に動詞を要求し事件の成り
行きを述べるという役目に応じるものを⽛物がたり文⽜
，述部にコピュラを要求し物事の性質や
状態を述べたり，判断を言い表したりするものを⽛品さだめ文⽜と呼んだ。三上（1953）は，
⽛事象の経過を表すもの⽜を⽛物がたり文⽜に相当する動詞述語文とし，
⽛事物の性質を表すも
の⽜を⽛品さだめ文⽜に相当する名詞述語文とした。
しかし，名詞述語文と動詞述語文の機能に属性叙述と事象叙述の対立があるという指摘（佐
久間 1941，三上 1953 など）に対して，近年では意味的観点から機能間の連続性が指摘されて
いる（益岡 2008，影山 2012，益岡 2016 など）
。益岡（2008）
，影山（2012）では，属性叙述文
と事象叙述文を時間的に変化・展開するかという意味的な基準により区別している。益岡
（2008）
，影山（2012）は，事象叙述文は時間の推移によって展開（発生・継続・終了）する出
来事や状態を表す文であり，
属性叙述文は時間が経過しても展開せず恒常的に持続する性質
（属
性）を述べる文であると述べている。この観点から（4a）について説明すると（4a）は名詞述語
文という形式ではあるものの意味的に考察すると動作の開始，動作の途中，動作の完了という
時間の推移に沿って展開する事象叙述文である。したがって，名詞述語文の意味領域には属性
叙述から事象叙述までの幅があることが指摘できる。
益岡（1987，2000，2004，2008）の一連の研究では，静態的意味（属性叙述）を表す形式が
名詞述語文だけではなく，
動詞述語文にもみられることはすでに指摘されている。具体的には，
以下のような例と説明がある。
⽛彼はしばしば人前で泣く⽜は習慣属性であり可変的属性を表
すが，
⽛子供はよく泣く⽜は習慣というよりは習性を表すことになり品質的属性を表す⽛子供は
よく泣くものだ。
⽜と類義的である（益岡 2004：7-8）
。つまり，益岡（2004）は⽛属性叙述⽜と
いう意味機能を表す形式としては動詞述語文である場合もあり，名詞述語文と動詞述語文には
連続性があると指摘している。本稿では，益岡（2004）が⽛属性叙述⽜を通じて名詞述語文と
動詞述語文の連続性を指摘したのとは反対に，
⽛事象叙述⽜を通じて名詞述語文と動詞述語文の
連続性を分析・考察する。そのように考えるのは（⚓）
（⚔）に示したように，名詞述語文も静
態的意味から動態的意味を示すことができることが予測されるからである。
動詞述語文と名詞述語文の意味的な対応に関して，加藤（2016）は⽛通常の動詞文は事象叙
述文になり，動きのありさまを鮮明に描写するのに対して，名詞文は属性叙述文になり，動き
のない状況・状態を淡々と伝えることになる（加藤 2016：181）
⽜と述べたうえで，
（5a）
（5b）を
挙げている。加藤（2016）は，動詞述語文に対応するかたちで名詞述語文が使用されることが
あることに触れ，
（5a）
（5b）の述部にある⽛到着⽜
⽛販売⽜の語義に動詞の意味と機能が残存して
いることで（5b）が可能となっていると分析している（加藤 2016：181）
。
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（⚕）a．この電車はまもなく新宿駅に到着します。/店頭で限定商品を販売しています。
b．この電車はまもなく新宿駅に到着です。/店頭で限定商品を販売（中）です。
（加藤 2016：180）
加藤（2016）の指摘から，述部に置かれる語の性質が⚑つの要因となり，文の意味と機能を
決定づけていることが予測される。
以上の先行研究により，
名詞述語文には主に⚒つの問題点があることが指摘できる。⚑つは，
これまで属性叙述として考えられてきた名詞述語文には，事象叙述を表す事例があるというこ
と，⚒つ目は名詞述語文において動態性に傾いている事例は述部の語彙的な性質が文の意味に
作用しているということである。次節以降，述部が複合動詞の名詞述語文を対象に分析・考察
をしていく。

⚓．名詞述語文の静態的意味
3-1 恒常的属性
事象叙述と属性叙述については，すでに述べたように以下のように考えられている。事象叙
述文は時間の推移によって展開（発生・継続・終了）する出来事や状態を表す文であり，属性
叙述文は時間が経過しても展開せず恒常的に持続する性質（属性）を述べる文である（益岡
2008，影山 2012）
。しかし，上記の定義において属性叙述文と事象叙述文を区別するとなると，
（⚖）
（⚗）に示した主語の属性を表す文が属性叙述文であると判断されなくなってしまう。な
ぜなら，
⽛主夫⽜
⽛独身⽜は，時間の推移によって展開して終了する可能性があり，
（⚖）
（⚗）の
ように時間副詞との共起も可能であるからである。
（⚖）
（⚗）は，
（⚘）のようなどの文脈にお
いても不変的な解釈のみ生じる恒常的真理を表す属性叙述とは区別して考えることができる。
つまり従来，属性叙述と考えられてきたものには恒常的ではない事例がある。本稿では，
（⚘）
のような例を恒常的属性叙述，
（⚖）
（⚗）のような例を非恒常的属性叙述と呼ぶことにする。
（⚖）今日は太郎が主夫だ。
（⚗）今のところ太郎は独身だ。
（⚘）太郎は北海道生まれだ。
そこで本節では，名詞述語文の述部が複合動詞の場合に恒常的な属性叙述を表すことができ
るかを考察する。恒常的ではない属性と時間の経過により失われる属性を区別するならば，範
疇化の意味を表す場合が恒常的属性になると考えられる。例として挙げた（9a）
⽛立ち乗り⽜
（10a）
⽛立ち飲み⽜
（11a）
⽛作り置き⽜は，主語を⚑つの範疇に分類する意味を持つ。
（9a）は⽛電
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動スケートボード⽜を⽛立ち乗り⽜という範疇に分類していることを表し，
（10a）
（11a）におい
ても同様に⽛この居酒屋⽜を⽛立ち飲み⽜
，
⽛この夕食⽜を⽛作り置き⽜という範疇に分類して
いる。これらは（9b）
（10b）
（11b）に示すように動詞述語文に転換する際は軽動詞⽛スル⽜が用
いられ，
⽛立ち乗る⽜
⽛立ち飲む⽜
⽛作り置く⽜という形態が習慣的に使用されることがなく，
〈V1＋
V2〉における V2 が動詞の活用を失っている。しかし，この活用を失っていることが名詞性を
強め直接的に名詞述語文の意味に作用し静態的な意味である属性叙述を表しているとは言い切
れない。なぜなら，
（12）
（13）の例をみると同じ複合動詞でも文脈によっては動態的解釈が可能
であるからである。
それでは，
（12）の⽛立ち食い⽜
（13）の⽛立ち乗り⽜が動態的意味を持つのはなぜだろうか。
その要因として考えられるのは，複合動詞〈V1＋V2〉の V1 と V2 の意味的な関係である。
⽛立
ち食い⽜
⽛立ち飲み⽜
⽛立ち乗り⽜のような類は，全て⽛立ちながら V2 する⽜という動作の付帯
を表し，この意味により動態的な解釈も可能となっていると考えられる。
ではその一方で，
（9a）
（10a）に静態的な属性叙述の解釈が生じるのなぜだろうか。それは，
⽛食べる⽜
⽛飲む⽜
⽛乗る⽜といった動作は通常は座って行うことであることから，その動作を立
ちながら行うことで有標的な意味が生じて⽛立ち食い⽜
⽛立ち飲み⽜
⽛立ち乗り⽜が事物を範疇
化する機能を持つことができると考えられる。
⽛??座り食い⽜
⽛??座り飲み⽜
⽛??座り乗り⽜とは
言わないのは⽛食べる⽜
⽛飲む⽜
⽛乗る⽜という動作は座って行うことがほとんどであり，取り
立ててこのような動作を表現する言葉を必要とせず，意味的に無標の動作であるためである。
つまりこれらは名詞化して名付機能として使用する必要性が低い動作である。
（⚙）a．電動スケートボードは立ち乗りだ。
b．電動スケートボードに（??立ち乗る/立ち乗りする）
。
（10）a．この居酒屋は立ち飲みだ。
b．この居酒屋で（??立ち飲む/立ち飲みする）
。
（11）a．今日の夕食は母の作り置きだ。
b．今日の夕食は母が（??作り置く/作り置きする）
。
（12）駅のホームの蕎麦屋でサラリーマンが立ち食いだ。
（再掲（4a）
）
（13）白バイが追跡しているのは立ち乗りのバイクだ。
ところが，
（11a）
⽛作り置き⽜に関しては，異なる振る舞いを見せる。
（14a）はかなり不自然
であり，
（14b）に関しては，
⽛母は不在で作り置きの夕食だけがある⽜といった存在文のような
意味合いを持つ。これは，
⽛作り置き⽜が⽛V1 ながら V2 する⽜という動作の付帯を表して⽛作
りながら置く⽜と解釈されるのではなく，
⽛～を作ってから置いておく⽜という意味を持つから
である。したがって，
⽛作り置き⽜は複合動詞であっても複合動詞内において時間と動作の展開
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が生じていることから，一時点の動作を表すことができず動態的な事態として認識することが
できないと考えられる。
（14）a．???母が夕食を作り置きだ。
b．母が夕食を作り置きしている。
3-2 時間の経過により変化する状態
本節では，時間の経過により失われる状態，つまり一次的な状態を表す事例について考察す
る。益岡（2008）
，影山（2012）は，事象叙述文は時間の推移によって展開（発生・継続・終了）
する出来事や状態を表す文であると述べている。
（15）
（16）
（17）が時間の推移により展開する
状態を表すことは，
（18）
（19）
（20）の下線部に示したように時間的な副詞と共起できることから
示される。
（15）このパンは焼き立てだ。
（16）太郎は病み上がりだ。
（17）私は寝起きだ。
（18）このパンちょうど焼き立てだから買って帰ろう。
（19）太郎はまだ病み上がりだから無理はさせられない。
（20）今，寝起きだから頭が朦朧としている。
これら⽛焼き立て⽜
⽛病み上がり⽜
⽛寝起き⽜は，
⽛＊焼き立てる⽜
⽛＊病みあがる⽜
⽛＊寝起きる⽜
を容認できないが，活用が失われているといっても典型的な名詞とも判断されず，時間の推移
によって展開する。この観点からみると名詞性はそれほど高くなく，属性（恒常的・非恒常的）
を表すこともできない。また，
⽛焼き立て⽜
⽛病みあがり⽜
⽛寝起き⽜は，ある特別な一次的状態
を表す。
⽛焼き立て⽜に対する⽛焼き立てではない状態⽜
，
⽛病みあがり⽜に対する⽛病みあがり
でなはない状態⽜
，
⽛寝起き⽜に対する⽛寝起きではない状態⽜になるには時間の推移のみが影
響し，動作主などを必要としない。したがって，これらは有標的な状態であると考えられる。
そして，これら有標的な状態ではない状態を取り立てて表す表現も見あたらない。このことか
ら，このような状態は静態的意味に近い意味を持つと考えられる。しかし，状態の中にも動作
主の動作の介入により変化する状態もある。次節ではそのような事例について考察する。
3-3 意志的な動作により変化する状態
本節では，意志的動作により変化する状態を表す名詞述語文について考察する。
（21a）の⽛売
り切れ⽜
，
（22a）の⽛食べかけ⽜
，
（23a）の⽛作りかけ⽜は，主語位置にある事物の状態を示して
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いる点では 3-2 節で述べた時間の経過により変化する状態と共通している。しかし，本節で扱
う状態は，動作主により意志的動作が加えられてその状態が変化する点で異なる。
以下，具体例を検討する。
（21a）では，除菌グッズが売り切れの状態であったのを動作主が
発注することで（21b）の状態に変化する。
（22a）はケーキが食べかけの状態であったのが，動
作主が食べることで（22b）に変化する。
（23a）についてもマスクが作りかけの状態であったの
が，動作主の作成作業によって（23b）に変化する。このような例は，時間軸上でのある一時点
を表している。そして，ある一時点に焦点を当てその状態を表す。この点が 3-2 節で扱った有
標の状態を表している例とは異なる。時間軸上のどの時点に焦点をあてても意味的に有標と無
標の区別は生じないことから，事象叙述に近い状態を表している。
次に，語種の観点からも意味的な分化がみられることを指摘しておく。
⽛売り切れ⽜
⽛食べか
け⽜
⽛作りかけ⽜は和語で構成されており，
⽛入荷⽜
⽛完食⽜
⽛完成⽜は漢語である。動作の途中
である場合には和語が使用されており，動作の結果には漢語が使用されている点にも注目する
と，語構成が文の意味に与える影響も指摘することができる。
（21）a．除菌グッズは売り切れだ。
b．除菌グッズが入荷だ。
（22）a．ホールケーキは食べかけだ。
b．ホールケーキを完食だ。
（23）a．マスクは作りかけだ。
b．マスクが完成だ。
また，
（21a）と（21b）
，
（22a）と（22b）
，
（23a）と（23b）は，一連の出来事として表すこと
が可能であり，
（24）
（25）
（26）
のように一時点の状態からの変化を動的に表すことが可能である。
このことからも，3-2 節で考察した時間の経過によって変化する状態とは区別されるべき意味
を持つことがわかる。
（24）売り切れだった除菌アルコールが入荷だ。
（25）食べかけだったホールケーキを完食だ。
（26）作りかけだったマスクが完成だ。
3-4 名詞述語文の静態的意味のまとめ
第⚓節では，名詞述語文が表す静態的意味として，①恒常的属性，②非恒常的属性，③状態
として⽛時間の経過で変化する状態⽜と⽛動作主の意志的な動作により変化する状態⽜の⚔つ
のタイプがあることを指摘した。内容を表⚑にまとめて示す。
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①恒常的属性は，名詞述語文の主語位置にある事物を時間の経過で変化しないものとして述
部で範疇化する場合である。②非恒常的属性は，時間の経過により変わり得る属性を表す場合
である。用例として，述部が複合動詞のものではないが（⚖）
（⚗）
，後述の（46c）
（47c）が挙げ
られる。
③状態については⚒つに分類した。⚑つは，③-1⽛時間の経過で変化する状態⽜であり，も
う⚑つは，③-2⽛動作主の意志的な動作により変化する状態⽜である。前者は動作主による意
志的な動作が働かずに変化する状態であり，ある状態から時間の経過によって状態が変化して
も，
その状態を取り立てて言い表す表現がない場合である。例えば，
⽛焼き立て⽜
⽛病みあがり⽜
，
，
⽛寝起き⽜のようにある一時点の状態だけが有標的である場合である。後者は，時間の経過だけ
でなく動作主の意志的な働きかけによって変化する可能性がある状態で，時間軸上でのある一
時点に焦点を当てその状態を表す。この場合は，時間軸上のどの時点を取り出しても意味的に
有標と無標の区別は生じず，事象叙述に近い状態を表していると考えられる。
表⚑ 名詞述語の静態的意味機能の分類
意味機能
①恒常的属性
②非恒常的属性
③-1．時間の経過で変化する状態
③-2．動作主の意志的な動作により
変化する状態

用例

備考

（9a）
（10a）
（11a）

動詞の語義により文脈によっては動態
的意味も表す。

（6）
（7）

時間の経過で変化し得る属性を表す。

（15）
（16）
（17）

時間の経過で変化した状態については
言い表す表現がないという点で有標的
な状態。

（21a）
（22a）
（23a）

一連の出来事の一時点を表す。

⚒つの状態の差異について，
図を用いて説明する。
⽛時間の経過で変化する状態⽜
というのは，
図⚑に示すように時間の推移により消滅する状態であり，時間が経過した先に展開される状態
は存在せず，一次的な有標的状態である。
⽛動作主の意志的な動作により変化する状態⽜は，図
⚒に示すように時間の推移だけでは変化せずに，動作主による意志的な動作により展開する可
能性のある状態である。この場合は，どの時点を取り出しても有標的な意味合いはなく意味的
には均衡する。両者の違いは，動作性の介入の有無と状態の有標的意味の有無にある。本稿で
は，状態を静態的意味に分類した。
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図⚑ 時間の経過で変化する状態

図⚒ 動作主の意志的な動作により変化する状態

⚔．名詞述語文の動態的意味
4-1 中立叙述
本節では，
名詞述語文が表す動態的意味である中立叙述性について議論する。中立叙述文
（久
野 1973）は，
（27）のような文のことを指し，
⽛命題全体が新情報となる場合すなわち文焦点に
なる場合である（下地 2019：3）
⽜と説明される。下地（2019）によると，文焦点は情報構造が
前提部と焦点部に分かれておらず全て新情報を提示する文でしか生じないため実際の談話にお
ける出現は限られている。下地（2019）が挙げている文焦点の文は，
（28）のようなものである。
下地（2019）では，主格表示と主題表示の関係について，
⽛ガは主語であることを標示する格標
識であると同時に，主題解釈を回避するための脱主題化標識である（下地 2019：11）
⽜と主張し
ている。
下地（2019）の（27）
（28）については，
（27）が⽛非ノダ文⽜であり，
（28）が⽛ノダ文⽜で
あることから，同一条件に位置する用例ではないため，文焦点と中立叙述を同一と捉えてよい
ものかどうかは検討の余地がありそうである。しかし，本稿ではそのような議論には立ち入ら
ずに話し手によって視覚的，聴覚的に認識した事象を描写的に表すものを中立叙述と考えて議
論を進めることにする。
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（27）親父が酒を飲んでいる。
（下地 2019：3）
（28）電話で⽛何か騒がしいけどどうしたの？⽜と聞かれて
親父が酒飲んでるんだよ。
（下地 2019：4）
中立叙述は通常，動詞述語文に生じると考えられてきたが，本稿では名詞述語文においても
中立叙述が生じることを主張する。
（29a）
（30a）は文焦点（下地 2019）であり，全て話し手の認
識した事象である。
これらの例を主題化すると，
（29b）は不自然になるが，
（30b）は話し手と⽛みんな⽜の対比
の意味が生じる。つまり，
（30b）では，
⽛私は泣いたり笑ったりしていないけど，みんなは泣い
たり笑ったりしている⽜という意味合いになり（30a）とは文の意味が異なる。この点で（30b）
は文焦点（中立叙述）ではなくなる。つまり，話し手が認識した事象を述べる際，動詞述語文
で動作主をガ格で標示するのと同様に，
名詞述語文も主語をガ格標示した場合は動態的意味
（中
立叙述的意味）が生じる。
（29）
【電話で⽛何か騒がしいけどどうしたの？⽜と聞かれて】
a．テレビを観ている太郎が笑いっぱなしで…。
b．??テレビを観ている太郎は笑いっぱなしで…。
（30）
【電話で⽛何か騒がしいけどどうしたの？⽜と聞かれて】
a．友達が家に集まってホラー映画を観ていてみんなが泣き笑いなの…
b．友達が家に集まってホラー映画を観ていてみんなは泣き笑いなの…
また，話し手が何かを⽛発見⽜した場合の新情報においても名詞述語文による中立叙述的意
味が生じる。
（31）
（32）は話し手の事態の認識によって名詞述語文の形式で表される中立叙述
文である。
（31）
【騒がしいので外をみてみると】
川で濁流にのまれた人がṆれかけだ。
（32）
【子供が初めて歩きそうな瞬間をみて】
（子供が）つかまり歩きだ。
4-2 過去・非過去における事象と習慣的事象
本節では，過去・非過去における事象と習慣的な事象を表す複合動詞について検討する。
最初に過去・非過去のある時点で発生した出来事を述べる事象叙述について検討する。複合
動詞が転成して動態的意味が生じる場合には，中立叙述の他に過去のある一時点での出来事を
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述べる場合がある。
（33a）
（34a）では，非過去と過去においての一連の出来事を表す。出来事の
述べ方に関しては，名詞述語文では出来事を淡々と述べ立てるような述べ方となる，しかし，
（33b）
（34b）に示すように動詞述語文にすると話し手の主観性（話し手の意志や感情）が表れる。
（33）a．⚒時から取引先との話し合い｛です/でした｝
。
b．⚒時から取引先と話し合い｛ます/ました｝
。
（34）a．帰国してから⚒週間はホテルに泊まり込み｛です/でした｝
。
b．帰国してから⚒週間はホテルに泊まり込み｛ます/ました｝
。
次に，習慣的な事象を表す複合動詞について検討する。
⽛住み込み⽜
⽛見舞い⽜
⽛
（アイドルな
どの）追っかけ⽜
⽛
（宴会やパーティーなどの）打ち上げ⽜などは，繰り返される動作や出来事
を表す複合動詞である。これらは，
（35a）
（36a）
（37a）
（38a）のように⽛－ている⽜の形式にする
と不自然になる。
（35b）
（36b）
（37b）
（38b）の名詞述語文のほうが自然である。
（35）a．??太郎は店の⚒階に住み込んでいる。
b．太郎は店の⚒階に住み込みだ。
（36）a．??花子は入院中の友人を見舞っている。
b．花子は入院中の友人の見舞いだ。
（37）a．??京子はアイドルグループを追っかけている。
b．京子はアイドルグループの追っかけだ。
（38）a．??無事に千秋楽を迎えスタッフ・キャスト一同で打ち上げている。
b．無事に千秋楽を迎えスタッフ・キャスト一同で打ち上げだ。
以上のように，名詞述語文においても事象叙述の意味が生じることを本節では主張した。次
節では，名詞述語文の意味機能はどのような要因により生じているのかについて検討する。

⚕．名詞述語となる複合動詞と文意味
本節では，第⚓節，第⚔節において取り上げた名詞述語文の述部と文の意味機能についてど
のような条件で静態的意味や動態的意味に傾くのかを検討する。
第⚓節，第⚔節でみてきたように，
〈V1＋V2〉型の転成名詞の中には，完全に名詞として働き
動詞としての機能をもたないもの（活用が失われているもの）と，名詞として機能しながらも
動詞としての機能をもつもの（活用するもの）とがある。
〈A が B だ/です〉
〈A は B だ/です〉という形式の文の述語が複合動詞由来の転成名詞のとき，
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⚓つの要因が名詞述語文の意味機能の弁別（静態性と動態性の間での傾き）に関わると考えら
れる。⚑つは，先に述べた〈V1＋V2〉における V2 の活用の有無である。⚒つ目は，V1 の自動
詞と他動詞の区別である。以下，自動詞を⽛Vi⽜他動詞を⽛Vt⽜のように記す。⚓つ目は，
〈V1＋
V2〉の V2 が補助動詞であるか本動詞であるかという区別である。本稿では，
〈V1＋V2〉の V2
が自立的であるか否かによって本動詞と補助動詞を区別する。自立的であるものは本動詞であ
り非自立的であるものは補助動詞であると考える。以下では，これらの観点から分析をして名
詞述語文における述部の複合動詞と文の意味との関係を明らかにする。
5-1 Vt＋補助動詞の非活用型と Vt＋補助動詞の活用型
本節では⽛作りたて⽜
⽛干しっぱなし⽜のような複合動詞〈V1＋V2〉型の V1 が他動詞で V2
が補助動詞であり活用しない場合と⽛すりおろし⽜
⽛書き込み⽜
⽛飲みすぎ⽜のように活用する
場合について検討する。
〈Vt＋補助動詞〉の非活用型は，
（39a）
（40a）のように活用すると非文となる。そして，他動詞
は通常⚒項とれるが名詞述語文において同時に⚒項とれるものととれないものがある。このタ
イプの複合動詞の V1 の他動詞は，動作主を主語標示して名詞述語にすることができない（39b）
と文脈により動作主を主語標示できる（40b）に分けられる。目的語に関しては（39c）
（40c）の
ように目的語を主語にして名詞述語にすることができる。言いかえるとヲ格をガ格に昇格させ
て動作主を削除することで名詞述語文を形成することができる。このように形成された名詞述
語文の意味は，静態的意味な意味を持つ。
（39）a．＊母が夕食を作りたてる。
b．＊母が作りたてだ。
c．夕食が作りたてだ。
（40）a．＊花子が洗濯物を干しっぱなす。
b．＃花子が干しっぱなしだ。
c．洗濯物が干しっぱなしだ。
d．花子が洗濯物を干しっぱなしだから取り込んでおいた。
次に（39c）
（40c）の意味についてさらに検討する。これら名詞述語文は静態的な意味を持つ
が，この意味を下位分類することができる。
⽛作りたて⽜のような場合は，第⚓節で述べた⽛時
間の経過で変化する状態⽜であり，
⽛干しっぱなし⽜については第⚓節で述べた⽛動作主の意志
的な動作により変化する状態⽜である。この違いについては，動作の介入により事態が展開す
る（40d）が容認されることからも説明ができる。
⽛干しっぱなし⽜は，文脈によっては動作主
を主格標示することができるため，名詞述語文の述部となった場合に⽛動作主の意志的な動作
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により変化する状態⽜という意味が生じる。つまり，複合動詞の構成要素が持つ語義も文の意
味に作用している。
次に，
〈V1＋V2〉の V1 が他動詞で V2 が補助動詞であり，活用する場合について検討する。
〈Vt＋補助動詞〉の活用型は，当然のことながら（41a）
（42a）
（43a）のように動詞述語文の述語と
なる。そして，
〈V1＋V2〉の V1 が他動詞であることから，動作主と目的格の⚒項をとる。その
ため，名詞述語文においては主語が動作主の場合と目的格の場合が想定されるが，振る舞いに
は⚒つのタイプがある。
⚑つ目のタイプについて検討する。
（41a）
（42a）は，動詞述語文であり事象叙述文である。こ
れらは，
（41b）
（42b）のように名詞述語文において動作主が主語になると特定の文脈を設定しな
い限り不自然になり，
（41c）
（42c）のように目的格が主語になると静態的意味が生じる。この時，
目的語をガ格標示すると容認度が下がり，
⽛は⽜で主題化すると自然になることから（41c）
（42c）
は，恒常的属性叙述を表すことがわかる。
（41）a．太郎が大根をすりおろす。
b．＃太郎がすりおろしだ。
c．大根｛??が/は｝すりおろしだ。
（42）a．花子がコメントを書き込む。
b．＃花子が書き込みだ。
c．コメント｛??が/は｝書き込みだ。
もう⚑つのタイプは，
（43a）のように，動詞述語文において事象叙述というよりは，眼前描写
性が失われた静態的意味，属性叙述に傾く場合である。このタイプは，
（43b）のように名詞述
語文において動作主が主語であることが容認され，このときに事象叙述としての解釈が可能と
なる。そして，
（43c）のように目的格が主語になると非文となる。
（43c）は，
（43d）のようにヲ
格標示にすると容認され，述語の動作内容を表す意味が生じる。
（43）a．花子がコーヒーを飲みすぎる。
b．花子が飲みすぎだ。
c．＊コーヒーが飲みすぎだ。
d．コーヒーを飲みすぎだ。
5-2 Vi＋補助動詞の非活用型と Vi＋補助動詞の活用型
本節では，
〈V1＋V2〉の V1 が自動詞で V2 が補助動詞である場合について検討する。
まず〈Vi＋補助動詞〉の V2 が活用しない複合動詞の例を検討する。
〈Vi＋補助動詞〉の非活
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用型には，
⽛泣きっぱなし⽜
⽛歩き通し⽜などがある。
（44a）
（45a）が非文であるように動詞述語
文にはできず，
（44b）
（45b）のような名詞述語文であれば容認可能である。これらは，V1 が自
動詞であるため，名詞述語文の主語として動作主のみが配置される。そして，意味的には動態
性に傾いており，中立叙述として動態的意味を表す。
（44）a．＊赤ちゃんが泣きっぱなす。
b．赤ちゃんが泣きっぱなしだ。
（45）a．＊登山客が歩き通す。
b．登山客が歩き通しだ。
次に，
〈Vi＋補助動詞〉の活用型の複合動詞の例を検討する。
（46a）
（47a）
（48a）
（49a）は，動詞
述語文であり，
⽛悩みすぎ⽜
⽛焦りすぎ⽜
⽛座り込み⽜
⽛飛び出し⽜は活用することができる複合
動詞ではあるが，
〈V1＋V2〉の V1 に置かれる自動詞に意志性が関与するか否かで振る舞いに
違いがみられる。
〈V1＋V2〉の V1 に意志性が関与しない自動詞が置かれた場合を検討する。
（46b）
（47b）は，
第⚓節で述べた⽛時間の経過で変化する状態⽜を表す。
⽛悩み⽜
⽛焦り⽜などは自然に発生する
ものであり，意志的にはコントロールしにくいことである。また，
⽛悩みすぎ⽜
⽛焦りすぎ⽜を
解消しようと⽛悩まない⽜
⽛焦らない⽜と意識したとしても実際に実現するとも限らない。そし
て，
（46a）
（47a）の動詞述語文も状態を表わすと考えられる。
ところが，
（46c）
（47c）のように主題表示⽛は⽜の名詞述語文になると異なる意味が生じる。
（46c）
（47c）は，個人の性格についての属性を表す解釈が可能になる。つまり，主語をガ格で表
すと⽛時間の経過で変化する状態⽜であり，
⽛は⽜で主題化することで個人の性質を表す意味合
いが生じて非恒常的属性叙述に近づく。
（46）a．花子が悩みすぎる。
b．花子が悩みすぎだ。
c．花子は悩みすぎだ。
（47）a．太郎が焦りすぎる。
b．太郎が焦りすぎだ。
c．太郎は焦りすぎだ。
次に，
〈V1＋V2〉の V1 に意志性が関与する自動詞が置かれた場合を検討する。
（48a）
（49a）
は事象叙述文であると解釈できる。そして，
（48b）
（49b）のように名詞述語文に書き換えても事
象叙述的解釈が生じる。これら名詞述語文を（48c）
（49c）に示したように主題文にすると不自
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然になることからも事象叙述性が高いと考えられる。
自動詞に意志性があると主題文を形成しにくいことが，意志性のない自動詞と異なる。この
ことは，意志性をもつ自動詞が名詞述語文の述語になると，事象叙述としての解釈が生じる現
象を支えていると考えられる。
（48）a．デモの参加者が座り込む。
b．デモの参加者が座り込みだ。
c．＃デモの参加者は座り込みだ。
（49）a．自転車が飛び出す。
b．自転車が飛び出しだ。
c．＃自転車は飛び出しだ。
しかし，実際の言語現象として（48b）
（49b）が発話されることはあまりない。事象叙述とし
て発話されるならば，
（50）
（51）のような場合が想定される。つまり，事象叙述として発話する
ときは，動作主をガ格標示するよりも，
〈N1 の N2〉形式の連体修飾句として示すほうが自然に
なる。そして，
（50）
（51）は，事象叙述といっても過去の事象について述べるときに連体修飾句
を使用すると自然であるということも示している。このような現象が起きる要因は，
〈Vi＋補
助動詞〉が活用する場合は動詞述語文を形成することができるため，
（52）
（53）のように動作主
をガ標示することで中立叙述を表すことができる点にある。
（50）
⽛何の騒ぎですか？⽜と聞かれて
デモの参加者の座り込みがあったようです。
（51）
⽛事故ですか？⽜と聞かれて
自転車の飛び出しがあったようです。
（52）デモの参加者が座り込んだ。
（53）自転車が飛び出した。
5-3 Vt＋本動詞の非活用型と Vt＋本動詞の活用型
本節では，
〈Vt＋本動詞〉について検討する。
〈Vt＋本動詞〉については，複合動詞を構成す
る V1 と V2 における意味関係の影響により文の意味が生じていることを指摘する。
〈Vt＋本動詞〉の非活用型である⽛作り置き⽜は V1 の他動詞が⚒項動詞で軽動詞⽛する⽜を
ともない（54a）のように動作主と目的語の両項を用いることができる。そして，
（54aʼ）のよう
に活用すると非文になる。また（54b）の名詞述語文は不自然である。
（54c）に示すように，⚑
項のみをとり動作主が主語の場合にはガ格よりも連体修飾句として属格ノを使用する方が自然
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である。そして，目的格が主語となる場合は，
（54d）のようにガ格にすると不自然で⽛は⽜に
より主題化すると自然になり非恒常的属性叙述文となる。したがって，
⽛作り置き⽜という複合
動詞が名詞述語文の述語となった場合は動作主が主語とならず，目的語が主語となり静態的意
味を表す。
（54）a．母が夕食を作り置きする。
aʼ．＊母が夕食を作り置く。
b．???母が夕食を作り置きだ。
c．母｛??が/の｝作り置きだ。
d．夕食｛??が/は｝作り置きだ。
しかし，同じ〈Vt＋本動詞〉の非活用型である⽛試し書き⽜は，
⽛作り置き⽜とは異なる振る
舞いをみせる。
（55a）動詞述語文と（55b）名詞述語文は自然である。
（55c）のように動作主だ
けが主語になるとガ格は自然である。しかし，
⽛は⽜により主題化すると不自然となり動作主の
ガ格標示によって動態的な意味が生じる。そして，
（55d）のように目的語が主語となる場合に
おいてヲ格がガ格に昇格すると非文となり，主題化すると不自然になる。したがって，名詞述
語文における⽛試し書き⽜に関しては，動態的意味の事象叙述を表す。
（55）a．客がペンを試し書きする。
b．客がペンを試し書きだ。
c．客｛が/??は｝試し書きだ。
d．ペン｛＊が/??は｝試し書きだ。
以上から，
〈V1＋V2〉の複合動詞において V2 が本動詞の場合には，語構成が要因となり文意
味に影響が及んでいるとは言い難く，この点は V2 が補助動詞である場合と異なる。では，こ
のような現象が起きるのはなぜだろうか。それは，V1 と V2 が共に自立的な動詞であることに
よって，前後の動詞の間に意味関係が発生することに要因がある。つまり，
⽛作り置き⽜は⽛作っ
てから置く⽜という時間の幅が V1 と V2 の間にあり，一時点で認識できる動作ではない。
⽛試
し書き⽜は，
⽛試す目的で書く⽜
⽛試しながら書く⽜のように解釈されるため⽛書く⽜という動
作を表すことに変わりはなく，その様子は一時点で認識でき，眼前で描写され得る動作である。
一方で，先に検討した V2 が補助動詞である複合動詞は，V2 は意味的に V1 に取り込まれて
おり，V2 には自立性がなく V1 と結合度が高いことから，V1 の自動詞と他動詞の区別や V2 の
活用の有無が文の意味に関わっていると考えられる。この仮説に基づいて，以下〈Vt＋本動詞〉
活用型についても検討する。
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〈Vt＋本動詞〉の V2 が活用するものには，
⽛食べ歩き⽜
⽛売り切れ⽜などがある。これらは複
合動詞 V1 と V2 の意味関係の観点から，⚒つに分けられる。⚑つは，
〈V1 ナガラ V2〉型で V1
と V2 の動作が同時進行であるタイプであり，もう⚑つは，
〈V1 テ（カラ）V2〉型で V1 と V2
の動作に時間的な差が生じるタイプである。
〈V1 ナガラ V2〉型（同時進行タイプ）についてみていく。このタイプは，一時点での出来事
を認識できるため事象叙述解釈が可能となる。
（56a）の動詞述語文において⽛たらふく⽜とい
う連用修飾要素となる副詞があるが，この副詞は名詞述語文である（56b）においても述部との
共起が可能である。また，
（57）のように複合語の一部となり，属性叙述を表すこともできる。
つまり，統語環境によって静態的な意味から動態的な意味範囲を表す。
（56）a．太郎が夜市でたらふく食べ歩く。
b．太郎が夜市でたらふく食べ歩きだ。
（57）中華街は食べ歩きスポットだ。
次に〈V1 テ（カラ）V2〉型（時間差タイプ）についてみていく。このタイプは，複合動詞の
V1 と V2 の動作の間に時間的な差が生じ一時点の出来事としては認識することができないた
め属性叙述を表す。
⽛売り切れ⽜は⽛A ヲ売って A ガ切れる⽜というように分析され，V1 と V2
に意味的時間差だけでなく格のズレも生じている。このタイプの複合動詞は（58a）の動詞述語
文におい非過去の事象を表し，
（58b）の名詞述語文において状態を表す。これらは先述した⽛動
作主の意志的な動作により変化する状態⽜である。
（58）a．日本中で除菌アルコールが売り切れる。
b．日本中で除菌アルコールが売り切れだ。
5-4 Vi＋本動詞の非活用型と Vi＋本動詞の活用型
本節では，
〈vi＋本動詞〉の複合動詞について検討する。本節においても前節と同様に，複合
動詞における動詞の意味的関係から述部となる複合動詞と文の意味について検討する。
まず〈Vi＋本動詞〉の非活用型について検討する。このタイプの複合動詞の V1 と V2 の意味
関係は，主に〈V1 ナガラ V2〉型と〈V1 タリ V2 タリ〉型に分けられる。これらは一時点の出
来事として認識できるため事象叙述解釈が可能である。しかし，文脈によって静態的意味も表
わす。
〈V1 ナガラ V2〉型と〈V1 タリ V2 タリ〉型の例を検討する。
（59）
（60）は，動作主をガ格で
主語標示しており，一時点の出来事として認識できる事態である。また（61）
（62）においても
同様に事態を表している。つまり（59）
～
（62）は事象叙述文である。ただし，先述したように
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文脈によっては，
（63）
（64）のように属性叙述を表す。
（59）太郎が立ち漕ぎだ。
（60）⚗か月の子供がつかまり歩きだ。
（61）乗客が乗り降りだ。
（62）太郎が泣き笑いだ。
（63）電動スケートボードは立ち乗りだ。
（再掲（⚙）
）
（64）この居酒屋は立ち飲みだ。
（再掲（10）
）
次に，
〈Vi＋本動詞〉の活用型について検討する。この場合，複合動詞の V1 と V2 の意味関
係が（65）のように〈V1 ノ結果 V2 ニナル〉型という結果を表すタイプがある。このタイプは
一時点の出来事として認識しにくいため
⽛時間の経過で変化する状態⽜
を表す。
（66）
⽛立ち会い⽜
のような場合には，V1 と V2 の意味関係が〈V1 ナガラ V2〉型となり（66）は事象叙述として
の解釈が生じる。
（65）夏毛が冬毛に生え変わりだ。
（66）太郎が妻の出産に立ち会いだ。
5-5 名詞述語文の述語となる複合動詞のまとめ
本節では，名詞述語文の述語を形成する複合動詞由来の転成名詞を語構成と動詞の意味に着
眼して分析した。そして，これら名詞述語文が表す文の意味と述部の関係を考察した。全体的
に言えることとしては，複合動詞〈V1＋V2〉の V2 が補助動詞であるのか，本動詞であるのか
によって文の意味への影響の仕方が異なるということである。
V2 が補助動詞の場合について表⚒にまとめた。複合動詞を形成する V1 の自動詞と他動詞
の区別によって，文意味への作用の仕方に違いがある。
V1 が他動詞の場合の結論を述べる。V1 が他動詞であると他動詞が要求する⚒項がそれぞれ
名詞述語文の主語となる可能性があるが，対応する動詞述語文がない場合，動作主が主語とな
りにくく，目的語が主語になると状態を表す。例として（39c）
（40c）をあげた。また，対応する
動詞述語文がある場合は，動詞述語文が事象を表すと名詞述語文が属性叙述を表し，動詞述語
文が属性叙述を表すと名詞述語文が事象叙述を表す。
V1 が自動詞の場合の結論を述べる。V1 が自動詞で V2 が活用しない場合は，対応する動詞
述語文がなく，名詞述語文が中立叙述を表す。そして，V2 が活用する場合は，V1 が意志的な
動詞であるのか非意志的な動詞であるのかが影響している。V1 が意志的であると動態性は生
じるものの過去のある時点での出来事として解釈するほうが自然である。V1 が非意志的であ
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ると静態的な意味，状態性が生じる。動詞述語文と名詞述語文が形成され文の意味が近似する
点は V1 が他動詞の場合と異なっている。
表⚒ 5-1 節と 5-2 節のまとめ
V1 の自動詞・他動詞

V2 の活用の有無

名詞述語文の意味

動詞述語文の意味

他動詞

無し

状態（目的格が主語）

×

他動詞

あり

属性

事象

他動詞

あり

事象

属性

自動詞

無し

事象（中立叙述）

×

自動詞（意志性あり）

あり

事象

事象

自動詞（意志性なし）

あり

状態/属性

属性

V2 が本動詞の場合の結論を述べる。この場合，V2 が補助動詞の場合とは異なり V2 の自立
性によって V1 と V2 の意味関係が生じ文の意味に作用している。本稿では，
〈V1 ナガラ V2〉
型，
〈V1 テ（カラ）V2〉型，
〈V1 タリ V2 タリ〉型，
〈V1 ノ結果 V2 ニナル〉型があることに触
れた。そのうえで，事態を一時点で認識できる〈V1 ナガラ V2〉型，
〈V1 タリ V2 タリ〉型と事
態を一時点で認識できない〈V1 テ（カラ）V2〉型，
〈V1 ノ結果 V2 ニナル〉型に区別できるこ
とを指摘した。前者のタイプの複合動詞が述語になると動態的意味が生じ，後者のタイプの複
合動詞が述語になると静態的意味が生じる。

⚖．結論
本稿は，名詞述語文において属性叙述に解釈されるものと事象叙述に解釈されるものが存在
するのはなぜかという問いに対して，名詞述語文の述部が複合動詞である例を対象に，語構成
と主語標示の観点から分析・考察した。その結果，名詞述語文の意味に作用する要因が述部の
複合動詞〈V1＋V2〉における V1 の自動詞・他動詞の区別，V2 の活用の有無，V2 の本動詞と
補助動詞の区別，さらに主語標示にあることを主張した。
また，文の意味（叙述の類型）として①恒常的属性，②非恒常的属性，③状態の⽛⚑．時間
の経過で変化する状態⽜
⽛⚒．動作主の意志的な動作により変化する状態⽜を静態的意味に分類
した。そして，動態的意味は中立叙述，過去・非過去における事象，習慣的事象に分類した。
複合動詞の構造と文の意味の関係は，複合動詞〈V1＋V2〉の V2 が補助動詞であるのか，本
動詞であるのかによって異なり，V2 が補助動詞である場合には動詞形態と語構成が文の意味
に与える影響が強く，本動詞の場合は V1 と V2 の意味関係が文の意味に影響することがわ
かった。
本稿では，複合動詞が転成名詞となる条件については議論することができなかったので，今
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後分析を進める必要がある。また，日本語の複合動詞は豊富であるため今回の議論では不十分
な点があり検討の余地を残した。今後より多くの事例を検討したうえで複合動詞を用いた名詞
述語の形成と文の意味との関わりについて議論を集約したいと考えている。
（なかむら まいか・言語文学専攻）
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文脈から見た日本語の対称表現の特徴
都

賢

娥

要 旨
本研究では，発話の中の聞き手を指す表現を⽛対称表現⽜と呼ぶことを提
案しており，その中の固有名詞・普通名詞・対称詞（例：あなた・おまえ）
の違いを⽛文脈⽜という観点から考察し，各表現が聞き手（個人）を指示す
るまでの，解釈のプロセスを明らかにすることを目的としている。各表現が
聞き手を指すと解釈されるためには，話し手と聞き手はその解釈に関わる何
らかの知識や情報を持っている必要がある。本研究では，
この知識について，
加藤（2017）による発話の解釈における⚓つの種類の⽛文脈：形式・状況・
知識文脈⽜と，その中の知識文脈に関わる⽛世界知識⽜を参考に考察を行っ
た。そこから，固有名詞・普通名詞・対称詞が聞き手を指すと解釈される際，
発話のやりとりの間，義務的に保持される必要がある形式文脈は，すべての
表現において活性化されており，各表現の特徴によって，その場の物理的な
状況に関する知識としての状況文脈と，世界知識としての知識文脈の活性化
の違いが見られることが明らかになった。一方，普通名詞の中には⽛先生⽜
のように敬称としての振る舞いを見せるものがある。それに対して，
⽛店員
さん⽜は普通名詞だけでは対称表現的には使えないが，付属成分の⽛さん⽜
を付けることで聞き手を指すことになり，
敬意を示すことになる。そこから，
本研究では，付属語の敬称は，敬意を示すだけではなく，
⽛直示性を付与また
は強化する⽜機能があると主張した。
本研究での対称表現は人称ダイクシスと関係があると言えるが，人称ダイ
クシスの研究では対人語用論（対人配慮）の観点からの考察が行われること
が多く，その際，文脈という要素が深く関わってくる。本研究では，日本語
における様々な対称表現の違いを検討する 1 つの方法として，語形や用法だ
けではなく，文脈からの接近を試みたと言える。
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⚑．はじめに
本研究では，日本語の発話の中の聞き手を指す表現を⽛対称表現⽜と呼ぶことを提案し，そ
の中の固有名詞（例：山田・太郎など）
，普通名詞（例：先生・お姉さんなど）
，対称詞（例：
あなた・おまえなど）を中心に，それらの表現が聞き手を指すと解釈されるまでのプロセスに
ついて，文脈の観点から考察する。また，上記の種類の対称表現には⽛さん・さま⽜のような
敬称を付けることができる。しかし，敬称が付属成分として付加された場合と，対称表現が単
独で使われた場合の違いに関しては，まだ十分に解明されていないようにも思われる。一方，
普通名詞の中には，肩書としてのもの（例：先生・社長など）もあり，これらは敬称のように
機能するとも言えるが，この普通名詞と敬称との違いについても検討の余地があるように思わ
れる。そこで，本研究では，対称表現の聞き手指示プロセスを文脈という観点から考察し，対
称表現における敬称の位置づけとその機能についても検討する。

⚒．対称表現という用語について
本格的な考察に入る前に，本研究における⽛対称表現⽜という用語について説明する。また，
聞き手を指す表現の中には，
⽛あなた・あんた・おまえ・きみ⽜などのような 2 人称代名詞とも
呼ばれる語類もあるが，その名称についても少し触れることにする。
まず，
⽛あなた⽜などのような語類に関しては，従来の研究では，2 人称代名詞と呼ぶことが
多かった。これについて，鈴木（1973）では，日本語のには文法範疇としての人称はなく，そ
の役割を担うことばがあるだけであることを指摘し，話の相手に言及することばの総称を⽛対
称詞⽜と呼んでいる。そして，日本語の対称詞には 2 つの用法があり，ある文の主語または目
的語として用いられたことばが，内容的には相手を指している⽛代名詞的用法（pronominal use）
⽜
と，相手の注意を引きたいときや，相手に感情的に訴えたい場合などに用いられる呼びかけ語
としての⽛呼格的用法（vocative use）
⽜があると説明する。ただし，鈴木（1973）では，
⽛山田課
長⽜や⽛山田さんあなた⽜などのような 2 つ以上の種類の表現が複合した形や，さらに，
⽛山田
さん⽜
，
⽛あなたさま⽜などのような敬称が付いた形など，対称詞の中のバリエーションについ
ては特に言及していない。一方，田窪（1997）では，人称代名詞という範疇は性数格の一致の
ある言語において，その一致特性のみを担う範疇であるため，名詞と区別された統語範疇とし
ての代名詞は閉じられた語類であるのに対して，日本語の⽛わたし・あなた⽜などの人称を表
す語類は一致を求めず，必要であれば⽛ミー・ユー⽜などのように外来語からの流入も許す点
から開かれた語類であり，他の名詞類と区別する文法的理由はないと述べており，人称代名詞
の代わりに⽛人称名詞⽜という用語を提唱している。そして，それを引き継ぐ以降の研究では，
⽛わたし・あなた・かのじょ⽜のような表現について，それぞれ⽛自称・対称・他称人称名詞⽜
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と呼んでいる。しかし，日本語には人称という文法範疇がない点，また，
⽛あなた・かのじょ⽜
という表現が空間指示表現を含む点からも，そもそも人称代名詞とは考えにくく，人称名詞と
いう用語の使用にも妥当性があるのかを考える必要がある。
そこで，本研究では，従来の対称詞が指す範囲を狭め，
⽛あなた・おまえ⽜のような語類を指
す用語として用いることにする。そして，上記の 2 つ以上の種類の表現が複合した⽛山田課長⽜
や，敬称が付加された⽛山田さん⽜のような表現を包括して，日本語の発話の中の聞き手を指
す表現を⽛対称表現⽜と呼ぶことにする。この対称表現には，上記の代名詞的用法（命題の中
で助詞を伴う形の必須項）と呼格的用法（命題の外にあり，文構造の要素になっていない呼び
かけ語）があるが，便宜上，後者の方は⽛呼びかけ表現⽜と呼ぶことにする。

⚓．発話解釈における文脈と対称表現の聞き手指示プロセス
日本語の対称表現は，
（1）にあるものが極一部だと言っても良いほど，その数や種類が豊富
な方であり，そこから表現による特徴の違いが考えられる。
（1）a．山田・太郎・山田太郎・山田さん・太郎さん・山田太郎さん
b．部長・お父さん・おじさん・お客様
c．あなた・あんた・おまえ・きみ
また，
（1）にある表現がすべて同じ人物（聞き手）を指しているとする場合，話し手と聞き
手は，そのような解釈を得るために何らかの知識または情報を持っている（共有する）必要が
ある。話し手の場合，
（1a，b）の固有名詞と普通名詞で聞き手のことを表すためには，聞き手の
名前や属性などのような知識が必要になる。聞き手の場合には，自分に関する知識はあるはず
だが，
（1b）
⽛部長・お父さん⽜のように，自分に関する情報をある程度反映するが，個人をす
ぐには特定できない普通名詞や，
⽛おじさん1・お客様⽜のような普通名詞と，
（1c）の対称詞の
ように，見ず知らずの相手にも使える表現の場合には，その場の状況を話し手と共有している
必要がある。
このように，同じ対称表現であっても，固有名詞，普通名詞，対称詞のように種類（カテゴ
リー）が異なる場合，各表現が聞き手を指すと解釈されるまでのプロセスに違いがあることが

1

親戚の叔父ではなく，見ず知らずの子供などが中年男性を表す場合での使用である。これは，鈴木
（1973）による，親族名称の虚構的用法に当たるとも言える。さらに，この用法は⽛おとうさん・お
かあさん・おじいさん・おばあさん・おじさん・おばさん・おにいさん・おねえさん⽜などへの拡張
が見られる。
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考えられる。そして，その違いを考えるためには，解釈に必要となる知識・情報や文脈という
観点からの考察が必要となる。本研究の対称表現と関連するとも言える人称ダイクシスの研究
では，表現の語形や用法だけではなく，使用における対人語用論的（対人配慮）な部分も深く
関わってくる。この対人語用論的な部分を解明するためには，言葉遣いにおける規範（性別・
年齢・地域など）をはじめ，表現の選択における話し手の判断や意図の考察が必要となるが，
その際，文脈の説明を欠けることはできない。そのため，対称表現の種類による特徴の違いを
検討する 1 つの方法として，語形や用法だけではなく，文脈との関わりについても考察を行う
必要があると思われる。
そこで，本研究では，対称表現の中でも比較的使用頻度が高い方である，固有名詞，普通名
詞，対称詞を中心に，それらの特徴の違いを考える際，文脈という観点からの考察を試みる。
そのため，以下では，発話の推論や解釈に関わる記憶と知識，そして文脈について論じてい
る加藤（2017）を参考し，対称表現の中の固有名詞，普通名詞，対称詞における，聞き手を指
示するまでのプロセスの違いについて考察する。
3.1．加藤（2017）の発話解釈における 3 つの文脈
加藤（2017）では，発話の解釈に関わる要素として，
⽛記憶・知識・文脈⽜を中心に詳しく論
じており，発話の解釈または推論に関わる文脈について，以下の 3 つを設定している。
発話の解釈・推論に関わる 3 つの文脈
a．形式文脈（formal context）
2
：同一セッション（session）
の内部で言語的に具体化される発話の連続的な蓄積からなる。

原則として，セッション参加者が共有していなければならないものであり，命題の形で談話
記憶に蓄積できる陳述性の情報である。その意味では形式性・客観性が高い。ただし，談話
記憶内に膨大な量を収蔵しておくと自然的抽出が生じうる。
b．状況文脈（situational context）
：セッションの進行と時間的に平行して存在する物理的な状況についてのセッション参加者
の認知と解釈に基づく情報の集合である。原則として，
セッション参加者が共有可能であり，

2

加藤（2017）では，セッションについて⽛やりとりの開始から終了までの言語行動の全体⽜であると
述べている。さらに，セッションが開始してから，話題が転換するなど，一連の発話を内容と一貫性
と統合性などの観点からより小さい単位に区分することも可能であり，セッション内部におけるよ
り小さい単位をパラグラフ（paragraph）と呼んでおり，セッションは一つ以上のパラグラフから成る
としている。
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命題の形にすることができるが，その度合いは一定ではない。談話記憶内に収蔵される。認
識が容易なものは共有度が高く，共有も義務的であるが，容易に認識できないものは共有の
義務も低い。物理的状況が共有されていなければ，得られる状況文脈も共通されない。
c．知識文脈（knowledge context）
：セッションが開始する以前から，セッション参加者が持っている知識のうち，言語知識を
除外した世界知識（world knowledge）にあたるものである。世界知識全体が個人間で完全に
一致することはないが，共有度の高いものも少なくない。原則として命題の形で集約されて
いる膨大な知識であるが，あまりにも膨大であるために，すぐに推論や解釈に使えるとは限
らない。推論・解釈に使える状況に活性化されていないものが知識記憶領域から談話記憶領
域に送られると考える。知識記憶にあっても活性化されていない情報はすぐには解釈に使え
ない。
加藤（2017）では，形式文脈と知識文脈，また，状況文脈と知識文脈など複数の文脈を利用
して，あるいは，知識文脈の内部で推論を行うことで新たに得られる想定を二次的な文脈（高
次文脈）と見て，上記の 3 つ（一次文脈）に加えることもできると説明する。
世界知識とは，世界に関する知識のことだと理解することができて，加藤（2017）では，
⽛セッ
ションが始まる前から存在している記憶で，いわば世界に関する知識の総体である⽜と規定し
ており，以下のように，世界知識の中でも共有範囲のレベルが存在すると説明する。
世界知識の共有範囲3
a．人間として共有する普遍的知識
：⽛生き物はいつか死ぬ⽜
b．文化的知識などいくつかのレベルの共同体で共有される知識
：⽛日本ではめでたいことがあるとき，赤飯を食べる⽜
c．家族など小規模の共同体でしか共有されない知識
：⽛我が家の外食メニューは，いつも焼肉だと決まっている⽜
d．本人しか知らないような知識
：⽛昨日，誰にも知らせずこっそり買い物をした⽜
以上のような内容を参考に，
（1）のような対称表現が，それぞれ聞き手を指示すると解釈さ
れる際，文脈の活性化の段階がどのように関わるのかについて考察する。
3

各例は，
⽛生き物はいつか死ぬ⽜を除いては，筆者によるものである。
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3.2．対称表現と文脈との関係
ここでは，先ほどの（1）にあった固有名詞，普通名詞，対称詞が同じ聞き手を表していると
想定し，各表現が聞き手を表すと解釈されるまで，上記の 3 つの文脈がどのように関わってく
るのかについて考察する。
（1）a．山田・太郎・山田太郎・山田さん・太郎さん・山田太郎さん：固有名詞
b．部長・お父さん・おじさん・お客様：普通名詞
c．あなた・あんた・おまえ・きみ：対称詞

（再掲）

（1）から，聞き手である人物の名前は⽛山田太郎⽜であり，家族関係の中では⽛お父さん⽜
，
職場では⽛部長⽜の位置にあることが分かる。また，
（見ず知らずの子供などから）
⽛おじさん⽜
と呼ばれることから，中年男性であることが想定できる。以下では，
（1）にある対称表現が当
該人物であると解釈されるまでのプロセスを，文脈の活性化の段階と関連付けて考察する。
まず，
（1a）の固有名詞は，定（definite）または定記述（definite description）としての性質を
持つと言われており，これは，個人または個々の物事を⽛特定⽜できるかどうかのことである
と言える。加藤（2006）では，固有名詞について，語形と指示対象の間に一対一の対応関係が
成立し，ソシュールによるシニフィエ4 としての意味を持たないと見ることができると説明す
る。文脈との関係から見てみると，まず，発話のやり取り（セッション）の間，形式文脈は義
務的に保持される必要があるため，どの表現においても，聞き手を指すと解釈される際に，こ
の形式文脈は常に活性化されていると考えられる。一方，
固有名詞の使用によって，
⽛山田太郎⽜
という人物の特定にたどり着くまでには，聞き手が⽛山田太郎⽜という人物であることを話し
手が世界知識として有していれば良いことになる。この世界知識の共有度に関しては，個人の
周りの家族など，小規模の共同体で共有される知識範囲として考えられる5。そして，これを知
識文脈が活性化されているとすると，固有名詞を対称表現的に使用する場合，聞き手の特定ま
で必要とされる文脈の活性化の段階が，2 段階において終了すると言える。ただし，同名の他
者がいる場合には，話し手が指す人物が，
（1）の人物であることを話し手と聞き手が共有して
いる必要がある。そのためには，その場の物理的な状況についての話し手と聞き手の知識の共
有が必要となることから，同名の他者がいる場合での固有名詞による聞き手指示には，さらに

4

ソシュールは，記号としての言語をシニフィアンとシニフィエに分けており，前者は⽛表すもの⽜と
して音声，後者は⽛表されるもの⽜として意味に当たる。そしてこれらが一つの記号としての言語に
なると言える。

5

勿論，アーティストや政治家などの有名人を指す場合には，その共有範囲が広くなることが考えら
れる。
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状況文脈を参照することになり，3 つの文脈がすべて活性化されると言える。
ちなみに，もう 1 つの可能性として，話し手が聞き手の職場の中の人物である場合，聞き手
を⽛山田部長⽜と呼ぶ場合も考えられる。これは，固有名詞と普通名詞が複合された形である
が，
⽛山田⽜という部分から個人の特定ができる点から，固有名詞として扱うことができる。た
だし，
⽛山田・山田さん⽜と呼ぶ場合と比べると，話し手は聞き手が⽛山田太郎⽜という存在で
あることに加え，職場の中で⽛部長⽜という地位にあるという知識も持っていることになる。
この場合での世界知識の共有度も，小規模の共同体で共有されるものとして考えられる。
次に，
（1b）の普通名詞は，大きく家族関係を表す⽛お父さん・お姉さん⽜などのような親族
名詞と，社会的地位・肩書を表す⽛部長・先生・おまわりさん⽜などの役職名詞に分けること
ができて，親族・役職名詞という用語からわかるように，普通名詞の最も大きい特徴は，ある
⽛役割⽜を表す点にあると言える。滝浦（2008）では，普通名詞による呼称が，その人を直接呼
んでいるのではなく，その人の⽛役割⽜を間接的に表すと述べている。一方，加藤（2006）で
は，例えば⽛猫⽜という表現は，そこに含まれる指示物が個別に異なっており，異なる個体を
とりまとめて範疇を設定し，意味化する作用が見られる点から，固有名詞と普通名詞の違いは
⽛範疇化の有無⽜と言えると説明する。
また，
（1b）は，
⽛部長・お父さん⽜のように，個人の属性を知識として持っている必要があ
るものと，
⽛おじさん・お客様⽜のように，特に必要のないものに分けられる。
⽛部長・お父さ
ん⽜を文脈との関係から見てみると，話し手は聞き手が家族または職場において，
⽛お父さん⽜
または⽛部長⽜という役割・地位を持っていることを世界知識として有している必要がある。
さらに，話し手と聞き手との会話の場に，家庭での⽛お父さん⽜の役割や，
⽛部長⽜という職責
を持つ者が複数いても，話し手が指す人物が⽛山田太郎⽜という人物であることを話し手と聞
き手が知識として共有している必要があり，これは，範疇の中から個々の特定をすることと言
える。そして，そのためには，形式文脈をはじめ，知識文脈と状況文脈がすべて活性化され，
3 段階に渡っていることが考えられる。これは，先ほどの⽛山田部長⽜が固有名詞として個人を
特定できるため，同名の他者がいない限り状況文脈を参照する必要がない場合との相違点であ
ると言える。一方，
⽛おじさん・お客様⽜の場合には，個人に関する世界知識は特に必要なく，
その場の状況から，状況文脈を参照して聞き手を特定することができる。つまり，同じ普通名
詞だとしても，特定の個人に関する知識（知識文脈）の必要有無によって，聞き手を指すまで
の段階に違いが見られると言える。
最後に，
（1c）の対称詞は，相手（聞き手）を指し示す，直示（deixis）または現場指示として
の性質を持つと言われる。田窪（1997）では，話し手・聞き手という対話の役割だけが指定さ
れている直示的な語（その場にあるのを指すこと）であると述べており，これは固有名詞・普
通名詞が記述によってたまたまその発話場面で⽛山田・部長⽜に当たる特定の人物を指示対象
として決めているのに対して，
⽛わたし・あなた⽜などは直示行為によって⽛話し手自身・聞き
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手⽜を指示対象として決めているという違いがあると言える。つまり，
（1c）の対称詞の使用に
よって聞き手を指示するためには，先ほどの普通名詞の⽛おじさん・お客様⽜の場合のように
状況文脈が活性化されるが，対称詞は普通名詞のような範疇を設定することはないと言える。
ただし，対称詞の使用には，性別や年齢などといった，いわゆる言葉遣いにおける規範が関わっ
てくる。この規範に関しては，知識文脈で除外されている言語知識（語彙や統語規則に関わる
知識）として考えられるようにも見えるが，語彙の意味や統語体系の習得だけではなく，こと
ばの運用と関わり，共同体によって運用に必要な知識が異なる点から，世界知識としても考え
られるのではないかと思われる。しかし，固有名詞や普通名詞の場合とは異なり，この世界知
識がなくても対称詞自体が直示用法を持つため，聞き手の特定には基本的に形式文脈と状況文
脈だけが参照されると言える。
3.3．対称表現の聞き手指示プロセスに関わる文脈
以上，対称表現の中の固有名詞，普通名詞，対称詞を中心に，各表現が特定の聞き手を指し
ていると解釈されるまでのプロセスを文脈の活性化の段階と関係づけて考察した。その違いを
以下の表 1 にまとめる。
表 1 対称表現の聞き手指示に関わる文脈
聞き手指示に必要な文脈

固有名詞
（固有名詞＋普通名詞）

普通名詞

対称詞

形式文脈

○

○

○

○

○

状況文脈

知識文脈

○（同名他者の場合）
×

○

○（聞き手の具体的な
役割を示す場合
：お父さん・部長など）
×
（聞き手の具体的な
役割を示さない場合
：お客様など）

×

（○と×は，それぞれ文脈の活性化と非活性化を意味する）

表 1 から，対称表現の聞き手指示に必要な文脈の活性化の段階が，カテゴリー別に異なるこ
とが分かる。固有名詞の場合には，同名の他者がいる場合には，3 つの文脈がすべて活性化さ
れるが，一般的には形式文脈と知識文脈の活性化という，2 つの段階で聞き手指示のプロセス
が終了すると言える。普通名詞の中には，
聞き手の特定まで知識文脈が必要ない場合もあるが，
普通名詞の代表例とも言える親族名詞や役職名詞の場合には，それらが聞き手の具体的な役割
を示すと言えるため，聞き手に関する知識が必要となり，それに加えて，範疇の中の個人を特
定するための状況文脈と形式文脈の活性化という，3 段階の聞き手指示プロセスが考えられる。
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それに対して，対称詞は直示用法を持つため，個人の特定に知識文脈が特に必要ない点が固有
名詞と普通名詞と異なり，その代わりにその場の聞き手であるという状況文脈と形式文脈が活
性化される，2 段階のプロセスが見られると言える。

⚔．対称表現と敬称との関係について
ここでは，
（1）にある対称表現に，敬称が付いた場合の違いについて簡単に整理し，対称表
現における敬称の位置づけとその機能について検討する。敬称としては，一般的に付属語とし
ての⽛ちゃん・くん・さん・さま⽜のようなものが考えられるが，肩書としての普通名詞の⽛先
生⽜のように，自立語の表現が敬称の意味を持っている場合もあることを言及しておく。
（1）
の中で，敬称を付加できるものをまとめると，
（2）のようになる。
（2）a．山田さん・山田先生・太郎さん・太郎先生・山田太郎さん・山田太郎先生
b．お父さん・おじさん・お客様
c．あなたさま・
（あんたさん・おまえさん）
まず，
（2a）の固有名詞から見てみると，固有名詞には敬称と肩書としての普通名詞の両方を
付けることができる。敬称と普通名詞の品詞的違いとしては，敬称が自立性がない付属語とし
ての振る舞いを見せるのに対して，普通名詞は，単独にも付属的にも使えるという点が考えら
れる。また，使用対象と待遇度という側面から見ると，敬称の場合，表現の中から待遇度の違
いが見られて，
⽛ちゃん・くん⽜においては聞き手への親しみを表すのに対して，
⽛さん・さま⽜
は聞き手への敬意を表す。つまり，表現の選択によって，待遇度が調整できると言える。一方，
⽛先生・社長⽜などの普通名詞は，目上の人物に対する使用が一般的であり，これは，話し手が
聞き手の社会的役割を認識しており，両者における社会的関係を示しているとも考えられる。
このような普通名詞を敬称として付ける場合には，先述のように，聞き手に関する情報（世界
知識）が必要となる。なお，敬称を固有名詞に付ける場合には，聞き手に関する情報が必要と
なるが，これは敬称自体によるものというよりは，固有名詞の聞き手指示に関わる事項だと考
えられる。
普通名詞に関してもう少し見てみると，
（2b）の⽛お客様⽜は，敬称が付いた形ではあるもの
の，単独では対称表現的な使用ができず，その有標性（敬意の欠落）からインポライトネス（相
手への意図的な攻撃）として解釈される可能性もある。それに対して，上記の⽛先生⽜のよう
な普通名詞は，すでに敬称としての意味を含んでいるため，
⽛さん・さま⽜を付けることができ
ない。また，
⽛お客様⽜の場合には，聞き手の特定のための個人に関する知識は特に必要ない。
このことから，普通名詞による聞き手指示の際，知識文脈が必要となる表現には，敬称として
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機能できるもの（肩書）が含まれていることが分かる。
一方，野元（2019）では，McCready（2019）による代名詞代用語（pronoun substitute，話し手・
聞き手を指示する人称代名詞以外の語：野元 2019）の分析を参考に，代名詞代用語になりやす
い階層（①固有名詞，②固有名詞＋敬称＞③普通名詞，④普通名詞＋敬称＞⑤敬称）があるこ
とを指摘し，日本語の普通名詞には，
⽛先生⽜のように敬称の意味を内在しているもの（③）が
あり，
⽛店員⽜のように普通名詞だけでは代名詞代用語になれない語（④）でも，敬称の⽛さん⽜
を付ければ代名詞代用語になれると説明する6。このことから，本研究では，敬称には⽛敬意を
表す⽜という意味用法に加え，付属語として話し手や聞き手という役割を与える⽛直示性の付
与（または強化）
⽜の機能があると考える。そこで，敬称と肩書としての普通名詞の違いについ
て，以下のようにまとめることができる。
表 2 敬称と肩書としての普通名詞の比較
敬称

普通名詞（肩書）

自律性

×

○

敬意の標示

○

○

待遇度の調整

○

×

直示性の調整

○

×

世界知識の関与

×

○

最後に，対称詞に敬称が付く場合であるが，
（2c）のように，その数はごく少なく，使用頻度
も乏しい方で，使用においても性別・年齢・地域差が考えられる。そして，対称詞の単独の形
が無標の形であるため，敬称を付加することによって相手への敬意を示すことになると考えら
れる。なお，対称表現に付く付属語として，
⽛なんか・ごとき⽜などもある。
⽛さん・さま⽜の
ような敬称が相手への敬意を示すプラスの待遇としての使用であるのに対して，これらは相手
への敬意を下げるマイナス待遇（例えば，インポライトネス）を強化するための使用であると
考えらえる。
以上，対称表現に敬称が付く場合を見てきたが，本研究での対称表現において，敬称がどの
ように位置づけられているのかについて考えてみると，表 2 のように，対称表現に付属されて，
聞き手への敬意を示す一方，
⽛ちゃん・くん・さん・さま⽜のようなバリエーションからの選択
ができるため，待遇度を調整すると言える。さらに，普通名詞を対称表現化（代名詞代用語）
できる点から，直示性を付与（または強化）する役割を担うと考えられる。

6

ただし，
⽛教師⽜のように，
⽛さん⽜を付けても代名詞代用語として使えないものもある。野元（2019）
では，これについて，類義語の⽛先生⽜の存在による阻止効果の可能性もあると述べている。
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⚕．おわりに
本研究では，日本語の発話の中の聞き手を指す表現を⽛対称表現⽜とし，その中の固有名詞，
普通名詞，対称詞を中心に，各表現が聞き手のことを指すという解釈にたどり着くまでのプロ
セスを考える際，文脈の活性化の段階から考察を行った。さらに，対称表現に付く敬称の機能
についても検討し，同じく敬称としての意味用法を持つ普通名詞（肩書）との違いを整理した。
残された課題として，普通名詞の聞き手指示における，知識文脈の必要有無について少し述
べたいと思う。本研究では，聞き手の特定に知識文脈が必要となる普通名詞について，聞き手
の具体的な役割を示す表現であり，
その中には敬称として機能するものが含まれると述べたが，
敬称として機能するという面から見ると，
⽛お父さん・おまわりさん⽜のように当てはまらない
ものも考えられるため，その違いについてより詳しく分析する必要がある。また，
⽛具体的な役
割⽜という部分においてもより論理的な説明が求められる。今後は，実際の使用や用例などを
参考に，これらの点について考察を深め，対称表現と文脈，また敬称との関係をより明らかに
したい。
（と ひょな・言語文学専攻）
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発話内力の獲得における推意の役割について
─ 可能形式を含む疑問文を例として ─

李

娜
要 旨

本稿は，推意の概念を導入し，発話行為論における発話内力について議論
したものである。特に，字義通りの意味と異なる命題内容に関わるいわゆる
間接発話行為に着目した。日本語において，可能形式を含む疑問文も間接発
話行為として扱われる場合がある。例えば，
⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜
のような用法がある。これらの用法を発動するには意味の伝達が必要であ
る。つまり，1 つの発話に 1 つ以上の意味がある。そこで，本稿は推意とい
う概念を援用し，推意に関わる取り消しの難易度，慣習化，文脈への依存度
などの要素から⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜を例として分析してきた。分
析した結果，
⽛許可⽜
⽛依頼⽜は文脈への依存度が高く，取り消し可能性も高
い一方，
⽛非難⽜
⽛反語⽜という解釈は文脈に依存するが，疑問文の影響です
でに慣習化が進んでおり，固着していることがわかった。

⚑．はじめに
従来の哲学者は，文の⽛陳述（statement）
⽜機能に注目し，真偽の問題を中心として議論して
いた。それに対して，Austin や Searle を中心とした発話行為論は，発話について陳述かつ真偽
を記述するのみならず，動作遂行を表すこともあると指摘していた。このような動作の遂行を
発動する力は発話内力と呼ばれている。日本語の可能形式もこのような発話内力を有してい
る。例えば，以下のような例がある。
（1）許可：
（開店する前に，お客さんが店の入り口にいる店員さんに）
すみません，もう入れますか。
（2）依頼：
（同じ店で働いているスタッフ）
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今，レジに行けますか。
（3）非難：
（親が就職活動をしている息子に）
このままで，一流企業に入れる？
（4）反語：この厳しい状況で我慢できるのか。
例（1）では，話し手は聞き手に状況が可能かどうかを確認しながら，店に入る許可を求めて
いる。
（2）は，
⽛行くのが可能であれば，行ってほしい⽜という依頼が成立する。
（3）では，親
が非難することを通して自分の情緒を表している。
（4）は疑問文を用いながら意味的に否定の
内容を伝えるという反語の用法に解釈できる。これらの用法は，聞き手に行為を要求したり，
行動を促したりする。しかし，通常の可能形式は発話において聞き手に対する働きかける力が
ない。つまり，これらの機能は可能形式本来が持っている機能から逸脱している。Searle（1979）
では，このような命題的意味とそこから得られる発話内力と異なる発話内力の作用を持つ発話
を間接発話行為を呼んている。
発話行為論における発話内力の分析について，Austin（1962）は遂行動詞を主としており，
Searle（1969，1979）は特定の文類型に基づいて行なっていた。これらの議論は，話し手の視点
から単独の文に着目することが多く，会話全体を考慮に入れたとは言えない。しかし，Searle
（1979）は，間接発話行為について，話し手や聞き手の両方を含む会話を分析していた。では，
間接発話行為は特殊な発話内力によって起きるものであろうか。我々の日常生活において，こ
のようないわゆる間接発話行為は決して珍しいものではない。本稿では，発話行為論における
発話内力に関する分析は，会話参加者全体を含む会話状況を考慮すべきだと思う。さらに，本
来から逸脱した機能に関わる発話内力を分析するため，推意という概念の導入が必要であると
考える。第 2 節では，発話行為論を概観し，可能形式を含む疑問文の発話内力について確認す
る。そして，第 3 節では，推意の概念を整理した上で，本稿での捉え方を述べる。第 4 節では，
推意との関係から可能形式を含む疑問文から見られる⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜の用法を
議論する。第 5 節では，結論を述べる。

⚒．発話的な力と発話内的な力
Austin（1962）が提唱している発話行為論では，ことばを発することをある種の行為とし扱わ
れている。言語行為には発話行為（locutionary act）
，発話内行為（illocutionary act）
，発話媒介行
為（perlocutionary act）の 3 つがあると述べている。例えば，
⽛このようなことをしてはいけませ
ん。
⽜と発することは発話行為であり，聞き手に動作の遂行に対して抗議することは発話内行為
であり，この動作を阻止したことは発話媒介行為に解釈する。この 3 つの行為のうち，発話内
行為を発動するには発話が有しているある種の力が必要となる，この力は発話内力（illocu― 124 ―
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tionary force）と呼ばれている。Austin（1962）は，発話内行為を行為遂行動詞の種類により分類
しているが，多くの先行研究ですでに指摘されたように，発話内行為を実行するには，遂行動
詞のかわりに他の言語形式でも同様の機能を果たすことができる。遂行動詞の種類による分類
法はその後，ほとんど議論されていない。
その後，Searle（1979）は行為遂行的動詞の分類が発話内行為の分類になるという考え方を捨
て，発話内行為を発話の目的によって，
⽛断定・断言型（assertives）
⽜
⽛行為拘束型（commisives）
⽜
⽛行為指示型（directives）
⽜
⽛感情表現・表明型（expressives）
⽜
⽛宣言型（declaratives）
⽜の 5 つの
タイプに分けている。さらに，発話行為を使用することで，言語と世界との関係を決定する適
合性という考え方を示した。Searle（1979）では⽛約束⽜という発話内行為を例に，発話内力が
成立するには 9 つ1 の条件を挙げている。そのうち，全ての発話内行為を分析する際に，
⽛命題
内容（propositional content condition）
⽜
⽛事前条件（preparatory condition）
⽜
⽛本質条件（essential
2
condition）
⽜
⽛誠実性条件（sincerity condition）
⽜
4 つの要素が必要とされている。間接発話行為

について，命題内容条件をどう認定すべきであろう。Searle（1979）で述べたように，can you
reach the salt のようなものは疑問を表すより，要求を表している。つまり，間接発話行為を決
定する発話内力は本来の命題内容と異なるものから由来している。このように，従来では，発
話において字義通りの意味に由来するものと異なる命題内容から由来するものが混在してい
る。
そこで加藤（2015）は，発話内力を⽛言語形式に由来する発話的な力⽜と⽛命題内容に由来
する発話内的な力3⽜の 2 種類を分ける枠組みを提唱している。言語的な要求を言語形式に由
来する発話的な力とし，非言語的な要求を発話内的な力として扱う。例えば，冒頭で挙げた例
（2）
⽛今，レジに行けますか⽜と⽛レジに行ってください⽜とは聞き手に同様の行為要求をして
いる。しかし，
⽛今，レジに行けますか⽜における疑問文と可能形式に由来する発話的な力と⽛レ
ジに行ってください⽜における命令形の発話的な力が異なる。可能形式を用いる場合は，もの

1

9 つの条件は以下となる。S：speaker H：hearer T：the literal utterance
①Normal input and output conditions obtain. ②S expresses the proposition that p in the utterance o/T. ③In
expressing that p, S predicates a future act A. of S. ④H would prefer Sʼs doing A to his not doing A, and S
believes H would prefer his doing A to his not doing A. ⑤It is not obvious to both S and H that S will do A in
the normal course of events. ⑥S intends to do A. ⑦S intends that the utterance of T will place him under an
obligation to do A. ⑧S intends (i-1) to produce in H the knowledge (K) that the utterance of T is to count as
placing S under an obligation to do A. S intends to produce K by means of the recognition of i-1 and he intends
i-1 to be recognized invirtue of (by means of) H｀s knowledge of the meaning of T. ⑨The semantical rules of
the dialect spoken by S and H are such that T is correctly and sincerely uttered if and only if conditions 1-8
obtain.

2

訳語は加藤（2016）による。

3

全ての発話が発話内的な力を持つわけではない。
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や人が可能状態にある属性という情報を伝えている。これは可能形式に由来する発話的な力で
ある。そして，加藤（2015）が述べているように，疑問文は疑問文である以上，回答を求める
ことは聞き手に課される要求であり，理由なく回答しないわけにはいかない。本稿は，加藤
（2015）に従い，回答要求を疑問形式に直接由来する発話的な力とする。つまり，可能形式を含
む疑問文の発話的な力は聞き手に対して属性に関する回答要求である。そして，
⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜という用法は発話内的な力によって由来するものであると考える。

⚓．推意について
Searle（1979）は，間接発話行為について（5）の例を挙げていた。
（5）において，Y の発話は
陳述の発話内力を持っているものの，X に対する断りの発話内力も有している。つまり，陳述
の発話内力は言語形式に由来するものであり，断りは文脈によって得られる発話内的な力と
なっている。Searle（1979）によれば，このような間接発話行為の成立は慣習に深く関わってお
り，聞き手の推論や合理性に依存するとしている。
（5）Student X: Letʼs go to the movies tonight.
Student Y: I have to study for an exam.
発話を通して発話的な力と発話内的な力を発動するには意味の伝達が必要である。発話的な
力は言語形式に由来するため，そこに現れる意味は文脈に左右されず意味論的な意味と思われ
る。一方，発話内的な力はどのように獲得されたのであろうか。命令形のような意味論的なも
のによって発動されるものがあるが，命題内容に基づいて推論の手順を経て引き出される意味
による発動されるものもある。
（5）における断りの意味も推論から引き出されるものとなる。
このように，1 つの発話に 1 つ以上の意味がある。日常生活において，このような現象は少な
くない。
語用論では Grice が提唱している推意（implicature4）という概念がある。
（6）はその例であ
る。A は B の⽛逮捕されていない⽜という回答に対してさらに詳しく知りたいと思われる。B
の話は C が会社の誘惑を受けそうな人を表しているかもしれないし，C の同僚がよくない人と
かを表すことも可能である。しかし，どの解釈でも元の発話である⽛逮捕されていない⽜の意
味と異なっている。

4

Implicature という名詞は Grice による造語であり，動詞は Implicate である。Implicature の訳語には
⽛含み・含意・推意⽜などがあるが，本論文では加藤（2016）にしたがい，推意という訳語にする。
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（6）A から B に銀行に働いている友達 C のことについて
A：C は，最近仕事どう。
B：良いと思うよ。同僚のこと好きだし，まだ逮捕されていない。
つまり，言われたことから引き出したものは推意である。推意を得るには推論の手順が必要
だが，推論した内容は全て推意として解釈できるわけではない。Grice（1991）によると，推意
は大きく慣習推意（conventional implicature）と会話推意（conversational implicature）の 2 種類に
分けることができる。また，会話推意のうち特殊会話推意（particularized implicature：PCI）と一
般会話推意（generalized implicature：GCI）がある。特殊会話推意は発話場面において，様々な
条件によって成立するものである。Grice は協調原理5 における⽛数⽜
⽛質⽜
⽛関連性⽜
⽛マナー⽜
の 4 つの格率を用いて，特殊会話推意の成立するプロセス及び条件を解釈した。一般会話推意
は特殊推意より一般化するものであり，1 つの発話を行ってから，その発話に伴って自然に帯
びる推意を指している。例えば，X is meeting a women this evening6 という発話があれば，自然に
その女性は X の妻，母親，姉妹また親しい友人ではないという推意が発生する。一方，慣習推
意に関しては，therefore のような接続詞を例として言及したが，具体的な議論がされていない。
Grice（1991）において会話推意の成立は協調原理の存在を基にしている。その上，会話推意に
ついて次のようないくつか特徴7 がある。
（7）①取り消し可能性
②分離不可能性
③計算可能性
④非習慣性
取り消し可能性とは，引き出された推意がある種の情報の追加や文脈によってキャンセルで
きるということである。分離不可能性は，
推意は発話の内容と強く結びつき，
表現が多少変わっ
ても内容が同じであれば同じ推意が得られるということである。そして，どういう手順で推意
が得られるかが合理的に理解でき，再現できるという特性は計算可能性である。また，非習慣
性は，推論は柔軟に行われ，時に複雑な計算を行うこともあるので，規則や習慣にしたがって
推論がなされるわけではなく，自動計算されるわけでもないということである。
これらの特徴のうち，もっとも重要だと思われるのは取り消し可能性である。この点から見

5

本論文では協調原理について深く言及しないことにしており，別の機会に譲って議論する。

6

Grice（1991）
：37

7

推意の特徴に関する解釈は加藤（2016）によるものである。
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ると慣習推意は推意と見なすことが不適切ではないかと思われるが，言語とは変化しつつある
ものであるため，加藤（2016）で指摘したように，慣習推意を⽛もともと推意だった解釈が固
着して取り消せなくなったもの⽜と考えることができる。つまり，現在の会話推意は時間と共
に変化し，推意でなくなる可能性がある。ただし，慣習推意は，言語表現が表す本来の意味よ
り固着した解釈が多く用いられるため，変種した意味論的な意味として扱うことができると考
えられる。また，Grice が挙げている一般会話推意に関するの例は，特殊会話推意より社会的慣
習，あるいは異なる文化によって違う推意を得る可能性もある。そのため，一般会話推意と特
殊会話推との分類の必要性があるか否かについて検討する余地があると思われる。
Levinson（2000）は，会話推意を中心に考察している。特に一般会話推意に着目し，一般会話
推意をディフォルトの推意として扱っている。例えば，以下の例を挙げて，一般会話推意と特
殊会話推意を説明している。
（8）Context1
A：What time is it?
B：Some of the guests are already leaving.
PCI：It must be late
GCI：Not all of the guests are already leaving.
（9）Context2
A：Whereʼs John?
B：Some of the guests are already leaving.
PCI：Perhaps John has already left.
GCI：Not all of the guests are already leaving.
この 2 つの例を見ると，
（8）と（9）にある特殊会話推意は文脈への依存度が非常に高いと言
える一方，Some＝Not all という一般会話推意はほとんど文脈に依存していない。さらに，
Some＝Not all という解釈は統語的な用法にも解釈できるため，Grice が挙げている慣習推意に
関する接続詞の例と比較すると，区別は明瞭でないと言えるであろう。また，類似している現
象について Ariel（2008）で指摘したように，but は常に逆接の関係ではなく，文脈の操作によ
り，逆接ではない関係を表す場合もある。このように，従来の研究における推意の種類につい
て整理する必要がある。
本稿は，可能構文に見られる用法を中心としているため，推意に関する枠組みを再設計しな
いが，慣習推意と会話推意（一般会話推意と特殊会話推意）に分ける分類法を取らず，取り消
しの難易度，慣習化，文脈への依存度などの尺度により考察を行う。このように，推意という
概念を導入し可能構文に見られる発話内的な力を議論する。
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⚔．可能形式を含む疑問文について
可能形式が表す意味用法は，
一般的に能力可能と状況可能に分けることが多い。能力可能は，
動作主自体の能力により事態が実現する（しない）ことを表す。いわゆる，ある事態を実現す
る能力を有していることを表すものである。状況可能とは，動作主以外に外部の状況により事
態が実現することである。例えば，動作主が⽛100 メートルを 10 秒で走れる。
⽜という能力を
持っているため，この動作を実現することも潜在的に可能である。また，
⽛10 分があれば，本屋
さんへ行ける。
⽜のように動作主の能力のみならず，
⽛10 分⽜という外部の条件も必要である。
このように，非過去形の可能形式の用いることで，ある動作について潜在的に実現する見込み
があると考えられる。
日本語研究では，疑問文を形式や機能それぞれの面から規定するものがある。本稿は，可能
構文を中心としたものであるため，疑問文を形式上の特徴から判断する。形式上では，文末に
⽛か⽜で標示するまたは⽛か⽜がない場合は，上昇調で表すこともある。
つづいて，疑問文の機能について簡単に確認しておく。日本語記述文法研究会（2003）は⽛質
問⽜を疑問文の中心的な機能として扱っている。質問には，1）話し手に不明な情報があるため
判断が成り立たず，2）聞き手に問いかけることによって疑問の解消を目指すという 2 つも性質
があると述べている。この性質の内，1）を欠くのが確認要求の疑問文であり，2）を欠くのが
疑いの疑問文としている8。この 2 つの性質から見ると，1）は疑問文を用いる聞き手に要求す
る内容となり，2）は要求する動作となる。つまり，ここでの 2）の性質は疑問形式に由来する
⽛回答要求⽜という発話的な力に関わっており，1）の性質における要求内容の種類によって発
話内的な力も変わる。
以下 4.1 から，可能形式を含む疑問文から見られた⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜の用法を
中心に，推意と関連付けて議論する。
4.1 許可
許可の用法について，
⽛許可与え⽜と⽛許可求め⽜の 2 種類がある。本稿では，疑問文におけ
る⽛許可求め⽜を考察対象とする。
⽛許可⽜を求める場合では，通常動作を行う能力がなければ
動作を行う許可を求めない。つまり，許可求めの用法は，これから動作を実施することが許さ
れるかどうかを確認するこのに解釈できる。しかしながら，以下の例のように可能形式を用い
て動作主または動作対象の属性を事前確認で許可の代用となる。

8

日本語記述文法研究会（2003）では，確認要求と疑いの例文は以下となる。
確認要求：晩ご飯，すぐ食べるでしょう？
疑い：鈴木さんは間に合うかな。
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（10）
（開店する少し前に，お客さんが店員さんに）
すみません，もう入れますか。

（例（1）再掲）

（11）
（スーパーでお客さんからスッタフに）
この魚，生で食べられますか。
（10）において，話し手は自分の行為を実行することが可能かどうかという可能本来の解釈と
して聞き手に肯定または否定の回答を求める。いわゆる，可能形式及び疑問形式に由来する発
話的な力となる。さらに，
話し手は自分の行為への指示という非言語的な要求をしているため，
発話内的な力として見ることができる。
（10）が可能本来の意味として成立する場合は，動作主
自身の能力ではなく，外部の状況が関与する。いわゆる，状況可能である。また，
⽛開店時間⽜
という外部の状況は発話参加者の間に既知知識としてすでに共有されているため，動作実現に
関わる要素の内容を確認する必要はない。したがって，聞き手は話し手がそのルールや規則を
確認するのではく，ある行為を行いたいから許可を求めているという推論を行うこととなる。
このように（10）は許可に解釈できるが，可能の意味がなくなるわけではない。
（10）の発話
に対して，聞き手が⽛いいですよ⽜と答えた後に，話し手が⽛そうですか。時間前も入れんだ⽜
と言いながら入らないこともあり得るため，許可という意味が取り消しされる。したがって，
許可の意味を推意としてみることができる。しかし，キャンセルの難易度が高い。
また，
（10）は，動作主自身が能力を有しており，発話場面において状況可能の確認で許可と
解釈できる。一方，
（11）のように，可能形式を用いてある食べ物について描写するもある。こ
の場合は，単なる動作対象の属性を確認することとなり，疑問文からの発話的な力しか生じな
い。つまり，動作主の能力あるいは，動作対象の属性が不明瞭の場合では，許可という推意を
引き出す情報が足りないため，可能形式を用いて事前状況の確認のみでの代用にならない。
4.2 依頼
4.1 であげた許可求めの用法では，許可を求める動作主と行為の動作主と一致しており，話
し手となる。依頼の場合は，依頼を行う動作主は話し手であり，実際の行為を実施する動作主
は聞き手である。
（12）
（今）レジに行けますか。
（13）そこにある本，取れますか。
（14）ライター，お持ちですか。

（加藤 2015：285）

（12）と（13）を具体的に見てみると，話し手の質問に対して聞き手はまず自分が可能の状況
にあるかどうかについて⽛YES/NO⽜の回答を行わなければならない。これは疑問文からの発
― 130 ―

李：発話内力の獲得における推意の役割について

話的な力があるからである。この 2 つの発話場面では，話し手は聞き手が⽛行く⽜や⽛取る⽜
という能力があることを潜在的な事実として考えているため，発話の時点で⽛行く⽜や⽛取る⽜
の動作を行う状況が可能であるかどうかを確認している。聞き手は話し手の意図を読み取っ
て，
⽛今の状況が可能であれば，行ってほしい，取ってほしい⽜という意味を引き出すことがで
きる。この場合において，依頼の意味を通して行為要求も同時に発生している。これは発話内
的な力となる。加藤（2015b）で挙げられた例のように（例（14）
）
，属性叙述の疑問文を用いて
事前状況が成立する場合，依頼を行う条件が整う。逆に，この例を可能形式に転換することが
できない。言い換えると，
（12）と（13）について，疑問文で可能形式を用いない場合の⽛行き
ますか⽜は相手の意志を尋ねることとなり，
（13）は聞き手に対する申し出を示すことに解釈で
きる。つまり，可能形式を用いることで，元々属性を表せない動詞述語に属性叙述の機能を付
与する。このように，事前状況の確認が成立するようになる。
可能形式を用いる疑問文であれば，可能形式の発話的な力と疑問文の発話的な力が混在して
いる。すなわち，話し手は聞き手に関する属性について確認の回答が求められる。さらに聞き
手の属性に関する能力可能と状況可能の 2 種類があることは，発話内的な力が生じるかどうか
に影響を与える。動作主が能力を有していることが不明な場合は，能力可能の確認が優先され
ると考えられる。話し手は聞き手について能力が可能のであれば，可能形式を用いて依頼を表
す。このような依頼は即時的な要求であり，発話状況に強く依存する。例えば，
⽛ピアノ，弾け
ますか。
⽜と聞くと，単なる聞き手の能力を尋ねることとなる。しかし，話し手はすでに聞き手
がピアノを弾くという能力を持つことが事前に知っているかつ目の前にピアノがある場合に，
依頼という解釈に傾く。さらに，聞き手の回答によって，話し手が依頼の意味を取り消しでき
る。したがって，依頼の意味が疑問文における可能形式の推意と理解できる。
4.3 非難
疑問文における可能形式は疑問を表さない用法の内に，非難と解釈する場合がある。非難は
一般的に発話場面において聞き手がいないと成立しないと考えられる。
（15）と（16）において，このような発話に対して聞き手が回答できる場合が少ないと思われ
るため，疑問文として回答要求という発話的な力が弱くなる。
（15）と（16）の発話を通して，
話し手が聞き手あるいは今の状況について理解できないという非言語的な情緒を表出してい
る。同時に，発話における可能の意味もなくなる。聞き手は話し手がこの発話を通して⽛今，
自分の行動が不適切だ⽜
⽛状況に不満がある⽜
という非難の意味を引き出すことができる。また，
このような非難を表す発話を通して聞き手に⽛就職にちゃんとしなさい⽜と⽛自分のこれから
の行為について行為指示を要求する⽜のような非言語的な要求があると考えられる。
（15）
（親が就職活動をしている息子に）
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このままで，一流企業に入れる？
（16）いつになったら，外に出られる？
このように，可能形式を用いる疑問文の⽛聞き手に対して属性に関する回答要求⽜という発
話的な力が弱くなり，非言語的な情緒の表出という発話内的な力が生じる。さらに，非難の意
味は可能の意味より強く読み取れる。言い換えると，
非難の意味解釈は文脈に依存しているが，
取り消しの難易度が強い。つまり，慣習推意と理解できる。これは，疑問文のみで非難を表す
ことができるからである。疑問文に由来する非難という推意の慣習化の度合い強いため，可能
形式を付属することで，疑問文における可能形式から引き出される推意も強まる。
4.4 否定的陳述
疑問文には反語の用法があることは知られている。反語について，一般的に形式上は疑問文
でありながら，否定的な内容を伝えるものと規定されている（日本語記述文法研究会 2003，益
岡 2007，加藤 2015 など）
。否定的な内容を伝えるというのは否定的な陳述と言い換えられるで
あろう。次のような可能形式を含む疑問文もこのような否定的な陳述を表している。
（17）この厳しい状況を我慢できるのか。

（例（4）再掲）

（18）こんな小さい字，誰が見える？
（17）では話し手は聞き手に疑問文の形式を用いるが，実は聞き手から適切な回答を期待して
いないことが考えられる。この発話に対して，
⽛こんな状況を我慢できない⽜
（聞き手が我慢で
きない）と言いたいことを推論できる。また，
（18）は，聞き手に可能であるかどうかを確認し
ているのではなく，
だた字が小さいから誰も見えないという否定の意味を伝えている。ただし，
このような場合は，話し手が聞き手に回答を要求しないが，聞き手からある程度応答すること
が考えられる。つまり，疑問文に由来する発話的な力が弱くなった。つづいて，
（17）と（18）
を通して，話し手は聞き手に⽛我慢できない／見えない⽜ということについて，同意の承認を
求めていることと理解できる。このような同意の承認は，聞き手が行う情報処理であり，非言
語的な要求となる。つまり，発話内的な力である。
このように否定的陳述の解釈は文脈に依存しており，能力可能と状況可能との制約が考えに
くいが，可能の意味はまだ残存している。ただし，聞き手の動作に関する否定の意味も拮抗し
ており，取り消しするのは難しい。つまり，この否定的陳述はすでに慣習化している。これは，
非難の用法と同様に疑問文だけでもこの用法を有しているためである。
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⚕．まとめ
本稿は，疑問文における可能形式から見られる⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜を例として，
従来⽛間接発話行為⽜と呼ばれた用法を，推意の概念を導入し分析してきた。この 4 つの意味
は可能構文の推意となり，本来の意味より優先的解釈される。ただし，使用頻度や制限の面か
ら見ると，
⽛非難⽜や⽛反語⽜は疑問文の影響を強く受けて，慣習化が進んでおり定着している。
一方，
⽛許可⽜
⽛依頼⽜の用法は，疑問文のみならず，他の文法形式との競争も考えられるため，
慣習化の度合いは⽛非難⽜
⽛反語⽜ほど強くない。以下の表 1 で推意による得た⽛許可⽜
⽛依頼⽜
⽛非難⽜
⽛反語⽜の用法と推意に関わる要素との相対的な関係を示す。
表 1．
⽛許可⽜
⽛依頼⽜⽛非難⽜
⽛反語⽜と推意に関わる要素との関係
許可

依頼

非難

反語

取消難易度

低

低

高

高

慣習化定着度

低

低

高

高

文脈依存度

高

高

低

低

本稿では，発話行為論における発話内力を議論した際に，推意というグライス系語用論にお
ける概念を援用したが，発話参加者がなぜ推意を得られたかについて分析する必要がある。今
後，この 2 系統の理論枠組みをよく融合させるため，より深く議論したい。
（りな・言語文学専攻）
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新漢語⽛発展⽜の成立と中国語への受容1
畢

亜

莉

要 旨
⽛発展⽜という言葉は日中同形語であり，
⽛社会発展⽜
⽛経済発展⽜
⽛歴史発
展⽜のように現代日本語と中国語で日常的に使われている。しかし，
⽛発展⽜
が日本人の造語であるか中国人の造語であるか，日中の間でどのように交流
があったかに関する論考はまだ見当たらない。本稿は近代における日中両方
の辞書類とコーパスを通して調査し，その辞書記述と当時の使用実態を明ら
かにした。結果として，
⽛発展⽜は⽛日本語借形語⽜である。つまり，
⽛発展⽜
は明治初期に日本人によって創られ，明治期の雑誌や新聞，英和辞書を通し
て，中国に輸入された。そして，1912 年に中華民国の成立に伴い，国家のイ
ンフラ整備を整える必要のため，
⽛発展⽜もこの時期に頻繁に使われるように
なった。社会情勢が，
⽛発展⽜の中国での定着に大きな影響を与えたと考えら
れる。

⚑．はじめに
2
⽛発展⽜という言葉は日中同形語として⽛社会発展⽜
，
⽛経済発展⽜
，
⽛歴史発展⽜
のように現代

日本語と中国語で日常的に使われている。陳（2019：301）では，
⽛発展⽜は⽛日本語借用語3⽜

1

陳（2019：8-12）では，
⽛一般に⽛新漢語⽜の言い方は⽛洋学資料⽜によって裏付けられることがあ
るが，そこから得た語は一方では⽛訳語⽜という概念にも重なる。
⽛新漢語⽜と関わっている概念は
少なくとも由来から見てさらに⽛近世中国語⽜
，
⽛訳語⽜
，
⽛和製漢語⽜に分けられる。
⽜と指摘してい
る。

2

中国語の例は⽛語料庫在綫⽜
（現代漢語語料庫検索）による。日本語の例は⽛現代日本語書き言葉均
衡コーパス⽜による。

3

陳（2019：295）では，日中同形語に，日本からの借用語を⽛中国の古典語を用いて外来概念を訳す
ための転用⽜
⽛日本語由来⽜に限定し，
⽛発展⽜が⽛日本語由来⽜に属する。
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と指摘されている。さらに，沈（2019：273）では，
⽛発展⽜は⽛日本語借義詞4⽜の類にリスト
されており，常（2014：78）には，
⽛発展⽜は⽛古代漢籍に典拠なし⽜の類にリストされた。そ
のほか，発表された中国語における外来語研究に関する論考の中では，
⽛発展⽜は言及されてい
ない。筆者が確認した主要な外来語研究の関連文献は以下のようなものである。
5
余又蓀 1956⽝漢語詞彙⽞

高名凱・劉正埮 1958⽝現代漢語外来詞研究⽞
王力逹 1958⽝現代漢語従日語借来的詞彙⽞
譚汝謙 1977⽝日本語借用語一覧⽞
高名凱・劉正埮 1984⽝漢語外来詞詞典⽞
馬西尼著黄河清訳 1997⽝現代漢語詞彙的形成 ─ 十九世紀漢語外来詞研究⽞
荒川清秀 1997⽝近代日中学術用語の形成と伝播 ─ 地理学用語を中心に⽞
香港中国語文学会 2001⽝近現代漢語新詞詞源詞典⽞
朱京偉 2003⽝近代日中新語の創出と交流 ─ 人文科学と自然科学の専門語を中心に⽞
沈国威 2008 改訂新版⽝近代日中語彙交流史 ─ 新漢語の生成と受容⽞
では，
⽛発展⽜は⽛日本語借用語⽜であるか。もし，
⽛発展⽜は⽛日本語借用語⽜であるなら，
⽛日本語借義語⽜であるのか⽛日本語借形語⽜であるのか。また，この語はどのように造られ，
いつ，どのように中国に伝わり，どのように中国で展開をして行ったのか，本稿ではこれらの
点について実証的に明らかにする。

⚒．古い資料における⽛発展⽜
2-1 国語辞書における⽛発展⽜
まず，日本の辞書，
⽝大漢和辞典⽞
（1984-86）
，
⽝日本国語大辞典⽞第二版（2001）を調べた。
⽝大漢和辞典⽞に，
⽛発展⽜は見出し語として取り上げられていたが，その用例は取り上げられ
ていない。
⽝日本国語大辞典⽞第二版には，以下のような記述がある。
（下線が筆者による，以
下同様）

4

沈（2019：272）では，
⽛日语借义词是指词义借自日语的词⽜
（筆者訳：日本語借義詞はその意味が日
本語から借りた詞である）
，
⽛日语借形词就是词形借自日语的词⽜
（筆者訳：日本語借形語はその外形
が日本から借りた詞である）と指摘している。

5

中国語の資料を引用する際，中国語の漢字を日本語の漢字に書き直す。現在日本で使わない漢字は
旧字体で表す。
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①物事が進み，ひろがっていくこと。より低い状態から，より高く，より完全に，より分化し，
より豊かに，より複雑になっていくこと。勢いや力などが伸びてひろがること。盛んになる
こと。
＊一年有半（1901）
〈中江兆民〉附録・猟官は権利なり⽛然らば則ち我邦憲政の発展は，所謂上
之れを援き下之れを推したるの効にして⽜
＊春潮（1903）
〈田山花袋〉六⽛盛んな恋情の発展⽜
＊吾輩は猫である（1905-06）
〈夏目漱石〉一一⽛個性の発展といふのは個性の自由と云ふ意味
だらう⽜
＊新西洋事情（1975）
〈深田祐介〉
⽛民主主義⽜夫人，南アにゆく⽛日本大使館の高官が SAA の
後部座席に乗せられてしまって，抗議問題にまで発展したことがあるし⽜
②異性関係や酒などに耽って遊び歩くこと。
（例略）
⽝日本国語大辞典⽞第二版に，
⽛発展⽜は二つの意味が記述されたが，意味②は日本語特有の
意味であるために，今度の考察から除外する。本稿は意味①を対象に，考察していく。
⽝日本国
語大辞典⽞第二版に，
⽛発展⽜について四つの例が取り上げられ，その中の三つは近代6 の例で
ある。
一方，中国の辞書，
⽝辞源⽞
（1915，1920，1932，1988）
，
⽝漢語大辞典⽞
（1986-94）を調べて
みると，
⽝辞源⽞
（1915，1920，1932，1988）において，
⽛発展⽜は見出し語としては取り上げら
れていなかったが，
⽝辞源⽞
（1932）には，
⽛発展教式⽜が取り上げられている。
⽝漢語大辞典⽞
（1986-94）に以下のような記述がある。
【発展】
①事物由小到大，由簡単到複雑，由低級到高級的変化。
（筆者訳：物事が小さいから大きいへ，
簡単から複雑へ，低いレベルから高いレベルへ変化する。
）
《孽海花》第二八回：
“他们兄弟俩，各依着天賦的特性，各自向極端方面去発展。
”
毛沢東《関于正確処理人民内部矛盾的問題》一：
“矛盾不断出現，又不断解決，就是事物発展的
辩証規律。
”
劉少奇《論共产党員的修養》五：
“全世界的共产主義運動正処在迅速生長和発展的過程中。
”

6

沈（2008：3）に，日本では，
⽛近代⽜という語は普通，明治維新（1868）から第二次世界大戦終戦
（1945）までの期間を指し，中国では，アヘン戦争（1840）を近代史の始まりとし，20 世紀五四運動
（1919）までの期間を指す。近代における日中語彙交流の史実を解明するため，
⽛近代⽜という期間を
アヘン戦争の 1840 年から第 2 次世界大戦終戦 1945 年までの間に設定した。本稿は便宜を図るた
め，その期間を踏襲する。
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巴金《探索集・懷念烈文》
：
“刊物在発展，読者在增多。
”
胡采《
〈在和平的日子里〉序》
：
“革命不断前进，事業不断発展。
”
②指変化的趋势。
（筆者訳：変化の傾向）
魏巍《東方》第五部第十五章：
“根据情况発展，晚几天再到前面去。
”
柳青《銅墙鉄壁》第十三章：
“众人疑心不定地等着発展，渐渐到晌午時光了。
”
丁玲《我読〈東方〉
》
：
“従《東方》的七十几万字里，整个抗美援朝戦争的発展，是比較清楚的。
”
③拡大。
（広がっていくこと。
）
巴金《要有个芸術民主的局面》
：
“我们文艺界当前的主要工作是発展和繁栄社会主義文芸。
”
高雲覧《小城春秋》第六章：
“不久，秀苇的‘街坊訪問’発展到剑平家里来了。
”
权寬浮《牧场雪莲花》
：
“調到昆仑山牧场去了，帮助塔吉克族同胞発展畜牧业。
”
④発揮，施展。
（発揮，積極的に活動し，栄えること。
）
巴金《関于丽尼同志》
：
“他的才能没有得到很好的発展，我常常这样想。
”
曹禺《北京人》第一幕：
“他心地并不算奸悪，回国后，很想大大発展一下。
”
⽝漢語大辞典⽞
（1986-94）では，
⽛発展⽜が四つの意味に分けて記述されているが，その四つ
の意味は⽝日本国語大辞典⽞の意味①にあてはまる。また，
⽛発展⽜を例として取り上げている
のは，近代である。その中で一番古い例は，清の小説⽝孽海花⽞である。
⽝孽海花⽞は 35 話に
渡る小説であり，その第 1 話は 1903 年に刊行した雑誌⽝江蘇⽞に掲載された。
2-2 近代語辞書における⽛発展⽜
⽛発展⽜の古い例について，日本の⽝明治のことば辞典⽞
（1986）
，
⽝明治・大正・昭和の新語
流行語辞典⽞
（2002）
，
⽝現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典⽞
（2007）
，及び中国の⽝近現代漢
語新詞詞源詞典⽞
（2001）
，
⽝近現代辞源⽞
（2010）などの近代語に関する辞書を調査した。その
結果，
⽝現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典⽞
（2007）と⽝近現代辞源⽞
（2010）に，
⽛発展⽜
において以下のような例が見られた。
（1）
⽛社会発展後二漸ク発生スルヲ得シ者ナルコトヲ考フルトキハ⽜
（フェノロサ・明治十一年
（一八七八）ころ⽝政治学講義⽞三回）
（2）
⽛精神ノ発展ヲ沮折シ，
⽜
（明治十三年（一八八〇）七月⽝愛国志林⽞八号）
（3）
⽛本分ノ才性ヲ発展サセル可カラス。
⽜
（明治十三年（一八八〇）八月⽝愛国新誌⽞一号）
（4）
⽛読書ヲ禁シテ心才ノ発展スルノ道ヲ塞キ⽜
（明治十三年（一八八〇）九月⽝愛国新誌⽞四
号）
（5）
⽛家族主義を十分に発展せしめ⽜
（有賀長雄・明治十六年（一八八三）
⽝増補社会進化論⽞三）
⽝現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典⽞
（2007）
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発展 fazhan 拡大（組織，規模等）
。
1955 年 6 月《無線電》第 6 期：
“最毒辣的是钻进革命陣营，甚至钻到党内来偷窃文件，挑拨离間，
利用某些人的弱点，発展反革命組織，进行所谓‘联絡人’
‘争取人’的勾当。
”
⽝近現代辞源⽞
（2010）
以上の辞書記述によると，
⽝現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典⽞
（2007）に，
⽛発展⽜が⽝日
本国語大辞典⽞第二版の初出例（1901）より，さらに古い例として 1878 年頃フェノロサの⽝政
治学講義⽞が挙げられる。中国の近現代語辞書には，
⽝漢語大辞典⽞よりも古い例が見当たらな
かった。
2-3 漢籍仏書における⽛発展⽜
⽛発展⽜のさらに古い時代の例を検索するために，台湾中央研究院・歴史語言研究所による⽝漢
7
8
籍電子文献資料⽞
，
⽝国学大師古籍全文検索⽞
，国立国語研究所による⽝日本語歴史コーパス⽞
，

国文学研究資料館電子資料館
⽝日本古典文学大系本文データベース⽞
・
⽝噺本大系本文データベー
ス⽞
，
⽝SAT 大蔵経テキストデータベース 2018⽞を使用した。その結果であるが，
⽝SAT 大蔵経
テキストデータベース 2018⽞では，以下のような 2 例がヒットした。
（6）云緣生即是影像生也。以內外相因。更相分発展轉相見故。諸尊即是我。我亦即是諸尊。
⽛大毘盧遮那成佛経疏⽜ 第 19 卷
（7）可謂軍荼利別尊法発展增備之極。密藏中不可闕者矣。
⽛西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法⽜ 第 21 卷
例（6）に，
⽛発⽜と⽛展⽜はまだ字の単位で理解して，一語としてまだ確立されていない。
例（7）には，
⽛発展⽜が⽛西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法⽜の⽛序⽜に挙げられてい
た。この⽛序⽜は大正元年（1912 年）に書かれた内容である。従って，漢籍仏書には⽛発展⽜
に関する例はないと考えられる。
2-4 明治初期教科書における⽛発展⽜
⽝現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典⽞に⽛発展⽜の早期用例は社会政治学の講義に使われ
ていたことが見て取れる。さらに調査すると，明治初期の政治学著作，中村正直訳⽝自由之理⽞

7

歴代の漢籍 1,258 種を収録し，延べ 718,130,000 字に及ぶ漢籍全文資料庫である。

8

史，子，集，詩，儒，易，芸などの部門に渡って，20,000 種以上の漢籍を収録し，延べ 240,000,000
字に及ぶ漢籍全文資料庫である。
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（1872 年）に，
⽛発展⽜が使用されていた。
（引用の際，オコト点を略す）
（8）人世之大道理何為最要曰宜使人々得自由発展其才性自抉手眼另開生面千殊萬異各呈其美則
交相資益者日夠而福祚日崇矣○人々有己性靈萬異而萬不同各発達其獨有者特異者人生之景
象所以日進而不己也若乃以一定之規矩教道強同兆民之心思言行禁新異非常之事則人智不復
牖世道不復上歸于固陋頑愚而已矣。
⽝自由之理⽞5 巻-1（1872）
同頁に英語の説明も付いている。
The grand leading principle, towards which every argument unfolded in these pages directly
converges, is the absolute and essential importance of human development in its richest diversityWILHELM VON HUMBOLDT: sphere and duties of government.
⽝自由之理⽞5 巻-1 （1872)
これらの内容は⽝自由の理⽞5 巻の 1 の三頁目にある。上は英文で，下は漢文である。漢文は
左右に分け，中央に⽛自由之理⽜の字を大きめに書いた（原文は付図に参照）
。その英文と漢文
は完全には対応しておらず，漢文の⽛人々得自由発展其才性⽜は英文の⽛human development⽜
に対応すると考えられる。
また，
⽛発展⽜は近代における使用実態をより明らかにするため，
⽝現代に生きる幕末・明治
初期漢語辞典⽞
（2007）に取り上げられた⽝政治学講義⽞
（1878）
，
⽝愛国志林⽞
（1880）
，
⽝愛国新
誌⽞
（1880-1881）
，
⽝社会進化論⽞
（1883）
，
⽝増補社会進化論⽞
（1887）を通読し，
⽛発展⽜を含む
以下のような例も見られた。
（9）此ノ二事ハ社会ノ既ニ充分発展シタル後ニ非ザレバ起ラザル者タル也
⽝政治学講義⽞第三回 フェノロサ 訳者不詳（1878)
（10）a 凡ソ人間ノ精神能力ヲシテ十分ニ発展セシルコトナク
b 随テ天地萬事ニ涉ル所ノ精神心意ヲモ発展スルニ適シ
c 蓋シ人間ハ自由ノ動物ニシテ心思アリ智慮アリ，又想像力アリ，故ニ才性ノ発展甚タ
少キ者雖モ然カモ禽獣ノ如ク一一物ニ觸レ事ニ當リテ稍ク其感覚ヲ起スニ止リ
d 彼の事物に掩ṭせらるることなく，奪魂せらるることなくして天然の心智を発展すべ
きのみ
⽝愛国新誌⽞
（1880-1881)
（11）a 人術少しも進歩せず社會從て発展する能むさるも理の當然のミ
b 是等の事情を以て考ふるときい社會発展の原因い
c 人民の惑Ṇ殊よ深く，社會発展の際よ於ても，鬼神敬信の念い依て以て
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⽝社会進化論⽞社会学巻一 有賀長雄 （1883)
（12）a 有機体い構造の発展する者なり
b 有機体の構造発展い督制供給分配の三系を生し，各系亦一々発展するに出つる者なり
c 次に其発展して族制，神衹，儀式，政治，産業，貿易，等の事あり，又此等の物一々発
展して族制の中に父子夫婦の別
⽝増補社会進化論⽞ 有賀長雄 （1887)
例（9)-(12）から見ると，
⽛発展⽜は⽝自由之理⽞
，
⽝政治学講義⽞
，
⽝社会進化論⽞
，
⽝増補社会
進化論⽞のような明治初期の社会政治学の教科書や⽝愛国新誌⽞のような自由民権雑誌に使用
されていた。その中の⽝自由之理⽞に記されている⽛発展⽜は筆者が調査した範囲においては
⽛発展⽜の初出例であり，
⽛development⽜に対応する訳語として使用されている。
2-5 明治期の国語辞書漢語辞書における⽛発展⽜
⽛発展⽜は明治初期に教科書での使用が明らかになっているが，同時期に刊行された国語辞書
と漢語辞書9 を調べた結果，この語は登録されていなかった。調査した資料は以下の通りであ
る。
漢語辞書
⽝新令字解⽞1868，
⽝漢語字類⽞1869，
⽝校正増補漢語字類⽞1876，
⽝新Ḥ字解⽞1872，
⽝布令字
辡⽞1872，
⽝増補布令字辡⽞1874，
⽝広益熟字画⽞1874，
⽝御布令必用書引新Ḥ漢語字引大全⽞1875，
⽝初学必携大全漢語字書⽞1876，
⽝御布令新聞漢語必用文明いろは字引⽞1877，
⽝雅俗漢語字引大
全⽞1885，
⽝新Ḥ歴史字典⽞1894，
⽝明治漢語字典⽞1896
国語辞書
⽝語彙⽞1871-84，
⽝漢英対照いろは辞典⽞1888，
⽝ことばのはやし⽞1888，
⽝日本大辞林⽞1894，
⽝和漢雅俗いろは辞典⽞1888-89，
⽝日本辞書言海⽞1889-91，
⽝日本大辞書⽞1892-93，
⽝日本新辞
書⽞1895，帝国大辞林 1896，
⽝日本新辞林⽞1897，
⽝ことばのその⽞1885，
⽝増訂二版和漢雅俗い
ろは辞典⽞1892-93
2-6 19 世紀英和辞書・英華辞書の訳語
先に見たように，明治初期の教科書に⽛development⽜の訳語として⽛発展⽜が用いられたが，

9

幕末，明治開化期に，漢字漢語の使用が盛行していた。この時期に，漢語を理解しようとする要求に
応じるため，多数の漢語辞書が発行された。
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同時期の英和辞典・英華辞典でのこの語に対する解釈は，以下のようである。
1872⽝英和語林集成⽞再版（英和の部）
Develop：Arawasu, skasu, toku, hiraku
1886⽝英和語林集成⽞三版（英和の部）
Develop：Arawasu, toku, hiraku
Development：Kaihatsu, hirake, araware
柴田昌吉・子安峻 1873⽝英和字彙：附音挿図⽞
アラ

アバ

アラハシダ

ミアラハ

Develop：表ハス。発ク。 顯出 ス。発覚ス。
アラハシ

アバキ

Development：表明。発開。発覚。
柴田昌吉・子安峻 1882⽝増補訂正英和字彙⽞第二版
Develop：表ハス。発ク。顯出スル。発覚スル。
Development：表明。発開。発逹。開逹。啓発。発育。亢進。
西山義行 1884⽝英和袖珍字彙⽞
Develop：ミアラハス。トク。アスク。
Development：ミアラハスコト。ヒロゲルコト。ハツカク。
イーストレーキ著棚橋一郎訳 1888⽝和訳字彙：ウェブスター氏新刊大辞書⽞
Develop：表ハス。発（アバ）ク。発覚ス。
Development：発育，発逹，現出⽛生⽜啓発；
⽛哲⽜発達。
羅存德（Wilhelm Lobscheid）1866-69⽝英華字典⽞
Develop：表，発現，顯出，露出，顯露，発露
Development：表明者，顯出者，発露，発洩，開発者
廣其照 1899⽝英華字典集成⽞
Develop：表，露顯，発現，発露
Development：表明，発露，発洩
このように，同時期の英和辞書や英華辞書には⽛発展⽜は登録されていない。このことから
も⽝自由之理⽞を始めとする明治初期の教科書における⽛発展⽜は，当時の日本で造語された
ものである可能性が高いと考えられる。
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⚓．
⽛発展⽜の成立と定着
3-1 ⽛発展⽜の成立
⽝自由之理⽞において⽛曰宜使人々得自由発展其才性。自抉手眼。另開生面。千殊萬異各呈其
美。
⽜は漢文であり，この漢文を読み下すと，
⽛其美を呈させる。宜しく人々を得せ自由に其才
性を発展させる。手眼を自ら抉らせる。生面を另に開かせる。千殊萬異。
⽜となる。また，同教
科書に，以下のような例も見られた。
（13）a 天賦ノ才能ヲ十分完全ナルマデニ発出顕露シ極メテ崇高極メテ和平ナルトコロニ至ン
ト欲スルナリ
b 人ノ性ハ一模型ニ隨テ造レル一機関ノ如キモノニアラズ前定ノ規矩ヲ死守シ運動作用
ヲ為スモノニアラズ樹木ト雖ドモ自己ニ具フル活底ノ勢力ヲ発出シ四方ニ舒展シ自由
ニ暢茂生長セリ人
c 上帝種々ノ才性ヲ以テ人類ニ賦予シ玉フトイフコトヲ信ジタランニハソノ才能ヲ培養
シ開展スル所以ノ功ヲ盡サザルべカラズ
d コレタダ人々ヲシテ自由ニ本有ノ才性ヲ発出セシムル
⽝自由之理⽞5 巻-3
（14）後來ノ備慮ナシトイヒ自ラ照顧敬重セズトイヒ及ビ自ラソノ才ヲ発顯セズトイヘル如キ
コト
⽝自由之理⽞5 巻-4
ノビル

タカキ

（15）故ニソノ人民才智ノ開 展 スルコト速ナラズ心靈ノ 崇 高ニ進ムコト遅シ
⽝自由之理⽞5 巻-5
例（13)-(15）のように，
⽛才，才性，才能，人ノ性，才智⽜のような言葉は⽛発出，発顯，
開展，発出顯露，発出シ四方ニ舒展⽜のような言葉とも共起することがしばしば見られた。こ
れによって，
⽛発展⽜は⽛発出，発顯，開展，発出顯露，発出シ四方ニ舒展⽜と同じような意味
で使われたと考えられる。
また，
⽛発⽜と⽛展⽜について，
⽛発：⑩のびる。のべる。
⽜
（
⽝大漢和辞典⽞7 巻：1218）
，
⽛展：
②のべる。③のびる。
⽜
（
⽝大漢和辞典⽞5 巻：155）のように，両方の和訓⽛のびる⽜
⽛のべる⽜
があり，
⽛発⽜と⽛展⽜は同義語とも見られる。陳（2011：69）は，
⽛並列構造による造語の任
意性において日本語が中国語より発達していることがよくある⽜と指摘した一方，
⽛正直，偉大，
幸福，森林⽜のような並列構造も取り上げた。
⽛発展⽜という漢語の語構成から見ると並列的な
構造であるため，
⽛発展⽜は中国語より日本語としては造語しやすいと推測できるであろう。ま
た，
⽛発展⽜は⽛発～⽜型の語彙の一つとして位置付けられるが，明治期に⽛発～⽜型の語の発
達もその一つの要因と考えられる。
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3-2 20 世紀初期に英和和英辞書における⽛発展⽜
20 世紀に入ると，日本の英和和英辞書や哲学辞書に，
⽛発展⽜が登録されるようになった。そ
の登録状況を，表 1 に示す。
表 1 20 世紀初期に英和和英辞書，哲学辞書における⽛発展⽜
刊行年 著者 辞書名 辞書記述（一部抜粋）
1902 神田乃武
⽝新訳英和辞典⽞

Develop ①啓ク，啓発ス，発開ス。②発達セシム，伸暢セシム。─ vi①発
展ス，発達ス，発生，発達，発育，進化。

1910 上野陽一ほか
⽝学生英和辞典⽞

Develop 1．展開せしめる，伸暢せしめる 2．発達せしめる，発展せしめ
る，開発せしめる
Development⽛名⽜1．発達，開発，発展，開展，2．発生，発育

1911 井上十吉
⽝新訳和英辞典⽞

Hatten（発展）
n. Expansion; development.─ suru, vi. To expand; develop.

1912 井上哲次郎
⽝哲学字彙⽞三版

Development 発逹，発展，開展，展舒，進化
Evolotion 進化，発達 mental evolution 心的発展，精神発達

1918 齋藤秀三郎
Develop 【他動】
（巻き込んでであるものを） 啓く，啓発する。
（より）開
⽝熟语本位英和中辞典⽞ 発する，発逹せしむ，発展せしむ，発現せしむ
Development 【名】発逹，発育，開発，発展，発現
1919 井上十吉
⽝井上英和大辞典⽞

Develop ①発展せしむる，啓発する，開発せしむる。②発逹せしむる，進
歩さす。③進化せしむる，展開せしむる。
vi①発展する。開発する。進化する。進歩する。②開ける。顯はる。
Expand ①展開する。②十分に説明する，十分に書き記す。③発展せしめ
る④膨脹する，伸張，伸長，延長する③擴がる，大きくなる。

表 1 によると，
⽛発展⽜が最初に⽛develop⽜の訳語として登録された辞書は，1902 年神田乃武
による⽝新訳英和辞典⽞である。この辞書の⽛緒言⽜に⽛本書の編纂に関し横井時敬は主とし
て農業上の語の附譯を擔當し藤岡市助は主として電氣學上の語の附譯を擔當し有賀長雄は主と
して法律政治経済外交哲学心理教育美術上の語の附訳を担当し平山信は主として天文学上の語
の附訳を担当したり。
⽜との記述がある。有賀長雄は⽝社会進化論⽞
（1883）に⽛社会発展⽜を
何度も使用したことが前の節からわかり，
⽛発展⽜をこの辞書に登録する際の編纂者の一人とし
て有賀長雄が関係したと考えられる。
⽛発展⽜が⽝新訳英和辞典⽞
（1902）に登録されて以来，
そのほかの英和辞典も一般的に登録されるようになった。また，
⽛発展⽜が哲学用語辞書⽝哲学
字彙⽞への登録は 1912 年の三版を待たなければならなかった。
3-3 ⽝日本語歴史コーパス⽞における⽛発展⽜
以上の記述から，
⽛発展⽜は明治初期の新造語であることがわかり，明治期から大正期までの
使用状況について，国立国語研究所による⽝日本語歴史コーパス⽞を利用し，調査していく。
調査の結果は，十年毎に区切り図 1 に示す。
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図 1 ⽝日本語歴史コーパス⽞における⽛発展⽜の使用状況

⽛発展⽜が明治初期に造られた語だが，図 1 によると，1890 年までは，
⽛発展⽜は使用されて
いなかった。1890-1899 年になると，
⽛発展⽜がだんだん使用されるようになり，1900-1909 年
の 10 年間に，
⽛発展⽜の使用率が大幅に増加し，448 例に至った。また，1920-1929 年の 10 年
間に，その使用例が前の十年より減少したが，高い使用率を保っている。
次に，
⽝日本語歴史コーパス⽞の中にある⽝太陽⽞雑誌における⽛発展⽜の使用状況を調査し
ていく。この⽝太陽⽞雑誌は 1895 年，1901 年，1909 年，1917 年，1925 年の 5 年間のデータを
収録し，毎年データの量はほとんど同じであり，比較的な均衡的コーパスである（田中 2005）
。
調査の結果は図 2 に示す。

図 2 ⽝太陽⽞における⽛発展⽜の使用状況

図 2 と図 1 と比較すると，両方の上昇率が一致することが見て取れる。
⽛発展⽜は 1895 年に，
9 例が使用されたが，1909 年になると，その数がピークになり，393 例に至った。その中に，
⽛発展⽜がよく⽛国力，国運⽜のような言葉と一緒に使用され，これは明治後期に日本は対外的
な拡張主義を関係があると考えられる。
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⚔．中国語における⽛発展⽜の受容
4-1 20 世紀の英華辞書における⽛発展⽜
20 世紀の英華辞書を調べたところ，顏惠慶⽝英華大辞典⽞
（1908）
，赫美玲⽝官話⽞
（1916）
，
黄士復ほか⽝增訂綜合英漢大辞典⽞
（1948）に⽛発展⽜が登録されていた。その訳語の使用状況
を表 2 に示す。
表 2 20 世紀の英華辞書における⽛発展⽜
刊行年 著者 辞書名

辞書記述（一部抜粋）

1908 顏惠慶⽝英華大辞典⽞

Scope：I have given too much scope to my ideas of
religion 余対於宗教之思想発展過広矣
Evolution：the act of unfolding or unrolling 展開，
放発；hence, the process of growth 開発，発展，発
達；development 発達，化成，変化

1916 赫美玲（Hemeling, Karl Ernst Georg）
⽝官話⽞ Resource：Development of the rich natural-s 開闢天
生豊厚的利源 発展天然之豊厚財源
Trade：To develop- 発展商務
Develop：発展新
Development：economical- 経済発展
Evolve：
（to unfold） 把…発展開
Malleability：発展性，展性新，可捶性部定
1948 黄士復ほか⽝增訂綜合英漢大辭典⽞

Develop【他動】展，開，啟発（捲裹物）
；
（轉為）
開発，使発達，使発展，使発現【自動】発達，発
育，生発；発展，発現，発露
Development 【名】発達，発育，開発，発展，進
化；発現，表出。Development commission，
（英国
之）発展委員会

1908 年顏惠慶の⽝英華大辞典⽞では，
⽛発展⽜が⽛Scope⽜や⽛Evolution⽜の訳語として登録
されており，1916 年赫美玲（Hemeling, Karl Ernst Georg）の⽝官話⽞においては，
⽛develop⽜
⽛development⽜の訳語として，登録されている。また，沈（2008：201-202）は⽝英華大辞典⽞
，
⽝官話⽞
，
⽝総合英漢大辞典⽞について，以下のように記述している。
⽝英華大辞典⽞巻頭に⽛是編採用諸書。暨所参考。不下数十百種。有為中国教育会者。有為江
南製造局本者。有為厳氏所著本者。有為英和字典本者（訳：編纂に当たって，引用，参考にし
た本は，数十百種類を下らない。中国教育会のもの，江南製造局のもの，厳復の著書，英和字
典などである）
⽜
⽝官話⽞の preface に⽛Moder terms-largely drawn from old Chinese and the Japanese language-with
the character 新(hsin). it should be noted that many of these are now in common colloquial use.⽜
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⽝総合英漢大辞典⽞に⽛
⽝日本模範新英和大辞典⽞
（
⽝大増補模範英和辞典⽞1916，神田乃武ら
編）
，
⽝井上英和大辞典⽞
（
⽝井上英和大辞典⽞1915，井上十吉）
，
⽝斎藤英和中辞典⽞
（
⽝熟語本位
英和中辞典⽞1915，斎藤秀三郎）を参照したと明記している⽜
つまり，
⽝英華大辞典⽞
⽝官話⽞
⽝総合英漢大辞典⽞の編纂では日本語の辞書を参照しており，
⽛発展⽜を英華辞書に登録する際にも日本語辞書を参照したと考えられる。
また，日清戦争の敗北をきっかけに，中国は日本に対する関心が高まり，清国は留学生を日
本に派遣するようになった。これらの留学生たちが日本にいる間に，政治，経済，哲学，法律
などの専門書を日本語から訳出し本国に送りこんだ。その際，訳語は新たに作るより，日本製
のものを継承したケースが多い（沈 1995：3）
。それらの新語，訳語を分かりやすく説明する用
語集や新語集が出版された。その中に，留日学生汪荣宝と葉瀾共編⽝新爾雅⽞
（1903）に，
⽛釋
教育⽜の欄に
⽛從教育上推究其作用概括事物之要點。而発現新理者謂之発展教式。
⽜
⽛精神上有特殊之性質。
教育家務須発展之。匡正之。以養成其獨立之人格者。謂之個性⽜
のように⽛発展教式⽜や⽛発展⽜が用いられた。
20 世紀の中国の国語辞書，陸爾奎編⽝辞源⽞
（1915，1920）
，方毅編⽝辞源⽞
（1933）
，商務印
書館編集部編⽝辞源⽞二版（1988）
，
⽝中華大字典⽞
（1935）
，
⽝最新支那語大辞典⽞
（1935）を調
べたところ，
⽛発展⽜はどの辞書にも登録されていなかった。しかし，
⽝辞源⽞
（1932 年編丁種続
編国難後第 1 版，1933 年編続編丁種一冊）には，
⽛発展教式⽜が登録された。その記述は以下の
ようである。
【発展教式】教授法式之一。教授時由推究之作用。該括事物之要點。而使其真理法則豁然著明。
謂之発展教式。如教授修身。由實例以発見道德上之規則。教授国文。由文字中抽取文法。教授
美術。由実地之問題発見其法則等皆是。
10
11
また，王雲五⽝王雲五大辞典⽞
（1939）
，
⽝王雲五小辞典⽞第二次增訂（1948）
に，
⽛発展⽜は

見出し語として登録された。その記述は⽛発展：発達展揚⽜のようである。
⽝王雲五大辭典⽞

10

⽝王雲五大辞典⽞初版は 1930 年である。北海道大学附属図書館を利用し，検索できたのは商務印書

11

⽝王雲五小辞典⽞初版は 1931 年である。北海道大学附属図書館を利用し，検索できたのは商務印書

館 1939 年版である。
館 1948 年第二次增訂上海第三九版である。
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（1939）の⽛序⽜に⽛本書的目的在供高中以下高小以上程度一般人的参考⽜と記述され，
⽝王雲
五小辞典⽞
（1948）の⽛序⽜に⽛在本書內，我仍然注重上述的三条件，而以小学生的種種読物為
対象，
（略）凡小学生読物中一切常見的詞語，莫不搜羅在內。因此本書分量雖然僅及大詞典五分
之一，然於小学生読書求解的困難，已完全給與相当的解決。
⽜と記述されていた。つまり，この
時期に，
⽛発展⽜が中国の教科書に一般的に使われるようになったと考えられる。
⽛発展⽜が正式的に中国の国語辞書に登録されたのは，1936 年全国国語教育促進会審詞委員
会編⽝標準語大辞典⽞である。その辞書記述には⽛発展：拡大勢力範囲⽜である。
4-2 ⽝近代報刊数据庫⽞における⽛発展⽜
12
近代中国語における⽛発展⽜の使用状況について，さらに⽝近代報刊数据庫⽞
を利用し調査

する。その結果，
⽝近代報刊数据庫⽞の中での⽛発展⽜の初出例は 1902 年の⽝新民叢報⽞であ
る。1902 年⽝新民叢報⽞の第 3 号，第 11 号に，
⽛発展⽜を用いた 2 例がある。その 2 例は以下
の通りである。
（16）今日支那渴望教育機運殆将発展我国先事而制其権是不可失之機也
⽝新民叢報⽞第 3 号 1902 年
（17）此二書皆据史上之事実敘萬国文明之変遷已明歷史発展之由来故最重事実之原因結果
⽝新民叢報⽞第 11 号 1902 年
⽝近代報刊数据庫⽞には，20 世紀前の新聞雑誌も多数収録されているが，その中に⽛発展⽜は
見当たらなかった。
⽝新民叢報⽞は，1902 年に梁啓超が主筆し，横浜で創刊された雑誌である。
また，李（2018：314）に，
⽛梁启超在对日语作出積極評価的同時，亲自在所著的文章中使用了
大量的日语借詞⽜
（筆者訳：梁啓超は日本語に積極的な評価をするとともに，自分の文章にも多
数の日本語借用語を使用した）との指摘があり，
⽛発展⽜の使用は日本と密接な関係があると考
えられる。
1903 年になると，
⽛発展⽜が⽝新民叢報⽞にだけではなく，
⽝大公報⽞
（天津版）
，
⽝湖北学生界⽞
，
⽝浙江潮⽞
，
⽝国民日日報彙Ἣ⽞の中にも確認された。
⽝湖北学生界⽞と⽝浙江潮⽞はそれぞれ湖
北省，浙江省の留学生たちにより 1903 年に，日本の東京で創刊されたものである。
1903 年の⽝湖北学生界⽞に，
⽛発展⽜が含まれた 8 件の記事をヒットした。そのうちの 2 件，
⽛世界政策⽜
⽛内治外交二大争斗時代⽜の記事に，
⽛発展⽜が合計 33 回に使用されていた。その

12

香港で刊行された⽝遐邇貫珍⽞
（1853-1856）
，北京で刊行された⽝順天時報⽞
（1901-）
，天津で刊行さ
れた⽝大公報⽞
（1903-）
，上海で刊行された⽝申報⽞
（1872-1949）など，清末から中華民国初期にか
けての新聞雑誌資料庫である。
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内訳は，1903 年第 1 号の記事⽛世界政策⽜に 8 回，第 6 号の記事⽛内治外交二大争斗時代⽜に
25 回である。また，
⽛世界政策⽜という記事の題目の後ろには，
⽛訳太陽報語気悉照日人原著⽜
と明記されており，一方⽛内治外交二大争斗时代⽜という記事の題目の後ろにも，
⽛訳太陽報⽜
と明記されていた。つまり，両方の記事は⽝太陽報⽞から訳したものである。この⽝太陽報⽞
は 1895 年から 1928 年にかけて，日本の博文館が刊行した日本初の総合雑誌⽝太陽⽞であると
考えられる。
また，1903 年の⽝浙江潮⽞に，
⽛発展⽜が含まれた 8 件の記事がヒットした。そのうちの 3 件
は，
⽛東報時論⽜欄と⽛東報隨訳⽜欄からの記事である。その内訳は，
⽛発展⽜が第 1 号⽛東報
時論⽜欄の記事⽛世界政策⽜が 10 回，第 6 号⽛東報時論⽜欄の記事⽛経営上之憂患日本当発展
国力於海外⽜が 3 回，第 7 号⽛東報隨訳⽜欄の記事⽛東欧問題與極東⽜が 2 回，合計 15 回に使
用されていた。また，記事⽛世界政策⽜の著者は日本人の渡邊国武であると明記されている一
方，記事⽛東欧問題與極東⽜には⽛訳国民新聞⽜と明記されていた。この⽝国民新聞⽞は，日
本人徳富蘚峰が 1890 年に創刊した日刊新聞であると考えられる。
⽝大公報⽞
（天津版）は，1902 年に上海で創刊されたものだが，1903 年 4 件の記事の中に，1
件が⽛日本大阪朝日新聞⽜から翻訳されたのもので，2 件が日露戦争の時に天津で発行された邦
字新聞⽝北清新報⽞から翻訳されたものである。それぞれ 1 例ずつを取り上げる。
（18）北清新報云伝聞前次旅順会議之結果俄陸相庫楽巴根與㚽伊烏総督所謂俄国之武斷断等皆
謂日本之陸軍（略）揮其充分手段発展無余地不可強為戦争云
⽝大公報⽞第 423 号 1903 年
（19）春秋万法記於始幾何万象起於點人生百年立於幼幼稚時代之根基不善則長大之劣萠之根基
何以善能即生初之霊機発展之拡充之則善雖然襁褓之兒
⽝湖北學生界⽞第 6 号 1903 年
（20）国際礼讓之觀念日益発展而国際刑法亦以利害共同為目的
⽝浙江潮⽞第 8 号 1903 年
（21）美国脫去孟祿主義而採用帝国主義以來海事之発展亦不可言
⽝国民日日報彙Ἣ⽞第 3 集 1903 年
以上の分析から見ると，
⽛発展⽜は最初は中国の雑誌，
⽝湖北学生界⽞
⽝浙江潮⽞で集中的に使
用されていた。また，
⽛発展⽜が頻繁に使用された記事の著者は日本人であり，記事のソースも
日本の新聞雑誌からである。
1903 年以後になると，
⽛発展⽜がさらに，
⽝東方雑誌⽞
⽝民報⽞
⽝大同報⽞
⽝神州女報⽞
⽝中国新
報⽞
⽝四川⽞
⽝国風報⽞
⽝図書日報⽞
⽝婦女時報⽞
⽝庸言⽞
⽝正誼⽞
⽝繁華雑誌⽞
⽝大中華雑誌⽞
⽝新青
年⽞
⽝進步⽞などの刊行物に取り上げられた。これらの刊行物は，ほとんどは革命の宣伝或いは
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社会の改善を提唱するものである。つまり⽛発展⽜はよく政治関連のものに使用されていた。
13
次に，近代中国国内に影響力があった総合刊行物⽝申報⽞
（1872-1949）を対象に，
⽛発展⽜

の使用状況を考察していく。その使用状況を図 3 に示す。

図 3 ⽝申報⽞における⽛発展⽜の使用状況

⽝申報⽞は，1872 年から発刊したものである。しかし，
⽛発展⽜は 1904 年から，
⽝申報⽞に使
用されたことが図 3 に見て取れる。よって，20 世紀前に⽛発展⽜は一般的には使われていなかっ
たことが考えられる。
⽛発展⽜は 1904 年に初めて使用されてから，毎年右肩上がりに上昇して
いった。
1912 年になると，
⽛発展⽜の使用例が急増し，その後も高い上昇率を保っている。1912 年に，
⽛発展⽜の使用が急増した原因は重大な歴史事件，中華民国の誕生と考えられる。1912 年の用
例を調べると，
⽛発展⽜が度々⽛党務，党勢，政党，国，国力，国家，新民国⽜のような言葉と
共起し，国や政党のような組織が規模を拡大するという意味を持っていた。また，
⽛発展⽜が⽛経
済，国際貿易，農林，生産，実業，市場，銀行⽜のような国民生活と密接な関係がある農林工
商の言葉と⽛航海，航路⽜のような国家のインフラ整備と共起する。それ以外に，
⽛公權，民權，
農林種植法，司法⽜のような法律や国民の権利を表す言葉とも共起する。これらのものは，い
ずれも国や政党のような組織を作るために，欠かせないものである。
⽛発展⽜がこの時期に頻繁
に使われたことが，その後中国での普及にも大きな影響をもたらしたと考えられる。
以上から見ると，
⽛発展⽜が 1903 年に，
⽝湖北学生界⽞
⽝浙江潮⽞での頻繁使用と 1912 年中華
民国成立の時の頻繁使用によって，中国において一般的に使用され，その後も英華辞書や国語
辞書にも登録されるようになったと考えられる。

13

朱（2018）では，
⽛申報 1872 年創刊于上海，1949 年停刊，77 年間共出版了 27,000 期，是中国近代創
办最早，存続時間最長和最具影响力的中文日報⽜と指摘している。
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⚕．まとめ
本稿は⽛発展⽜が日本での成立と中国語への受容について考察を行われた。結論をまとめる
と，以下のようになる。
一，
⽛発展⽜は日本人による造語である。
⽛発展⽜の初出は，1872 年中村正直による⽝自由之理⽞
であり，最初に⽛才性を発展させる⽜
⽛心智を発展する⽜
⽛社会を発展する⽜のような形式
で使用された。また，
⽛発⽜と⽛展⽜両方は同義語であるため，日本語として造語しやすい
と考えられる。
二，
⽛発展⽜は⽛日本語借用語⽜で，
⽛日本語借形語⽜である。20 世紀初期に，留日学生たちに
より創刊された刊行物や同時期の英和辞書を参照した英華辞書を通して，
⽛発展⽜が中国へ
輸入された。
三，1912 年に中華民国の誕生によって，
⽛発展⽜が頻繁に使用され，このことは⽛発展⽜が中国
での使用や国語辞書での定着に大きな影響を与えた。
（ひつ あり・言語文学専攻）
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東京都議会速記録に現れる雑談の研究
─ 交感機能の観点からの分析 ─

肖

潔
要 旨

本研究では，交感機能という語用論的観点から雑談の分析を試みた。雑談
の本質を見極めるために，話し合いの本題の特徴（形式内容と機能）と対比
することで雑談の特徴をとらえた。分析対象として，制度的場面に現れる雑
談を選択し，雑談の表現形式と役割を考察した。分析データは東京都議会速
記録 2020 年（新型コロナウイルス感染症対策補正予算等審査特別委員会）を
使用した。
本研究では，先行研究を踏まえながら，雑談の定義と判別方法を提案し，
雑談の種類及び交感発話との関係も論じた。雑談は，話し合いの本題から逸
脱した，交感機能をもつ自由な談話である。雑談の判別には会話の協調原理
と交感機能という二つの指標がある。そのなかで，交感機能は雑談の重要な
役割であり，会話進行中の雰囲気調整に不可欠な話題であることが明らかに
なった。雑談の役割は有効な情報伝達をするよりも，安定的な会話状況を作
ることに重点があると言えよう。会話中に雑談をすることは，会話の課題を
遂行するのには役立たないが，相手と積極的に共感を形成し，近しい関係を
構築することができる。とりわけ，議会のような制度的場面においては，自
己開示，話の脱線などのような雑談的な発話を本題に挟むことによって，議
会の雰囲気が和み，話し合いを活発に進めることができるとみられる。ただ
し，雑談には幅広い表現例が含まれているため，実際の用例によっては交感
機能が強いものから弱いものまで漸次的に存在するのである。また，形式内
容面では，雑談は本題との関連性と聞き手にとっての情報価値の有無と関係
することが分かった。雑談の内容が聞き手にとって知らない可能性が高けれ
ば高いほど，有効な雑談となるのである。本研究では，東京都議会のような
制度的場面では，肩書や年齢を超えた参加者の間に，雑談はどのような形式，
どのような役割をもって出現したのかを示した。
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⚑．はじめに
文化人類学者の Malinowski（1923：149-151）が，はじめて⽛交感機能⽜
（phatic communion）
という用語を提唱した。これは，目的のないゴシップ，機嫌伺いや天気の話，極明らかなこと
を確かめ合う言葉，自由（free）で目的性がなく（aimless）
，単なる社交（social intercourse）の
ために使われる（Malinowski 1923：149）
。この種類の言葉は，情報内容の伝達よりも，共同の感
情を確立するために存在するものである（Malinowski 1923：150）
。そして，安定的にやりとり
できる状況を作ったり保持したりすることに重点を置くものである（加藤 2004：112）
。雑談（ス
モールトーク）は，このように人間関係の構築や維持をするために，深刻な話題を避けて，まっ
たく重要でない（情報的価値の乏しい）話題について話すことという（林 2008：149，加藤 2016：
42）
。
一般的に，雑談は，主に私的場面での友人とのおしゃべりや，公的場面での初対面時の自己
紹介のことだと認識されている。しかし，雑談の形式はそれだけにとどまらない。公的場面あ
るいは制度的場面での会話の中心部（本題）においても雑談のような例がみられるのである。
このことから，雑談は，判定基準とその目的が判然としないという問題がある。これまで，雑
談に関する研究は少なくないが，これらの問題点が解消されたとは言いがたい。本研究では，
従来とは異なる角度から出発し，交感機能という語用論的観点から雑談をとらえることを試み
る。また，雑談の本質をとらえるために，特定の課題を持つ会話の対立面から雑談の特徴を見
極めることを考える。したがって，考察対象は，議会のような公式的な談合における雑談にし
た。なお，実地調査の条件が制約されているため，本研究は，東京都議会における会話データ
を着実に記録した速記録を考察し，雑談の特徴及び役割を明らかにすることを目的とする。

⚒．先行研究
雑談そのものについての論考は多くないが，村田・井出（2016）の序章では，筒井（2012：
33）で述べた⽛特定の達成すべき課題がない状況において，あるいは課題があってもそれを行っ
ていない時期において，相手と共に時を過ごす活動として行う会話⽜という雑談の定義を基点
として，雑談と雑談でないのを区別する上での三つの指標を挙げられている。
一つ目は，
⽛その会話が起こる状況下で⽝特定の達成すべき課題⽞があるかないかという問題⽜
（村田・井出 2016：ix）である。要するに，ある文脈における発話がタスク遂行を目的としてい
るのか，それとも対人関係調整に重点を置き，会話参与の場の空気を作ることを優先している
のかという違いである。二つ目は，
⽛会話の起きる場の性質としての⽝場所性⽞
⽜
（村田・井出
2016：ix）のことである。雑談は，公的でフォーマルな場というより，私的でインフォーマルな
場で生じる会話だという。そして，三つ目は，
⽛雑談と正談1 では話し言葉の形式に伴って会話
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スタイルが異なることが挙げられる⽜
（村田・井出 2016：x）のである。例えば，正談はより形
式的で定型的な表現や専門用語が用いられることが多いのに対して，雑談はユーモアを伴い，
面白さを優先し，時には誇張や虚言も許される向きがあるということである。これらの定義と
判別指標は雑談の概念をおおまかにとらえることができる。しかし，日常自然会話の分析に適
応させると，未だ不十分なところがある。
また，堀田（2016）は，裁判員裁判という特殊なコンテクストにおける雑談を分析する際に，
⽛雑談度⽜
（堀田 2016：11）という観点を提示している。
⽛雑談には，極めて雑談らしい雑談から
非雑談的なものまでが，漸次的に存在する⽜
（堀田 2016：11）という考えは示唆的である。そし
て，雑談度を見極める指標として，Grice（1975）の協調の原理を援用するという視点を提供し
た（堀田 2016：9）
。ただし，雑談の判別方法においては，主に関連性（関係性）の公理と様態
の公理の違反に着目している。
加えて，村田（2016）は，Holmes（2000）の定義を援用し，
⽛雑談を⽝正談⽞
（話し合いの本
題についての談話）
と対比して，
⽝話し合いの本題から逸脱した話題で対人関係機能をもつ談話⽞
と定義する⽜
（村田 2016：55）
。
話し合いの本題 ─ 話し合いに関連する話題 ─ 社交的な話題 ─ 交感的言語使用
（あいさつなど）
▲

─ 雑談 ─

▲

正談

図⚑ 雑談の定義（村田 2016：55）

村田（2016）は，雑談は正談から逸脱したものだと明確に述べている。図⚑によると，雑談
は交感的言語使用，社交的な話題と話し合いに関連する話題までに入ると位置付けている。た
だし，村田（2016）の分析では，主に本題に入る前にある参加者同士の自己紹介を行う点に着
目している。

⚓．雑談の定義と判別方法
本節では，先行研究の記述を踏まえて，雑談の定義と判別方法について論じる。会話の協調
原理から考えると，話者の発話がその時点で参加している会話の受容済みの目的や方向性に求
められるものにする必要がある（加藤 2016：10）
。そして，その発話には，具体的に（⚑）量
（⚒）質（⚓）関係性（⚔）様態という四つの原則がある。この四つの原則は，過不足ない量の
情報を提供し，正しい（と思う）ことを伝え，大事なことを述べ，分かりやすく表現するとい
1

村田・井出（2016：ix）では，雑談に対する目的遂行型の会話を仮に⽛正談⽜と呼んでいる。
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うことである（加藤 2016：11）
。
⽛正談⽜
（村田 2016：55）は，話し合いの本題に入っているた
め，常にこの四つの原則に従って会話を遂行している。
それに対して，雑談は，正談と逆の特徴を持っている。雑談は，情報量が不定で，ある程度
のストーリー性がある可能性がある。そして，場合には虚言や冗談，誇張も許され，進行中の
話題との関係性も薄く，重要でない話をするのである。さらに，話者は論理的な表現を用いる
とは限らない。正談は緊張して，まじめに話し合う発話であるのに対して，雑談は緩和して，
自由に交流できるものである。雑談の発話は会話の効率性を重視しないが，会話の場の雰囲気
を和ませることができる。それによって，会話の緊張感が緩和され，後続の会話も順調に進め
られる。会話において，雑談と正談は常に交替して出現している。雑談は，安定的な会話状況
を作るために存在するといっても過言ではない。このような，会話において会話参加者の共感
を生じさせ，会話の雰囲気の調整に役立っている機能は交感発話に通じる交感機能である。
よって，上記の説明をまとめると，雑談の特徴を以下表⚑のように示すことができる。
表⚑ 正談と対比した雑談の特徴
会話の種類と性質
形式内容

雑談

（⚑）量

過不足あり

不定

（⚒）質

真実で正しいこと

虚言や誇張的な話

（⚓）関係性
機能

正談

有

有～無

（⚔）様態

簡潔で分かりやすい

論理的でない

交感機能

弱い（効率性優先）

強い（共感性優先）

雑談は，正談のように会話の協調原理に従うとは限らない。形式内容においては，会話協調
原理の四つの原則から逸脱している。まず，情報量が場合によってやや多く，正しいことを言
うとは限らない。参与している会話の話題から脱線して，
関係性の薄い話に転じることもある。
また，雑談は常に要点を述べることでもない。不明瞭な冗談のような口調で発話するのが雑談
の特徴である。そして，機能面においては，伝達の効率性よりも，対人配慮上の共感性を優先
して遂行する。このように，雑談を判別するためには，上記の形式内容と交感機能という両方
の視点から見極めるべきである。ただし，形式内容における四つの特徴は必ずしもすべて揃え
る必要はない。そのほか，交感機能はもっとも重要な判別指標である。すなわち，話者の発話
は，話題に関係したタスクを遂行する目的を強く持っているか，それとも単なる会話の場の雰
囲気を醸造するために自由に行うものなのかによって会話の類別が異なる。雑談は後者のもの
である。
本研究では，村田（2016）の定義を踏まえつつ，形式内容面と機能面から考え，雑談の定義
を下記（⚑）のように提案する。また，図⚒に示しているように，雑談は会話において，挨拶
のほかに，本題（正談）と補い合う形で存在している。また，雑談と本題の間に点線で丸を付
― 156 ―

肖：東京都議会速記録に現れる雑談の研究

けている部分は雑談と本題が共通している部分である。この共通部分は雑談であるが，雑談の
話題が本題と関連している箇所を指している。加えて，長時間の会話において，雑談から本題
に戻ったり，本題から雑談に移ったりというように常に交替して出現するパターンが見受けら
れる。
（⚑）雑談は，話し合いの本題から逸脱した話題で，交感機能を持つ自由な談話である。
（村田 2016：55 より加筆）

図⚒ 会話における雑談の位置づけ

⚔．雑談の種類
以上のように雑談の概念を明らかにした。本節では，
雑談の種類について考察する。雑談は，
インフォーマルな友人・家族間の会話場面において生じるのみならず，フォーマルな会議の場
でも行われることがある。本研究では，雑談を二種類に大別できると考える。この区分は，会
話場面がフォーマルかインフォーマルかの区別ではなく，会話の遂行目的を分類の大前提とし
ている。一つは，社交の場における雑談である。これはフォーマルな場面での親睦会，送別会，
ミーティングの途中の休憩時間や，インフォーマルな場面での友人のおしゃべりなどに常に見
られる会話である。このような場面は，特段何かの課題を解決する目的を持たず，人間関係に
おける感情を交流するためにわざわざ設定された雑談場である。もう一つは，特定の課題を持
つ場面における雑談である。これはインタビュー，討論，会談などといった課題遂行目的を持
つさまざまな⽛制度的⽜
（institutional）
（村田・井出 2016：x）な場面であるが，初対面時会話の
開始部にある自己紹介が雑談類に属するほか，会談進行中でも話題の脱線や本題と関連してい
る自己開示のような雑談的な会話が生じることがある。ただし，雑談の度合いが異なることに
留意する必要がある。よって，本研究は，堀田（2016）の⽛雑談度⽜という観点を用い，雑談
の種類を下記図⚓のようにまとめる。
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図⚓ 雑談の種類

ここでの社交的な場における雑談は交感機能がもっとも強く，
雑談の度合いももっとも高い。
その次に，明確な課題を遂行する目的がある制度的な場における雑談がある。前者を A（社交
的な場）とし，後者を B（制度的な場）とする。B については，さらに⚓つに小区分することが
できる。まず一つ目は，会話の開始部にある自己紹介の部分について，この部分は会話参加者
がお互いの存在を認め合い，後続の会話を順調に進めるためにアイスブレーキングをしている
のである。自己紹介は，主に会話参加者と親和度を向上するために存在するものであるため，
交感機能は比較的強く，雑談の度合いも高いと考えられる。二つ目は，会話の中心部に現れる
本題からの脱線の部分であるが，この部分は会談の進行中によく見られるものである。会話参
加者が疲れた時，難問が出て話が進まない時，話者自身の経験の話に移ったり，笑い話や冗談
を言ったりして，話題の重心を一時的に副線（会話の本線に対する）のほうに移動させている。
そうすることによって，会話参加者を重々しい雰囲気から解放し，後続の会談も滑らかに進め
ることができる。ただし，会談進行中の脱線は一時的なものなので，内容面の情報性があまり
なく，雑談度が比較的低いものもある。三つ目は，本題と直接関わっていないが，雑談の話題
が本題と関連しているような発話である。このような発話は，参加者間の交流を促すという役
割を担うだけではなく，
本題につながりさらなる意見交流の促進にもつながる工夫でもある
（村
田 2016：66）
。
加えて，雑談は限られた場面に現れるものではなく，社交的な場であろうと，制度的な場で
あろうと，雑談や雑談的な会話が生じることがある。よって，雑談を判別する時には，交感機
能と連動しながら，極めて雑談の度合いが高いものから低いものまで連続的な見方でとらえた
ほうがいいと考える。
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⚕．制度的場面に見られる雑談とその役割
5.1．分析
本研究では，雑談の構成とその機能に焦点を当て，討論・会談という制度的な場における雑談的
な会話を取り上げて分析する。会話データの素材は東京都議会によって公開された速記録をもとに
している。調査会議は 2020 年⚔月 21 日に行われた⽛新型コロナウイルス感染症対策補正予算等
審査特別委員会⽜である。会議の出席者は 18 名の委員と知事から各部署の局長までの 14 名であ
る。会議の目的は付託議案の審査（質疑・決定）である，委員長が司会をし，各委員より聴取した
議案の内容に関連する問題点について質疑を行い，理事者より答弁が行われる形式である。議題
としては，東京都一般会計補正予算や東京都における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者
の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例等である。
会議では，質疑と答弁をする会話参加者が初対面（実際に会話をするのが始めてであること）
かそれに近い状態で所属も年齢も多様である。このような緊張感のある会議の場で，雑談はど
のように行われ，どのような役割を担っているのだろうか。本節では，このようなポイントか
ら考察を進めることとする。次は⽛委員会の速記録 ─ 新型コロナウイルス感染症対策補正予
算等審査特別委員会速記録第二号⽜
（以下は⽛速記録第二号⽜と略称）に現れた会話例である。
（⚒）
【A 委員】 都民ファーストの会東京都議団を代表し，B 知事，そして教育長並びに関係
局長に質問させていただきます。
質問に先立ちまして，新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられました方々に心
から哀悼の意を表します。
（…祝福，感謝の言葉など，中略）
緊急事態宣言から二週間がたちます。この一月余り，都民にとって大変厳しく，つらい苦し
ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

ㅡ

い日々が続いています。B 知事が超人的な活動をされておられることは心強く思っております
が（001）
，新型コロナウイルス対策はこれからが正念場であります。
知事も民意により選ばれた都知事でございますが，私たち議員も都民により民意で選ばれた
都議会議員であります。都民の代表であります。毎日のように，私たちのもとには都民の命や
健康，そして暮らしや雇用にかかわる大変悲痛な叫びや声が届いています（002）
。この都民の
負託にしっかりと応えるべく，B 知事並びに教育長，そして関係局長に質問をさせていただき
たいと思います。
（…中略）
まず，今回提出されました補正予算の基本的な考え方について，知事の予算案に込められた
強い思いもあわせて伺いたいと思います。
（速記録第二号 2020）
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このような公開された堅苦しい会議では，参加者の会話スタイルも⽛です・ます⽜体よりも
より丁寧な言い方が用いられている。制限があるため，くだけた会話スタイルは見受けられな
いが，雑談的な話題も現れている。
（⚒）は質疑を行う A 委員が会話を開始する際の発話であ
る。会話の最初は簡単に自身の職名と意図を告げた。そのあと，
直ちに質問に入ることはなく，
まずは，新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々に哀悼の意を表し，感染した方へ
の平癒祈願，そして医療現場で奮闘されている医療従事者の方々と自粛の協力をしていただい
ている都民に対して感謝の意を表すなど社交的話題を述べている。加えて，現在の東京都の状
況及び都民の状態についても語り，B 知事の近日中の活動を認めた上で，ようやく知事に補正
予算の基本的な考えについて質問をした。
議会での質疑は知事のような上位者に対して問いかけるものである。質問者の役を担う委員
は，会話が滑らかに行われるために，本題に入る前に会話の工夫をしている。そのなかで，発
話（001）は，委員が緊急事態宣言下でのこれまでの東京都の都民の状態を語り，知事の活動を
⽛超人的な活動⽜と賞賛する内容である。この部分の発話は，今回の議題の背景と関連している
が，これから質問する補正予算の話題と直接的な関係はない。特に，知事の活動に関する評価
は質問の内容とは関係せず，
会話の効率を引き下げたとみられる。会話の協調原理からみると，
発話の情報量が多く，関係性が高くなく，話の様態が簡潔ではないなどの問題点がある。また，
⽛超人的⽜という用語はやや誇張的で，質の公理も違反していると考えられる。しかし，都民の
立場に立った発言によって都民とのメンバーシップが構築されるとともに，後ほどの知事への
質問もしやすくなる効果がある。そのほか，機能面からみると，聞き手に対する賞賛は，相手
の⽛よく思われたい⽜というポジティブ・フェイスをたてることができ，話し相手との親近感
が生まれたと考えられる。すなわち，一種のポジティブ・ポライトネスとみられ，交感機能が
働いた発話である。形式内容と機能を合わせてみると，このような発話は雑談度の低い雑談的
な言い方として扱えるのであろう。
次に，発話（002）は，委員が都民を代表するという自身の立場を紹介した上で，都民からさ
まざまな訴えが毎日届いているという事情を説明した。発話の内容は話し合いの本題とは直接
的な関係はないが，議員自身の立場及び日常の状況を紹介することによって，質疑を円滑に進
めることができた。とりわけ，
⽛知事も民意により選ばれた都知事でございますが，私たち議員
も都民により民意で選ばれた都議会議員であります⽜という発話は，会話参加者とする知事に
対して共感を求めていることが見受けられる。
⽛後ほどの質問は私自身のためではなく，都民
のためである。機嫌を損ねないようにご理解をいただきたい⽜というニュアンスを含んでいる
のである。これは，関連性の公理と様態の公理から考えると有標であり，かつ，対人的な交感
機能が働いていることが分かる。したがって，
この発話は雑談的発話ととらえることができる。
また，次のような例がある。
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（⚓）
【B 知事】 お答えいたします。
今ご質問にもありましたように，東京都内におきましては，きのうまでのところ，感染が判
明された方は三千人を超えておられます。それぞれご家族があり，そしてまた，いろいろお仕
事がある中で感染が判明をし，いろいろ心理的にもご不安な方が多いと存じます。
中でも七十七名の死亡が確認をされております。中には私の知人もおります。そしてきの
う，都外ではありますけれども，長年お世話になってきた方が，やはりコロナに感染して，そ
して最終的にお亡くなりになったという訃報を受け取ったばかりでございます（003）
。
（中略）
また，こうした一つ一つの施策につきましては，ほぼ毎日，私自身がライブ配信をしたり，
またホームページなどを通じまして，内容，そしてその問い合わせ先などの情報を一元的に，
かつわかりやすく発信いたしております（004）
。
（下略）
（速記録第二号 2020）
（⚓）は，
（⚒）の質問に対する回答である。B 知事は，補正予算の話しに入る前に，現時点の
東京都内の感染者の話をした。そして，知事が⽛自分の知人も感染した⽜というネガティブで
プライバシーな情報をさらけ出している点から，自己開示的な発話であると言えよう。質問に
直接は関係のない自分の話しを出しているため，これは関連性の公理に違反している。雑談度
はそれほど高くないが，自分の知人が感染して亡くなったことは，議論には直接は関係なく，
雑談的な発話であると言えよう。
発話（004）も知事自身の日常の仕事の話しである。このような発話は，制度性が顕在化しや
すい議会ではよく見られる。自己開示によって，制度性を減じ，他の会話参加者との親近感を
得る効果は高いように思われる（堀田 2016：13）
。この発話によって，他の会話参加者は⽛知事
もわれわれと同じようにコロナの被害を受けている。そして，都民の命と健康を守るためにさ
まざまな施策を講じられている⽜というように知事のことを理解でき，共感が生まれるのであ
る。その意味で，自己開示の雑談を話し合いの本題に挟むことで，知事と議員及び都民との心
的距離を縮めたと言えよう。
このような自己開示の雑談的な話題は議会の進行中にところどころ散見される。次のような
例もある。
（⚔）
【C 教育長】 学校の休業期間中におきましても，児童生徒に学びの機会を適切に提供
していくためには，区市町村立学校における ICT 環境整備は喫緊の課題でございまして，一人
一台端末と高速大容量の通信環境の一体的な整備を加速することが必要でございます。
（中略）
引き続き，区市町村教育委員会に対し積極的に働きかけるとともに，ICT の利用促進につな
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がる環境整備に向け，力強く支援してまいります。
【A 委員】 私の故郷であります熊本県も，大震災が契機となって ICT 教育が進んだという経緯
もあります（005）
。東京の子供たちの学習のおくれにつながらないようにお願いをしておきま
す。
（速記録第二号 2020）
（⚔）は都内の子供たちの ICT 環境整備の課題に関する議論であるが，
（005）で，B 委員は自
分自身の故郷の様子を述べている。熊本県の ICT 教育は議論の内容に直接関わるものではな
く，関連性の公理の違反ととらえることができる。この発話での対人的機能はそれほど目立た
ないが，自分自身の故郷の状況を紹介するに伴い，会話参加者に同感や理解を生じさせ，他の
会話参加者に親切さを示し，連帯感も創出されることにつながるのではないだろうか。その意
味で，交感機能も一部働いていると分かる。すなわち，雑談的な発話であるとみなすことがで
きる。
自己開示の例だけではなく，次のような雑談的な発話もみられる。
（⚕）
【B 知事】 水際対策でありますが，世界各地で新型コロナウイルスが猛威を振るう中
で，都内はもとより国内の感染の拡大を防ぐ，そのためには空港での検疫を初めとした水際対
策，これは国の責務として徹底することが極めて重要であります。
（中略）
古い話になりますが，日清戦争が終結した当時，国の官僚でありました後藤新平，第七代の
東京市長になりますが，コレラが蔓延する中国から多くの兵士が帰国するに当たって，短期間
で検疫所を建設するということで，コレラの流行を防いだという，このような歴史がございま
す（006）
。いかに水際対策が重要かを教えてくれる実績でございます。
引き続き，さらなる水際対策の強化に向けましては，都としても国と連携をしまして，必要
な対策を実施してまいります。
（速記録第二号 2020）
（⚕）は，新型コロナウイルス感染症を防ぐための水際対策に関して答弁している内容である
が，
（006）で，日清戦争の際，コレラの流行を防ぐため検疫所を建設したという歴史の話に脱
線した。この話題は議論の内容に関係なく，関連性の公理から見て有標であるほかに，量の公
理から見ても違反している。また，内容上も歴史の話しを述べているだけであるから，雑談的
であると言える。
このような発話の脱線は，長時間緊張して議論に参加している会話参加者のために，息抜き
ができる時間を設けている。それによって，議会の雰囲気がやや軽快となり，後続の議論のた
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めにより交流しやすい会話場面を作ることができている。したがって，
形式内容面からみても，
機能面からみても，雑談的な発話に当てはまるのである。
5.2．分析結果
これまでの会話例を見ると，制度的な場面では，初対面でかつ肩書や年齢を超えた二人が話
し合いを円滑に進めるために，交感機能を働かせた雑談例を用いることが明らかになった。と
りわけ，都議会のような堅苦しい場面では，長時間の議論は避けられない。誇張的な言い方，
自己紹介，自己開示，話の脱線などのような雑談的な発話を本題に挟むことで，議会の雰囲気
が和み，話し合いを活発に進めることができるとみられる。本題の間に雑談的な発話を挟むこ
とによって，
⽛会話参加者は忌憚なく意見を出し合える活発で建設的な話し合いを行うことが
できる⽜
（中村 2016：67）
。このことから，
⽛雑談はこのような制度的場面においても非常に重要
で不可欠なもの⽜である（中村 2016：67）
。
また，雑談の内容を聞き手が知らない（新情報となる）可能性が高いほど，有効な雑談とな
る。
（⚒)～(⚕）では，雑談の有効性も聞き手にとって新情報であるかどうかによって異なって
いる。
（⚒）の（001)～(002）は，聞き手にとって旧情報が多い（情報価値が少ない）ため，雑
談の有効性が低いと考えられる。一方，
（⚓）の（003）
，
（⚔）の（004)～(005）は自己開示に
関わる内容で，聞き手にとって情報価値があるものである。
（⚕）の（006）は歴史を語るもの
で，知識を持たない人（聞き手）にとっては新情報である。そのため，
（⚓)～(⚕）は雑談の有
効性が高いほうだと認識できる。雑談の有効性は高ければ高いほど，
雑談の度合いも高くなり，
会話の進行を促成できるのである。

⚖．雑談と交感発話
雑談は，本題の議論と直接関係しない話をするものであるが，聞き手に本題以外の新情報を
提供し，その都度会話の雰囲気を調整している。雑談は，本題と関係していない情報を伝達す
るものである。本題からみると，有効な情報は交換していないが，情報伝達以外の重要な機能
を果たしている。その機能は，まさに会話の場の状態を作り，整えるものである。雑談の役割
は有効な情報伝達をするよりも，安定的な会話状況を作ることに重点があると言えよう。これ
がまさに交感機能という作用を持つものである。情報内容の伝達よりも，安定的にやり取りで
きる状況を作ったり保持したりすることに重点を置く（加藤 2004：112）
。私たちの会話では，
常に本題の話し合いと雑談が補い合って出現しているのである。雑談は交感機能のある発話と
言えるが，これまで論じた交感発話とはどのような違いがあるのだろうか。下記図⚔のように，
交感発話における雑談の位置づけを整理した。
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図⚔ 交感発話における雑談の位置づけ

これまでの研究で，交感発話には⽛社交性がある⽜
⽛情報性が低い⽜
⽛共感性は強い⽜
⽛目的性
が弱い⽜という四つの特徴があることがまとめられた2。交感発話は，対人配慮では共感を引き
起こす点から一種のポジティブ・ポライトネスの表現手段と考えられる。あいさつ言葉はこの
四つの特徴をすべて揃えているので，典型的な交感発話とした。感謝謝罪のような発話内力を
働きかける表現は目的性があるため，準交感発話とした。また，雑談は情報性があるものの，
情報の伝達よりも，聞き手との共感を形成することに重点があるため，交感機能が強く，あい
さつなどの典型的交感発話と区別するために，疑似交感発話とした。具体的に見ると，雑談に
は幅広い表現例が含まれているため，実際の用例によっては交感機能が強いものから弱いもの
まで漸次的に存在することが分かる。その中で，本研究で着目した分析対象例をまとめると，
類別の雑談Ⅲと雑談Ⅳとなる。また，本題との関連性と聞き手にとっての情報価値という二点

2

⽛社交性がある⽜とは，安定的な人間関係の形成や維持に貢献することである。
⽛情報性が低い⽜と
は，情報内容の伝達に重点を置かないことである。これは，グライスが提唱した会話の効率性と異
なり，配慮表現の特徴として扱う。そして，
⽛目的性が弱い⽜とは，ゴシップのように，
⽛自由⽜
（free）
で⽛目的なし⽜
（aimless）に些末な話をすることである（Malinowski 1923：149）
。
⽛目的性⽜は，オー
スティンが提唱した⽛発話行為論⽜の⽛発話内行為⽜とも関連付けられる。オースティンの発話行為
論によると，
⽛発話とは言葉を発することを通じて聴者に作用を及ぼす行為なのだ⽜
（加藤・滝浦
2016：15，Austin 1962）
。そして，
⽛発話内行為⽜とは，
⽛発話を行うことを通して，ある種の機能を
持つ意図伝達行為を行うこと⽜
（加藤・滝浦 2016：15）である。交感発話は，当たり障りのない話を
意図なしにすることによって，相手と感情的な交流を実現するものなので，伝達行為につながる発
話目的が弱いと見なすことができる。また，交感発話は，取るに足りない話を共通性のある言葉を通
して⽛双方向的⽜に繰り返して言い交わし，相手との近接化を図るため，
⽛共感性が強い⽜ものとする。
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が雑談の度合いを左右することが判明した。

⚗．おわりに
本研究は，交感機能という語用論的観点から，雑談の定義・判別方法を考察し，雑談が生じ
る場面とその度合いを論じた。また，会話における雑談の役割を検討し，交感発話での位置づ
けも整理した。制度的場面における雑談の会話スタイルは話し合いの本題を語り合う時と変わ
らないものの，雑談の内容によって会話の雰囲気を調和することができる。以上より，話し合
いの本題と対比することで，会話の協調原理という形式内容面と交感機能という機能面から雑
談を判別することができるのである。とりわけ，雑談には，ポジティブ・ポライトネスの表現
が多く用いられるため，交感機能を最も重要な判別指標とするべきである。
また，先行研究（堀田 2016）で指摘されたように，雑談は限られた場面にのみ現れる会話で
はなく，雑談の度合いが漸次的に存在するものだと本研究からも明らかとなった。ことに，雑
談は友人間で行われる目的のないゴシップや自己紹介についての会話に限らず，本題からの脱
線や自己開示なども含む。これは，交感発話が会話の開始部のみならず，会話進行中でも見受
けられることからももう一つの有力な証拠となる。また，これらの例から，雑談は本題との関
連性と聞き手にとっての情報価値の有無と関係することが明らかとなった。
東京都議会での雑談例は初対面（それに近い状態）及び肩書，年齢を超えた場合で現れた発
話であるが，雑談のような交感発話は顔見知りや年齢差のない場合にもおこる。今後の研究と
しては，会話場面の調査を広げて，アプローチを検討した上でより多角的に分析することを考
えている。
（しょう けつ・人文学専攻）
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韓国語の⽛-（u）
silkeyyo⽜の意味機能について
高

先

慶

要 旨
本稿は，韓国語において新たに現れている接辞連続形式の⽛-(u)silkeyyo⽜
について，その形態と意味機能の派生過程を，接辞⽛-(u)lkey⽜の意味機能拡
張と関連付けながら明らかにすることを目的としている。そのため，まず，
尊敬の⽛-(u)si-⽜抜きの⽛-(u)lkeyyo⽜の意味機能について考察を行った。
⽛-(u)lkeyyo⽜は，約束，意志の表現，宣言など主に話し手の行為に関する
意志の意味機能から，話し手と聞き手が共に行為者となる勧誘，聞き手が行
為者である行為要求までその意味機能が拡張している。行為要求の⽛-(u)
lkeyyo⽜は，主に聞き手の行為実行に対して強制力の強い場面でやわらかい
言い方として発話される。この行為要求の⽛-(u)lkeyyo⽜から，聞き手に対す
る待遇として，尊敬の⽛-(u)si-⽜が付加された⽛-(u)silkeyyo⽜が用いられる
ようになったと解釈する。
本稿は⽛-(u)silkeyyo⽜について，このような⽛-(u)lkeyyo⽜の意味機能拡
張から，新たに派生した待遇の行為要求を表す接辞連続形式であると主張す
るものである。

⚑．はじめに
通常，文の意味は，話し手が伝えようとするある事柄そのものと，その事柄に対する話し手
の心的態度が反映されている内容とに二分される。前者は文が表す客観的意味内容である⽛命
題（proposition）
⽜とされており，後者は話し手の主観的判断や感じ方を表す⽛モダリティ
（modality）
⽜とされている（仁田 1991，益岡 2007，パク・チェヨン 2006 など）
。
本稿では，最近使われている接辞連続形式の⽛-(u)silkeyyo1 ⽜を，
⽛行為係のモダリティ2⽜内
での意味機能の派生過程と結びつけながら明らかにしたい。韓国語述語に現れる行為系のモダ
リティには（⚑）のような例がある。
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（⚑）a．cayk
本

ilk-ulkey.
読む-終結（意志）

⽛本，読むよ。
⽜
b．cayk
本

ilk-ca.
読む-終結（勧誘）

⽛本，読もうね。
⽜
c．cayk
本

ilk-ela.
読む-終結（命令）

⽛本，読め。
⽜
（⚑）は，行為の実行に関わるが，そのうち（1a）は，話し手が自分自身の行う行為に対して
意志を表明しており，
（1b）は，話し手が聞き手に行おうとする行為に共に参加することを要求
している（勧誘）
。
（1c）は，話し手が望む行為の実行を聞き手に求めている（行為要求）
。それ
ぞれのモダリティは，文末の⽛-(u)lkey⽜
，
⽛-ca⽜
，
⽛-e/ala⽜の接辞によって実現される。一方，
⽛-(u)lkey⽜と⽛-ca⽜は，それぞれ意志，勧誘の他に（⚒）のような特定な場面においては行為
要求を行ったりする。
（⚒）a．
〈教室を掃除する時，学級委員長が他の同級生に〉
cayksang-pute

olmki-lkey.

机-から

移す-終結（意志）

⽛机から移してね。
⽜
b．
〈お母さんが子供に〉
cayk

ilk-ca

本

読む-終結（勧誘）

⽛本，読んでね。
⽜

【
（1b）の再掲】

筆者は，最近，頻繁に使われるようになった接辞連続⽛-(u)silkeyyo⽜は，
（2a）のように行為
要求へと意味機能の拡張過程を経た⽛-(u)lkey⽜から派生した行為要求の新たな形態とみて，話
し言葉から定着しつつあるものであると考えている。
3
（⚓）
〈診察室で看護師が患者に〉

1

行為主体に対する尊敬を表す⽛-(u)si-⽜と，⚑人称主語の意志を表す⽛-(u)lkey⽜
，聞き手に対する
丁寧を表す⽛-e/a yo⽜との組み合わせなので，モダリティ形式と行為者の不一致で共起できない（す
なわち，話し手自身の行為に対して尊敬の接辞を付けたことになる）形態構造である。

2

仁田（2003）は，表現類形のモダリティを大まかに情報系のモダリティと行為系のモダリティに分け
ている。また，情報系のモダリティは叙述のモダリティ，疑問のモダリティに，行為系のモダリティ
は意志のモダリティ，勧誘のモダリティ，行為要求のモダリティにそれぞれ下位分類している。一
方，表現類型のモダリティの一つである感嘆のモダリティは，別途に扱っている。

― 168 ―

高：韓国語の⽛（u）
silkeyyo⽜の意味機能について

看護師：kokay
首

olunccok-ulo

tolli-si-lkey-yo.4

右-に

回す-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛首，右に回してください。
⽜
（⚓）は，
⽛-(u)silkeyyo⽜が聞き手に対する行為実行を要求する意味として使われている一例
である。
同一の動詞語幹には，本来共起できないはずの尊敬の接辞⽛-(u)si-⽜と話し手の意志を表す
接辞⽛-(u)lkey⽜の連続する形態が生まれた要因を明らかにするために，まずモダリティの概念
と分類を行い，韓国語の文末形式とモダリティについて取り上げる。その上で，意志のモダリ
ティ⽛-(u)lkey⽜の意味機能とその拡張性について考察したあと，
⽛-(u)lkey⽜から派生されたと
考えられる接辞連続形式の⽛-(u)silkeyyo⽜の特徴について検討する。

⚒．モダリティと韓国語の文末形式
2.1．モダリティとは
モダリティについての定義は研究者によって異なる点があり，一概にはまとめにくいが，伝
5
統的には⽛命題に対する話し手の意見や態度⽜という Lyons（1977）
の定義が受け入れられて

いるようである。仁田（2003）はこれを⽛命題に対する話し手の心的状態⽜とし，文でモダリ
ティが担うのは，その文の内容に対する話し手の判断，発話状況やほかの文との関係，聞き手
に対する伝え方といった文の述べ方であるとしている6。
一方，韓国側では，パク・チェヨン（2006）で命題に対する話し手の主観的な限定を表現す
る文法範疇であるとしている。イム・トンフン（2008）では，Lyons（1977）の定義が曖昧であ
ると批判し，モダリティを命題の事実性（factuality）と実現性（actualisation）に対する話し手の
態度が表される範疇として捉えている。
2.2．モダリティの分類
韓国語におけるモダリティの分類は研究者によって異なる。イ・ソンウン（2001）はモダリ

3

本稿で挙げている用例は，テレビやラジオの番組，実際の発話場面から収集したものと韓国語ソウ
ル方言の母語話者である筆者の内省によるものである。引用のものについては，別記している。

4

韓国語は，イェール式（Martin. S. E 1954）で表わす。

5

原本は，以下の通りである。
the speakerʼs opinion or attitude towards the proposition that the sentence expresses or the situation that
proposition describes.

6

一方，風間他（1993）はモダリティについて事態が成立する可能性を発話者がどのように捉えている
かという内容であるとしている。
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ティを宣言のモダリティ，認識のモダリティ，情感のモダリティ，義務のモダリティに分けて
おり，イム・トンフン（2008）は認識のモダリティ，証拠のモダリティ，義務のモダリティ，
動的のモダリティに⚔分類している。これに対して，パク・チンホ（2011）は，Palmer（1986）
を踏まえ，態度と判断の対象が命題か事件かによって⽛命題のモダリティ（Propositional modality）
⽜と⽛事件のモダリティ（Event modality）
⽜に分けている。そして，命題のモダリティの
下位分類として認識のモダリティ，証拠のモダリティ，感情のモダリティに分けて，事件のモ
ダリティの下位分類として当為のモダリティ，動的のモダリティに分けている。
モダリティを行為のモダリティと認識のモダリティに分ける立場には，ク・ボンクァン他
（2015）がある。ク・ボンクァン他（2015）は，既存の議論をまとめて，モダリティを話し手の
主観的な態度を細分化した文法範疇であるとし，これが命題に含まれている⽛情報⽜に対する
話し手の態度なら認識のモダリティ，談話の参与者（話し手あるいは聞き手）あるいは命題の
参与者（主語の指示の対象）の行為に対する話し手の態度なら行為のモダリティであるとして
いる。
また，さらにそれぞれ⽛推測，可能性，知覚など⽜と⽛意図，義務，願いなど⽜に下位分類
している。これら以外，話し手の感情に関わる態度は感情のモダリティとして，別途に扱って
いる。
本稿は，
⽛-(u)lkey⽜の意味機能の拡張過程を通じ，新たな接辞連続形式の⽛-(u)silkeyyo⽜の
意味機能を考察することに目的がある。そのため，本稿では行為系内の詳細な分類が重要な指
標になる。ク・ボンクァン他（2015）も行為のモダリティを分類しているが，それに対する下
位分類が明確ではない。したがって，日本語のモダリティの分類ではあるものの，行為系のモ
ダリティの下位分類をより明確に行っている仁田（2003）を踏まえ，
⽛-(u)silkeyyo⽜の意味機能
を究明していきたい。
仁田（2003）は，モダリティの種類を表現類型のモダリティ，評価のモダリティ，認識のモ
ダリティ，説明のモダリティ，伝達のモダリティに分けて，表現類型のモダリティをさらに情
報系と行為系に分類している。行為の実行者を分類基準にしている行為系のモダリティには
⽛意志⽜
，
⽛勧誘⽜
，
⽛行為要求⽜という意味領域がある。意志は行為の実行者が話し手自身である
に対して，勧誘は話し手・聞き手という共同行為者であり，行為要求は聞き手単独の行為者に
なる。そして，行為要求のモダリティの下位の意味領域として許可／勧め／助言，依頼，命令，
禁止をあげている。
2.3．韓国語の文末形式
韓国語述語語幹に後接する文末形式は，大まかに先語末語尾（prefinal ending）と語末語尾（final
ending）に分かれる7。語末語尾は文の最後にくる語尾であり，先語末語尾は語末語尾より先に
くる語尾を意味する。
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（⚔）a．ilk-ess-keyss-ci?
読む-過去-推測-終結（疑問）
⽛読んだだろう？⽜
b．
［語幹-先語末語尾（過去）
-先語末語尾（推測）
-語末語尾（疑問）
］
（⚔）の文において過去を表す⽛-ess-⽜と推測を表す⽛-keyss-⽜は先語末語尾であり，最後の
⽛-ci⽜は，聞き手に同意を求める疑問形式の文を終結する語末語尾（終結語尾）である。韓国語
には数多くの語末語尾があり，韓国語の主なモダリティは，これら語末語尾と幾つかの先語末
語尾から表される8。

⚓．
⽛-(u)lkey⽜について
3.1．形態統語的な制約
⽛-(u)lkey⽜は，一人称主語の約束や意志の表明9 を表す屈折接辞である。通常，
（5a）のよう
に意志動詞の語幹について文を終結する。
（5a）は，
⽛来る⽜という意志動詞に⽛-(u)lkey⽜がつ
いて約束の意味機能を行うのを示し，
（5b）は，
⽛-(u)lkey⽜が無意志動詞と共起できないのを表
している。
（⚕）a．nayil
明日

i

sikan-ey

tasi

o-lkey

この

時間-に

再び

来る-終結（意志）

⽛明日この時間にまた来るね。
⽜
b．*na
私

ttwuyena-lkey
優れる-終結（意志）

（Lit．私，優れるね。
⽜
前述した通り⽛-(u)lkey⽜は，⚑人称主語文で意志動詞の語幹に接続する屈折接辞であるの
で，尊敬を表す派生接辞の⽛-(u)si-⽜とは連続できない。
（6a）は，⚓人称の事柄についての陳

7

本稿では，韓国語学においての用語である先語末語尾と語末語尾を，選択的語尾の⽛派生接辞⽜と必
修語尾の⽛屈折接辞⽜とする。これ以外の語尾は本稿と関係ないのでとりあげない。

8

チャン・キョンヒ（1995）は，様態素（先語末語尾と文体を決める語尾を除いた終結語尾）
，補助動
詞，慣用表現，副詞，動詞，形容詞でモダリティが実現されるとしている。

9

仁田（2003）は⽛しよう⽜の意味機能の一つとして⽛意志の表出⽜をあげているが，これは自分自身
の行為の実行を無意識的であり瞬間的な独話に表すことを意味する。本稿で取り上げようとする
⽛意志の表明⽜は話し手自身の決めた行為の実行を聞き手に伝達することを前提に明らかにすること
であるので意志の表出と区分したい。これは宮崎他（2002）の⽛決定の表明⽜と類似しているが，
⽛意
志の表明⽜はある事柄についての行為の決定を表すより，それを行う意志があるという話し手の気
持ちを明らかにすることなので⽛決定の表明⽜とは異なる。

― 171 ―

北海道大学大学院文学院 研究論集 第 20 号

述文であるので⽛-(u)si-⽜と共起ができるのを表している。これに対して（6b）は，⚑人称の
約束を表す文であるので派生接辞⽛-(u)si-⽜とは共起できないのを表している。
（⚖）a．sensayngnim-un
先生-は

chayk-ul

ilk-usi-n-ta

本-を

読む-尊敬-現在-終結（Ø）

⽛先生は本をお読みになる。
⽜
b．*nayil: -un
明日

kkok
必ず

ka-si-lkey
行く-尊敬-終結（意志）

（Lit．
（私は）明日はぜひおゆきになるね。
）
そして，
⽛-(u)lkey⽜は，聞き手に対する敬語10 形式のうち，
（7a）のように非格式体（hayyo
体）の⽛-e/a yo⽜とはつくことができるが，
（7b）のように格式体（hasipsio 体）の⽛-(su)pnita⽜
とは共起できない。
（⚗）a．na
私

pap

mek-ulkey-yo

飯

食べる-意志-終結（丁寧）

⽛私，ご飯食べます。
⽜
b．*na
私

pap mek-ulkey-pnita
飯 食べる-意志-終結（丁寧）

⽛私，ご飯食べます。
⽜
3.2．意味機能
3.2.1．意志のモダリティ
⽛-(u)lkey⽜は韓国語の文末形式のうち，意志のモダリティ11 を表す屈折接辞に分類できる。
意志のモダリティは，
発話時において話し手が自分自身の行為の実行を決定したことを表す
（仁
田 2003）
。
⽛-(u)lkey⽜は文で主に話し手の約束や意志の表明として現れる。本節では，先ず，
約束から意志の表明へ拡張する時⽛-(u)lkey⽜の意味素性がどう変わるのかについて考察を行
い，また，それが他の行為系のモダリティへと拡張する場合，どのような意味素性を帯びるよ
うになるかについても分析する。
3.2.1.1．約束12
⽛-(u)lkey⽜は基本的に約束を表す。イ・イクソプ他（1999）などの多くの先行研究で⽛-(u)
lkey⽜を約束法と捉えている。Searle（1969）は，約束の意味機能について，聞き手が望ましい

10

韓国語における聞き手に対する敬語の体系は，格式体（hasipsio 体，hao 体，hakey 体，hayla 体）と
非格式体（hayyo 体，hay 体）に分かれる（ソウル大学校国語教育研究所 2002）
。

11

韓国語で意志のモダリティを表す代表的な接辞には，本稿で検討する⽛-(u)lkey⽜を含め，派生接辞
⽛-keyss-⽜と名詞⽛-(u)lke⽜
，屈折接辞⽛-(u)llay⽜などがある。
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と判断した行為に対して話し手がその行為の実行を自らに義務付ける性質を持っているとして
いる。つまり，行為に対する恩恵が聞き手に与えられるといえる。
（⚘）
〈入院している友達を見舞いしてから〉
nayil

i

sikan-ey

tasi

o-lkey

明日

この

時間-に

再び

来る-終結（意志）

⽛明日この時間にまた来るね。
⽜

【
（5a）再掲】

（⚙）
〈約束の時間まで間に合わない状況で友人との電話〉
A．o-l
来る-未来

su-nun

iss-e

こと-は

ある-終結

⽛こられそう？⽜
B．ahopsi-kkaci-nun
⚙時-まで-は

ka-lkey
行く-終結（意志）

⽛⚙時までには行くね。
⽜
（10）
〈怒っている恋人の気分を和らげるため愛嬌を振りまきながら〉
A．hwana-ss-e
怒る-過去-終結
⽛怒ってる？⽜
B．……。
Aʼ．mian
ごめん

tasi-n

a-n

ha-lkey

再び-は

ない-現在

する-終結（意志）

⽛ごめん，二度としない。
⽜
（⚘）
～
（10）の⚓つとも聞き手に行為の実行による恩恵が与えられるというのがわかる。こ
のような素性を持っている⽛-(u)lkey⽜は，意志のモダリティの中で他の意味領域への拡張性が
みえる。
（11）A．nacwung-ey
後-に

mek-nun
食べる-現在

key
のが

coh-a
いい-終結

⽛あとで食べた方がいいよ。
⽜
B．kulay.
そう

12

kulem

nacwung-ey

mek-lkey

では

後-に

食べる-終結（意志）

パク・チェヨン（2013）は，約束や意志は区別しにくいとし，約束は話し手の意志をあらわすものの
うち，聞き手の利益に反しないものであるとしている。つまり，約束は意志の下位範疇に属すると
いえる。コ・ソンギョン（2019b）では⽛-(u)lkey⽜の⚑次的な意味として約束と意志の表明を分けて
いなかったが，本稿では約束のみを⽛-(u)lkey⽜の基本意味として捉え直す。
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⽛そっか。じゃあ，あとで食べるね。
⽜
（11B）は（11A）が望ましいと思う行為を行うとしているが，これは約束より意志の表明に近
い。約束と意志の表明のもっとも大きな違いは，行為実行による恩恵が聞き手にあるかどうか
にあると考えられる。
（11B）には聞き手の意見を受け入れて行為を行うという話し手の心的状
態が反映されているが，結果的に，その行為実行による恩恵は話し手自身が受ける13。
3.2.1.2．意志の表明
⽛-(u)lkey⽜は，話し手の自発的な意志を表明する時も使われる14。
（12）
〈本を読むのを希望する人を再確認する返答として〉
A．chk
本

ilk-ul

salam

eps-e?

読む-未来

人

ない-終結（Ø）

⽛本，読みたい人いない？⽜
B．nay-ka

ilk-ulkey.

私-が

読む-終結（意志）

（Lit．私が読むね。
）
（13）
〈友達が代わりに飲み物を注文してくれるとき〉
A．mwue

masi-llay?

何

食べる-終結（希望）

⽛何飲みたい？⽜
B．na-nun
私-は

13

khephi-lo

ha-lkey.

コーヒー-に

する-終結（意志）

この場合，他の意志の形式（-(u)llay，-(u)lkeya，(u)nta）に置き換えられない。ただし，独り言の
⽛-yaci⽜とは置き換えられる。一方，望ましさと恩恵にかかわる考察は今後の課題としたい。

14

意志の表明を表す⽛-(u)lkey⽜は，お誘いに対する返答としては現れない。
A．wuli
私達

cayk

ilk-ca

本

読む-終結（勧誘）

B．???al-ass-e

ilk-ulkey

分かる-過去-終結

⽛本，読もう。
⽜

読む-終結（意志）

（Lit．分かった。読むね。
）

⽛-(u)lkey⽜は先行文脈が共同の行為を要求する場合，その事柄を受け入れる返答としては現れない。
即ち，
⽛-(u)lkey⽜が意志の表明を表す時は，行為者が話し手単独であるという前提が要求される。
また，先行文脈が否定命令の場合には⽛-(u)lkey⽜が⽛願望⽜として機能することもある。このよう
な状況は話し手の意志を聞き手が受け入れないと実現されない。そのため，
⽛-(u)lkey⽜を使って，
単に自分のやる気を見せるのにとどまらず，許可を求めるという心的状態まで伝えていると解釈で
きる。
A．ne-n
君-は

ha-cima
する-終結（否定命令）

⽛君はするな。
⽜

B．way
何で

na-to

ha-lkey

私-も

する-終結（意志）

⽛何で，私もしたいよ。
⽜
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（Lit．私はコーヒーにするね。
）
（14）
〈会社で同僚のお誘いを断りながら〉
A．cemsim
昼

mek-ule

ka-ca.

食べる-に

行く-終結（勧誘）

⽛ご飯食べに行こう。
⽜
B．mence
先

ka.

nan

com

itta

mek-ulkey.

行く

私は

ちょっと

あとで 食べる-終結（意志）

（Lit．先行ってね。私は後で食べるね。
）
（12B）は，
（12A）の心的負担を軽減させるための発話文なので，
⽛聞き手のため⽜という前提
がつく15。それにたいして（13B）は，自ら決めた事柄に対する意志の表明であるが，置き換え
られる他の意志の形式の⽛-(u)llay⽜と比べれば，
⽛聞き手に対するありがたさ⽜が柔らかい言
い方として現れていることがわかる。
（14B）は，相手から提案を断りつつ話し手自身の意志を
表明する文であるが⽛-(u)lkey⽜を使うことによって，まるで聞き手に⽛了解を求める⽜ような
柔らかさを与えていると思われる。このようなニュアンスは，
⽛-(u)lkey⽜の基本機能の約束か
ら現れると思われる。前述した通り，
約束と意志の表明を分ける基準は恩恵の可否なのである。
本来，約束は聞き手の望ましさが前提であるから，聞き手への恩恵と関係ない話し手の意志の
表明で用いられたら，まるで聞き手に恩恵を与えようとするニュアンスが生じ，優しく聞こえ
ると思う。これは，パク・チェヨン（2013）が主張している⽛聞き手を考慮した話し手の意図⽜
と同じ捉え方である16。
3.2.1.3．宣言
⽛-(u)lkey⽜は（15）のように聞き手と関わらない自分の行為の実行を一方的に表す時も発話
される。
（15）
〈出勤を急いでいる娘が朝ご飯を作っているお母さんに〉
hoysa

kasstao-lkey

会社

行ってくる-終結（意志）

⽛会社，行ってくるね。
⽜
（15）のような宣言の文でも聞き手への配慮や柔らかさが感じられる。これは他の意志の形
式と比較すればわかる。
（16）は，
（15）の文を動詞の基本形に置き換えた文である。
（16）
〈出勤を急いでいる娘が朝ご飯を作っているお母さんに〉
hoysa

kasstao-n-ta

15

この場合にも他の意志の形式（-(u)llay，-(u)lkeya，-(u)nta）には置き換えにくい。

16

パク・チェヨン（2013）は，
⽛-(u)lkey⽜の意味が約束から聞き手を考慮した話し手の意図へと拡張し
ているので，
⽛-(u)lkey⽜には聞き手を考慮する意味が残存するとしている。
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会社

行ってくる-現在-終結（Ø）

⽛会社，行ってくる。
⽜
（16）は，話し手の行為の実行を一方的に表す宣言であるので，置き換えても，非常に自然で
ある。ただ，聞き手に対する心的態度が文に表れないので，場合によっては聞き手の機嫌をそ
こねるおそれがある。それに対して，
（15）の⽛-(u)lkey⽜文は，聞き手に了解を求めるという
ニュアンスが感じられて，柔らかく聞こえる。
⽛-(u)lkey⽜が宣言として発話される他の例も検
討して行く。
（17）と（18）を参考されたい。
（17）
〈車のエアコンの風が強くて寒気を感じた時〉
eyeken

kku-lkey

エアコン

消す-終結（意志）

⽛エアコン，消すね。
⽜
（18）
〈友達と旅行しに行った時，疲れすぎて先部屋に入りながら〉
na

mence

ca-lkey

私

先

寝る-終結（意志）

⽛先寝るね。
⽜
（17）と（18）は，両方とも行為実行に対する利益が話し手にあるが，聞き手に対するやさし
さが感じられる。
⽛-(u)lkey⽜は，宣言として発話される時，聞き手に了解を求めるようなニュ
アンスが働いて，やさしさを表すと考えられる。ところで，
（19）は少し異なる。
（19）
〈昇進の発表を確認してから〉
onul

nay-ka

hanthek

sso-lkey

今日

私-が

おごる-終結（意志）

⽛今日，私がおごるね。
⽜
（19）も話し手の一方的な行為実行の意志を表す。
（17）
～
（18）が聞き手に了解を求めるとい
うニュアンスを帯びるに対して，
（19）は聞き手に協調を求めるという意図が含意されていると
考えられる。
（19）の実行可否は，聞き手の協力にかかっている。このような文は，他にもある。
（20）
〈バスが出発した途端，降りなければならないことに気づいた乗客が運転手に〉
acessi,

ce

nayli-lkey-yo

おじさん

私

降りる-意志-終結（丁寧）

⽛すみません，ここで降ります。
⽜
（20）は，聞き手の運転手をはじめ，周りの乗客の協調や同意がなければ行為実行が不可能な
例である。つまり，
（19）は，聞き手へのお誘いが話し手の意図であるに対して（20）は聞き手
への依頼が話し手の意図であると考えられる。つまり，
（19）と（20）は宣言の機能であるより，
それぞれ勧誘と行為要求へその機能が拡張していく文であると解釈できる。次は⽛-(u)lkey⽜
が他の意味領域へ拡張された時の意味機能と意味素性について考察する。
― 176 ―

高：韓国語の⽛（u）
silkeyyo⽜の意味機能について

3.2.2．意味機能の拡張
3.2.2.1．勧誘
行為者の観点からみると（21）の発話は，勧誘に該当する。
（21）
〈団体写真を撮る時，リーダーが会員に〉
aph-eyse
前-で

moi-lkey-yo
集まる-意志-終結（丁寧）

⽛前で集まりましょう。
⽜
⽛集まる⽜という動詞からも分かるように，
（21）は，話し手の単独行為に対する発話ではな
い。自分の行為を行おうとする形式で聞き手を誘っていると考えられる。次の（22）
～
（24）も
同様である。
（22）
〈急にインタビューの撮影を中止しなければならない状況でベテランの司会者が〉
sukhol

cinaka-myen

tasi

moi-lkey-yo

スコール

過ぎる-ば

再び

集まる-意志-終結（丁寧）

⽛スコールが止んだら集まりましょう。
⽜
（23）
〈激しいヨガの動作を教えている先生が〉
ca,

isippwun-man

swi-lkey-yo

さあ，

10 分-のみ

休む-意志-終結（丁寧）

⽛じゃあ，20 分だけ休みましょう。
⽜
（24）
〈歌の録音をしている歌手にプロデューサーが〉
taum-un

lwui

amsutulong

次-は

ルイ・アームストロング

pecen-ulo

ka-lkey-yo

バージョン-で

行く-意志-終結（丁寧）

⽛次は，ルイ・アームストロングのバージョンで行きましょう。
⽜
（22）
～
（24）の行為者には，話し手はもちろん，聞き手も含まれる。
（22）の行為者は，撮影の
関係者全員であり，
（23）は，ヨガに関与している人の全員であるはずである。
（24）も歌の録音
に関与している全員が行為者になるだろう。話し手と聞き手という共同行為者的観点からみる
と，
（22）
～
（24）は，勧誘の機能を担っていると考えられる。しかし，実は，行為に対する強制力
や聞き手の決定権，話し手と聞き手の社会的な関係などを考慮すると命令としても解釈できる。
（22）
～
（24）の話し手は，その状況をコントロールすることができる人である。そして，発話され
た行為に対して聞き手が無視したり断ったりすることは非常に難しい。つまり，
⽛-(u)lkey⽜で発
話された勧誘には強制性も感じられる17。そのことから，
⽛-(u)lkey⽜を勧誘として発話すること
ができる人は少なくとも状況をコントロールできる〈＋上位者〉であると考えられる。

17

コ・ソンギョン（2019a）では，これを典型的な命令と区分し，高梨（2011）を踏まえ新しい用語と
して⽛勧誘的指示⽜を提案している。
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3.2.2.2．行為要求
勧誘より，更に強制性が強くなる場面でも⽛-(u)lkey⽜が現れる。
（25）は，その例である。
（25）
〈バスが出発した途端，降りなければならないことに気づいた乗客が運転手に〉
acessi,

ce

nayli-lkey-yo

おじさん

私

降りる-意志-終結（丁寧）

⽛すみません，ここで降ります。
⽜

【
（20）の再掲】

（25）は，まるで話し手が自分の行為実行に対して話すように聞こえるが，実は，聞き手の運
転手に⽛止めてもらいたい⽜という行為要求をしていると解釈できる。状況の強制力や聞き手
の決定権がある程度ある文なので，命令よりは依頼に近い。一方，
⽛-(u)lkey⽜は，状況の強制
力が強い命令を表す時にも現れる。
（26）と（27）は，その例である。
（26）
〈皆が集まったので，食事を始めようとするお客さんが支配人に〉
icey

siksa

sicakha-lkey-yo

もう

食事

始める-意志-終結（丁寧）

⽛もう，始めてください。
⽜
（27）
〈診察室で医者が患者に〉
kokay

olunccok-ulo

tolleypo-lkey-yo.

首

右-に

回してみる-意志-終結（丁寧）

⽛首を右に回してみてください。
⽜
（26）は，店員から食事を準備してもらおうとする話し手の心的状態を表している。
（27）は
（26）と異なり，話し手が状況の決定権を持っている上に，発話形式上の行為も単独で行う。こ
の時，聞き手は，話し手の行為が実行されるように積極的に手伝う。
（26）と（27）を比べれば，
（26）は，さらに間接化された命令であることがわかる。これに対して（27）は，話し手が決定
権を強く持っていることや，行為者が聞き手の単独であるという点で，命令と解釈できる。し
かし，
（27）は，行為の実行による利益が話し手ではなく，聞き手にあるので通常の命令とは異
なると考える18。もし，患者が医者の指示に従わず，首を回さなかったら，それによる損益を被
るのは，その行為を行わなかった聞き手なのである。つまり，発話された行為遂行による利益
は，聞き手に与えられると解釈できる19。このような機能が現れる場面は，病院を除いたらあ
まりないと考えられる。筆者の経験からみると病院の中でも，医者を除き，このように発話す
る病院関係者はいなかった。
ここまでまとめると，
⽛-(u)lkey⽜が勧誘もしくは行為要求として機能する時の話し手は少な
くとも状況の〈＋上位者〉であり20，聞き手の決定権が弱い状況で発話されるとみられる。
⽛-(u)

18

コ・ソンギョン（2019a）では，高梨（2011）を踏まえ⽛恩恵的指示⽜としている。

19

このような機能は勧誘のモダリティ形式の⽛-ca⽜でも現れる。
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silkeyyo⽜は，勧誘と行為要求を表してきた⽛-(u)lkeyyo⽜の意味機能拡張形であると考えられ
る。話し手が，ある場面では⽛-(u)lkeyyo⽜で，行為を要求するのに負担を感じて，これを軽減
するため派生接辞⽛-(u)si-⽜を戦略的に用いたとみられる。次の節では，
⽛-(u)lkeyyo⽜と⽛-(u)
silkeyyo⽜の発話機能について比べつつ考察していく。

⚔．⽛-(u)silkeyyo⽜について
4.1．尊敬の⽛-(u)si-⽜の意味役割
まず，病院での発話を取り上げる。前節で医者の発話として（27）を例としてあげてみた。
同じ場面で⽛-(u)silkeyyo⽜も発話される。
（28）は，その例である。
（28）
〈診察室で看護師が患者に〉
看護師：kokay
首

olunccok-ulo

tollyepo-si-lkey-yo.

右-に

回してみる-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛首を右にお回しください。
⽜
（Lit．首を右にお回しになります。
）
（28）は，
（27）のように患者に向けた発話である。注目すべき点は，話し手がだれかということ
である。
（27）と（28）は，発話対象は同様であるが，話し手が異なる。
（27）は，医者であるに
対して（28）は，看護師である。医者と看護師の違いは状況のコントロール権がどっちにあるかと
いう点にある。つまり，診察という行為で主役の医者とその指示を受けて伝える看護師は発話の
権威が全く異なる。その上，看護師は患者に⽛-(u)lkeyyo⽜のみで待遇することに負担を感じると
思われる。
⽛-(u)si-⽜は，この負担を軽減するための戦略的発話要素であると考えられる。
⽛-(u)silkeyyo⽜は，構造的に屈折接辞⽛-(u)lkey(yo)⽜の先に尊敬を表す派生接辞⽛-(u)si-⽜
が付加された形態である。そのため，特別な状況を除外して，話し手は，自分が尊敬語で待遇
してよい対象にのみこの形式を用いることができる。
（29）を参考されたい。
（29）
〈撮影中，助監督が俳優に対して〉
ca,

taum

さあ，次の

ssin

tuleka-si-lkey-yo

シーン

入る-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛さあ，次のシーンに入ります。
⽜
（Lit．さあ，次のシーンにお入りになります。
）

20

依頼としてあげた（25）も，運転手と乗客という社会的な関係からみると，乗客の方を上位者と示す
余地もあると考えられる。
（25）はバスがもう出発した後の発話なので，運転手がその要求を受け入
れる義務はないけど，できるなら乗客の要求を受け入れるように行動するはずである。
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撮影現場で監督や助監督の発話は，とても強力な強制力を持つ。これは，撮影のコントロー
ル権が監督にあるためである。助監督はその監督の判断を撮影関係者に伝達する役割を行うの
で，発話文がもつ強制力には変わらない。但し，これを指示しなければならない対象には自分
より経歴が多い関係者が含まれている可能性もあるので，その際に発生しうる負担を尊敬の⽛(u)si-⽜を使うことで軽減しようとすると考えられる21。このような発話は，空港の保安検査場
を通過する時も聞かれる。
（30）
〈空港で保安検査のため並んでいる利用客に対して〉
kethos

mili

pes-usi-lkey-yo

上着

予め

脱ぐ-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛予め，上着を脱ぎましょう。
⽜
（Lit．予め，上着をお脱ぎになります。
）
（30）は，聞き手への行為に対する強制力が非常に強い場面であるが，これは外国へ出国する
ため利用客が必ずやらなければいけない行為である。この時，保安検査の職員の発話として
⽛-(u)lkeyyo⽜は現れない。
⽛-(u)silkeyyo⽜を使った意図は，不特定多数に向けた行為要求発話
なので，聞き手の面子を守るためであると考えられる。
4.2．命令の意味機能
⽛-(u)silkeyyo⽜は，前述した看護師や助監督，保安検査の職員の発話などで現れる。
（31）と
（32）は，また看護師の発話である。
（31）
〈歯科で患者さんが口を開けてほしい状況で〉
看護師：ip

pelli-si-lkey-yo.

口

開ける-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛口を開けてください。
⽜
（Lit．口をお開けしましょう。
）
（32）
〈採血のため患者さんに〉
看護師：somay
袖

ket-usi-lkey-yo
たくしあげる-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛袖をたくしあげてください。
⽜
（Lit．袖をたくしあげられしましょう。
）
21

監督の発話なら次のようになる可能性が高い。
〈撮影中，助監督が俳優に対して〉
ca,

taum

さあ，次の

ssin

tuleka-lkey-yo

シーン

入る-意志-終結（丁寧）

⽛さあ，次のシーンに入ります。
⽜
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（31）と（32）でも，通常，
⽛-(u)lkeyyo⽜への置換はできない。しかし，患者が子供なら可能
である。つまり，
⽛-(u)si-⽜は聞き手との関係を調整する要素として使われるのである。まず，
年齢や社会的な地位がありうる。
⽛-(u)lkeyyo⽜が医者の発話なのに対して⽛-(u)silkeyyo⽜が看
護師の発話になるのは，看護師は，権威的な医者の発話伝達者かつ接客の実行者であるためだ
ろう。接客を行う人は，その対象者を丁寧に待遇しなければならない。看護師は⽛-(u)si-⽜と
してその丁寧さを高めていると考えられる。次の発話も同じである。
（33）
〈飛行機の中で客室乗務員がお客さんに〉
客室乗務員：kokayk-nim
お客-様

tungpati

olli-si-lkey-yo.

背もたれ

上げる-尊敬-意志-終結（丁寧）

⽛お客様，リクライニングを元の位置にお戻しください。
⽜
（Lit．お客様，リクライニングをお上げになりましょう。
）
（33）の場合，飛行機が離着陸する前に，リクライニングを元の位置に戻すのは，ルールで決
まっているため，発話の強制力が非常に強い。通常，このような場合，行為要求の丁寧な格式
体の⽛-e/a cusipsio（お～ください）
⽜が使われる。丁寧さは⽛-e/a cusipsio（お～ください）
⽜で
も十分に伝わる。
⽛-(u)silkeyyo⽜は，
⽛-e/a cusipsio（お～ください）
⽜より丁寧度はやや低くな
るが，聞き手に同意や了解を求めるような印象を付加し，状況を和ませようとする意図として
用いられていると考えられる。
（30）と（33）も広義の接客という観点で相手を丁寧に待遇しよ
うとする話し手の意図が⽛-(u)si-⽜で反映されていると考えられる。
ここまでみると，程度の違いはあるが，
⽛-(u)silkeyyo⽜の発話文脈は接客と関わってること
が分かる。しかし，
（34）をみてみよう。
（34）は，2019 年⚕月に封切られた⽝陪審員たち⽞と
いう映画のセリフの一部である。
（34）
〈現場検証をしに行った国民陪審員が同行した裁判官に〉
pemin

yekhal-un

phansanim-i

ha-ycu-si-lkey-yo

犯人

役-は

裁判官-が

する-てくれる-尊敬-意志-終結（丁寧）

（Lit．犯人は裁判官にお任せします。
）
【映画⽝陪審員たち⽞中】
まず，
（34）は接客発話としてとらえがたい。そして，通常，陪審員が裁判官に行為実行を要
求することはあり得ないし，あるとしても，丁寧度が高い格式体を使うはずである。本来なら，
不自然と感じられるはずの（34）が自然な理由は，確かにその状況のコントロール権が陪審員
にあるためである。もちろん，この場合も裁判官からその権威を直接的・間接的に委任されて
いるという前提が必要である。このような文は助監督などの発話のようにただの伝達者として
の役割にとどまらず，能動的に状況をコントロールする発話として用いられるようになったと
いう点で命令の機能に近いものとみられる。
（34）は映画のセリフではあるものの，実際の会話で使われたとしても大きな違和感は感じら
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れない。そのことから，
⽛-(u)silkeyyo⽜は，権威を委任された人の指示，もしくは命令的発話を
表す新しい形式として定着しつつあると解釈できる。

⚕．まとめと今後の課題
本稿は，最近韓国語において行為要求として使われ始めた⽛-(u)silkeyyo⽜の派生過程を明ら
かにすることを目的にした。
⽛-(u)silkeyyo⽜は，本来一つの述部で連続できない尊敬の接辞
⽛-(u)si-⽜と話し手の意志（約束）を表す接辞⽛-(u)lkey⽜との組み合わせである。⚒つの接辞
連続によって表れた意味機能は行為要求である。本稿は⽛-(u)silkeyyo⽜が⽛-(u)lkeyyo⽜の意
味機能拡張過程から派生した形態と考え，
これを明らかにするため意志のモダリティ形式
⽛-(u)
lkey⽜の意味拡張過程を考察した。
本来，約束を表す⽛-(u)lkey⽜は，まず，同じ意志のモダリティのうち，意志の表明と宣言へそ
の意味機能が拡張していった。その時聞き手の望ましい行為を行うという約束の意味素性が柔ら
かさや丁寧さに変わることがわかった。このように意志のモダリティの中で拡張されて行った⽛-(u)
lkey⽜は，勧誘と行為要求としてもその機能がさらに拡がった。勧誘として機能する⽛-(u)lkey⽜
は，発話者が状況の上位者という制限された状況で，命令性が強いお誘いを表した。行為要求の
内では，主に依頼や命令として表れるが，強制力が強い場面での発話が多いこともあきらかにし
た。ここで注目すべき点は，聞き手に恩恵を与える場面でも，とても制限的であったが，発話され
たという点である。
⽛-(u)silkeyyo⽜の派生は，このような⽛-(u)lkeyyo⽜の意味機能拡張性から解
釈でき，例文の分析に通じて⽛-(u)silkeyyo⽜は⽛-(u)lkeyyo⽜で待遇できない聞き手に対する話し
手の言い方として，強い強制力をもつ発話形式であるということがわかった。主に決まっている事
柄に対しての命令として使われるが，最近はその範囲が広がって状況のコントロール権を持つ話し
手の発話形式としても聞こえるようになったこともみせた。
本稿では，
⽛-(u)silkeyyo⽜の出現過程と使用場面の拡張性については示したが，より多様な
用例についての分析は行っていない。しかも，
⽛-(u)silkeyyo⽜文の強制性もしくは柔らかさや
丁寧さなどの資質や素性についても詳細に取り上げていない。これについては今後の課題とし
たい。なお，日本語でも拡張性を示すと考えられる意志のモダリティ形式を調べて，対照研究
も行いたい。
（こ・そんぎょん・言語科学専攻）
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文学研究院研究プロジェクト⽛人文学と社会⽜について
文学研究院研究プロジェクト⽛人文学と社会⽜は，文学院博士後期課程の学生をリサーチ・
アシスタントとして採用することにより，学生を経済的に支援し，博士論文の早期提出および
内容の充実を図るとともに，学生の研究環境の充実および若手研究者としての研究遂行能力を
養成することを目的としています。
文学院には，令和元年度，161 名の博士後期課程の大学院生が在籍し，そのうち⚗名がリサー
チ・アシスタントとして独自のテーマについて研究を進めてきました。その研究テーマ一覧と，
⚑年間の研究成果の概要報告を，
⽝研究論集⽞の資料として掲載しています。
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研究テーマ

R

A 氏 名

専攻・専修・学年
指導教員氏名
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人間システム科学専攻 行動システム科学専修 博士後期課程⚓年

高 橋 泰 城

研究成果の概要
［目的］
人は報酬の主観的価値を，報酬の受け手との社会的距離が増大するほど割り引く（社会割
引；Jones & Rachlin, 2006）
。また，報酬の主観的価値を時間とともに割り引くことも知られ
ている（時間割引；Frederick et al., 2002）
。これらはまとめて価値割引と呼ばれ，理論的・実
証的類似性があると言われている。では，社会割引研究は時間割引研究のように実社会へ応
用することは可能だろうか。時間割引の非整合性や符号効果（割引が損失より損失で大きい
現象）は，健康問題行動と関連することが知られている（Ikeda et al., 2010）
。しかし一方で社
会割引においては，
非整合性と割引の大きさを区別しないモデルで分析を行った研究が多い。
また区別したモデルを用いても，報酬と損失とで適切なモデルが異なる可能性がある。さら
に，符号効果についての結果は先行研究間で一貫していない。そこで本研究では社会割引に
おいて割引の大きさと非整合性を区別したモデルを用い，場面（報酬・損失）ごとに適切な
モデルを検討し，符号効果の頑健性を確認する。
［研究計画］
質問紙データの入力，確認後に，統計ソフト R を用いてデータ分析（下記のモデル比較お
よびパラメータ推定）を行った。得られた結果について外部の共同研究者とも議論を重ね，
健康問題行動との関連について論じた。これらの一連の成果は，学術論文として国際誌掲載
された。
［成果］
社会割引の大きさと非整合性を区別しないモデルと，これらを区別するモデル（q-指数割
引モデル，双曲べきモデル）の計⚔つのモデルを用いて，モデル比較およびパラメータ推定
を行ったところ，報酬条件においては双曲べきモデルが，損失条件においては q-指数割引モ
デルがもっともあてはまりが良かった。これは先行研究（Ishii & Eisen, 2018）の結果と整合
する。またグループレベルの分析で，報酬の方が損失よりも割引が大きかった（符号効果が
見られた）
。これは先行研究（Ishii & Eisen, 2018）の結果と整合しない。
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研究成果の概要
【研究の目的】
今年度の本研究の目的は，戦後成瀬巳喜男の作品の現代性を示すことであった。
【研究の成果】
最初の成果としては論文⽛成瀬巳喜男⽝乱れ雲⽞
，あるいは苦難＝情念⽜が挙げられる。
⽝乱
れ雲⽞は成瀬の遺作であり，先行研究で日本映画史上のメロドラマの傑作としてしばしば認
識されている。しかし，本研究では⽝乱れ雲⽞がメロドラマであると同時に，その枠組みか
ら逸脱するものを特異性として見做して評価する。まず，
⽛交通事故戦争⽜の歴史的な言説を
確認しつつ，成瀬の交通事故の作品群において，
⽝乱れ雲⽞の特殊な位置づけを示した。そし
て，
⽛負債関係とその転倒⽜
，
⽛苦難＝情念⽜の特徴がどのようにメロドラマ構造を破壊するの
かの特徴を分析し，そして，古典メロドラマ代表作であるダグラス・サークの⽝心のともし
び⽞との類似性を指摘した上で，
⽝心のともしび⽞ではニーチェが指摘した贈与論が負債論と
して機能するキリスト教映画の構造性を明らかにした。それに対して，
⽝乱れ雲⽞がメロドラ
マの構造を前提としない特異性を評価した。
次の成果としては日本映像学会で⽛成瀬巳喜男作品における〈働く母〉─〈田中絹代三部
作〉をめぐって⽜について発表したことが挙げられる。女優・田中絹代が主演した成瀬巳喜
男監督作品⽝銀座化粧⽞
，
⽝おかあさん⽞
，
⽝流れる⽞を〈田中絹代三部作〉と呼び，これらに
共通する〈働く母〉の形象を論じた。先行研究では，見落とした成瀬巳喜男監督作品と田中
絹代像の関係性を提示した。
〈田中絹代三部作〉の〈働く母〉の表象の変遷を辿り，歴史的制
約を踏まえて，その可能性と限界とを指摘し，これにより，成瀬巳喜男監督作品や田中絹代
研究において，新しい視座をもたらすことを試みた。
最後の成果としては，中国の学術誌⽝当代電影⽞が主催した⽛日本映画監督の現在⽜の特
集のなかで，三宅唱監督についての査読論文と濱口竜介監督の翻訳文が挙げられる。三宅と
濱口監督作品のなかの歩行，目線などの演出についての分析は，成瀬映画を現代的に読み直
すことに役に立った。
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研究成果の概要
本研究では，19 世紀アメリカ文学作家ハーマン・メルヴィルの散文作品を扱い，文学理論
の一分野である物語論において盛んに議論されてきた，小説の⽛語り手⽜と⽛作者⽜の関係
について明らかにすることを目的とした。研究方法としては，文学研究の伝統的な手法であ
る精読を行い，複数の作品に共通して現れるパターンを解明し，メルヴィルが描いた語り手
像の特質を明らかにしようと試みた。研究計画としては，
⽝白鯨⽞をはじめとしたメルヴィル
小説に加え，同時代作家のナサニエル・ホーソーン等，彼に影響を与えた作家の作品や，文
学理論や文学史に関する文献の調査も同時に行い，さらに宗教や文化的背景についての先行
研究も参照し，メルヴィル作品群の中心的主題を明らかにすることを目指した。その結果，
キリスト教カルヴィニズムの影響下にあり，自分自身と神のどちらに従って生きるべきかと
葛藤し続けたメルヴィルの内面が，彼の作品においては，自由意志を体現する語り手と神意
を体現する語り手の分身という形式で発露することが明らかになった。さらに，その分身に
は，予定論的にすでに定められた自己の姿が映し出されるがゆえ，自分自身は常に分身から
一歩遅れて生き続けなければならないという構図が，複数のメルヴィル作品において共通し
てみられることが分かった。メルヴィルは，こうした自分の分身に対する⽛遅れ⽜を頻繁に
描いているが，一貫してその遅れを解消しようとはしない。なぜなら，作品内で意識的に両
者の不一致を描き続けることで，神意を追いかけつつも完全一致はせず，自由意志を尊重し
た生き方を模索したからである。メルヴィルは自分の内面における神意と自由意志の分裂を
否定的に捉えず，むしろ創作活動の重要なインスピレーションであると考え，自己理解の手
掛かりとしていたといえる。また，このような一人物の内面における分裂と宗教的問題の関
連性を，矛盾や不一致が特徴であると考えられてきたアメリカロマン主義文学の一変奏とし
て議論することで，本研究の成果をアメリカ文学史研究の文脈に位置付けることができた。
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研究成果の概要
申請者の研究目的は，古典と直観主義論理の区別と関連は，認識論理の分野において，い
かなる帰結をもたらすかということを証明論的に解明することである。証明論的な手法は，
エージェントが自身の認識について推論の側面を捕捉することに優れている。また，推論の
側面も直観主義論理を研究する上で重要な側面である。そのため，平成 31 年度の研究は，
Artemov and Protopopescu（2016）が提示した直観主義認識論理体系 IEL について展開した。
【⚑】Artemov たちの体系に対し，Krupski and Yatmanov（2016）が推件式計算を与えた。し
かしながら，その体系は推件式計算の最も重要な性質の一つである部分論理式的な性質を満
たしていない。筆者は，指導教員と協力して適切な推件式計算を考案し，さらに基本定理で
あるカット除去定理を意味論的に証明し，IEL の有限モデル性をも証明した。
【⚒】Artemov
and Protopopescu（2016）にはすでに IEL を一階述語論理に拡張する構想が含まれており，さ
らに認識論理の父である Hintikka（1962）においても，一階述語認識論理の有用性がすでに立
証されていた。そこで，筆者は IEL の命題論理シークエント計算に対して述語論理規則を加
え，IEL のクリプキ意味論も量化子をカバーするように拡張した。この新しくできた体系
QIEL が意味論に対して健全かつ完全になることを証明した。
【⚓】国際会議の LORI2019 で
の研究討論で，IEL 研究においてクリプキ意味論と BHK 解釈の行き違いが指摘された。そ
こで，筆者はその点について更なる研究を展開した。筆者は Brouwer に由来する⽛理想的数
学者⽜を取り上げて，理想的数学者における検証を約束された将来の証明として解釈した。
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研究成果の概要
⚑ 研究の方法と目的
本研究は漢籍訓読資料のうち，
平安末から南北朝までの約 300 年間に書写された古鈔本
（も
しくはその時期の加点本に準ずる）儒教経典と文学作品⚖種の典籍・42 種の資料を分析し，
各資料に書き込まれている漢字音注記（仮名音注・声点・反切注及び同音注）の用例を収集
する。その上で，作成者（加点者）が属する学問集団（博士家・仏家）と系統に分けて現れ
る差を数値化して示すことを目的とする。
⚒ 得られた成果
第一に，仮名音注の分析を行うに当たっては，日本語の音韻変化を反映して表記の揺れが
見られるもの，個人（集団）別の差を反映したものと考えられる部分とに大別し，その傾向
を確認することができた。その中で，舌内・唇内撥音韻尾の例を挙げると，諸本の系統と集
団も無論関係するが，個人が持つ表記の規範によって，バリエーションが見られることが確
認できた。
第二に，声点の部分に関しては，中国語音韻学（
⽝切韻⽞系韻書の分類）における四声と漢
音声調とのずれから見られる部分に着目し，分析を試みた。声点に関しては特に，同時代の
加点資料であっても，加点の意識は各博士家によって異なることが確認できた。
第三に，反切注・同音注に関しては依拠すべき注釈書の有無の点と各テキストに書き込ま
れているこれらの注記の数という点に注目した。反切注・同音注は典籍によって緊密な関係
があるにも関わらず，同じ系統の典籍でも作成の目的によって書き込みには大きな数値的な
差があることが見られた。
⚓ 今後の展望
本研究では，比較的に現存資料の量が多い漢籍訓読資料の儒教経典・文学作品の古鈔本を
分析した。その他にも古版本および⽝史記⽞
⽝漢書⽞などの歴史文献を対象にして，視野を広
げていきたい。
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研究成果の概要
【研究の目的】①植民地期（1910-1945）の朝鮮知識人たちによる美術史研究の形成過程をあ
とづける。②現在の韓国美術史がはらむ問題点（固定性，排他性）を克服する契機を，それ
ら形成期の美術史研究の中に探る。③彼らが参照した日本の思想との関係を明らかにする。
【研究計画】新学問導入の窓口となった 1910 年代～20 年代初頭の渡日留学生による⽛美術⽜
関連の論説を読解，分析する。その際，従来の研究の図式や分類にとらわれることなく，各
論者の個人史や前後の著作を踏まえた上で総合的に読み込む。対象は，安廓（アン・ファク）
⽛朝鮮の美術⽜
（1915 年）
，李光洙（イ・グァンス）
⽛文部省美術展覧会記⽜
（1916 年）
，金煥（キ
ム・ファン）
⽛美術論⽜
（1920 年）の三つとする。
【成果】各論者の個人史の検討やテクスト分
析の結果明らかになったのは，彼ら三人が共通して朝鮮民族の啓蒙の一環として⽛美術⽜を
論じている，ということである。一方，力点の置き方の違いにも注目した。すなわち，安廓
は，朝鮮民族の独自性の追求を重視し，民族意識の覚醒を目的とする朝鮮学研究の一環とし
て⽛美術⽜を論じたが，李光洙は，より文明の側に立ち，朝鮮社会にとっての⽛美術⽜の啓
蒙的な効用や将来の美術家の輩出に重点を置いて⽛美術⽜を紹介した。この二人が，より直
接的な手段として⽛美術⽜を受容したのに対して，金煥は，
⽛美⽜や⽛美術⽜を⽛真⽜や⽛善⽜
などの普遍的な価値体系の中で基礎づけようとした。このような金煥の⽛美術論⽜は，根本
的には民族主義的な動機から出発しつつも，普遍性の側に大きく開かれており，
⽛ナショナル
なもの⽜だけに収斂するのではない美術研究のあり方に示唆を与えるものである。日本の思
想との関係については，安廓の場合，複数の種本があり，基本的な事実の流用や語句の類似
が見られるが，全体としては，安廓の目的に合わせる形で換骨奪胎的に受容したことが明ら
かにできた。李光洙については，日本の展覧会の見学体験に基づくものであるという以上に
は，特に参照したものは見出せなかった。金煥については，彼が在籍していた日本美術学校
での教育内容も踏まえた上で，さらなる検討が必要である。
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研究成果の概要
清朝に活躍した今文学派は，経書の中でも特に⽝春秋公羊伝⽞を中心とする今文経典を尊
重し，その研究に当たっては，訓詁名物に固執せず，直接に孔子やその弟子の⽛微言大義⽜
を求めたとされる。確かに，彼らは一様に微言大義の闡明を標榜しているが，仔細に見れば，
その語の内実は学者ごとに異なる。本研究は，この微言大義の語に着目し，学者ごとの用法
の差異を明らかにすることで，今文学派における微言大義の語の継承と発展とを明らかにし
ようとしたものである。
研究の具体的な手段としては，今日，この語の定義として最も広く知られる皮錫瑞
（1850～1908）
⽝経学通論⽞の説を手がかりに，これを他の学者の説と比較することで，相互
の関係を整理し，その影響を考察するという方法を用いた。皮錫瑞は⽝孟子⽞中の⽝春秋⽞
に関する記述を根拠として，微言と大義とを別箇に定義しているが，同様に微言・大義を区
別した学者として，宋翔鳳（1777～1860）の存在が知られている。また皮錫瑞自身も，その
⽝経学歴史⽞
や自身の日記の中で，
他の今文学者に比べて宋翔鳳を高く評価していることから，
特に宋翔鳳を本研究遂行上の鍵となる人物であると捉え，主としてその⽝論語説義⽞に基づ
いて，宋翔鳳の微言・大義に関する説を考察した。
その結果，宋翔鳳は⽝論語⽞公冶長篇の記述に基づいて微言・大義を分類・定義している
ことが確認されたが，皮説の最大の特徴と言える，
⽝孟子⽞に注目した微言大義説は見出され
なかった。このことによれば，両者の間には単純な影響関係は存在せず，それぞれは独自の
微言大義説として理解すべきものであると言える。しかしながら，宋翔鳳の微言説を考察す
る過程で，そこには，彼に先行する恵棟（1697～1758）や銭大昕（1728～1804）といった漢
学家の説の影響が見られることが明らかになった。このことは，今文学派の微言大義説が，
その内部のみでなく，訓詁名物を重視する漢学家の説をも取り入れて形成されたものである
ことを示している。本研究により，従来，今文学派に特有のものとされてきた微言大義の語
が，実は複雑な来歴を持つことが明らかになった。その言説史を考察するに当たっては，よ
り広汎な視点から再検討を加える必要があろう。
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博士論文題目一覧
氏

名

張

種

類

学

位

論

文

題

輝

文学

有島武郎文学の研究 ─ 女性を書くこと ─

目

授与月日
令和

1. 6.28

梅

木

佳

代

文学

エゾオオカミをめぐる歴史と文化：日本における研究史およびオオ
カミ観形成過程の検討

1. 9.25

宮

内

彩

希

文学

植民地期朝鮮における⽛迷信⽜の問題の研究

1. 9.25

川

﨑

俊

文学

伊井直行論

1. 9.25

白

治

恵

文学

王

玉

輝

文学

中国映画における分身の表象に関する史的研究

1.12.25

隋

暁

静

文学

日本語の会話におけるフェイスバランス調整行動に関する語用論的
研究 ─ 自己卑下発話を中心に ─

1.12.25

優

子

文学

ヨシヤの改革：⽛エサルハドン王位継承誓約文書⽜と⽛申命記⽜

2. 3.25

健

一

文学

ベルクソン⽝物質と記憶⽞の純粋知覚説における問題解決型の思考実
験とその構成の方法としての仮象論によるメタ理論の構築

2. 3.25

UGUR ALTIN

文学

参謀本部の情報活動と日本外交
─ バルカン戦争を中心に

2. 3.25

稲

吉

真

子

文学

⽛も⽜の文法的特性と語用的機能に関する研究

2. 3.25

鈴

木

一

生

文学

The Eternal Pursuit of Arbitrary God: Melvilleʼs Method of Provoking
Immortality
（終わりなき恣意的な神の追跡：メルヴィルによる永遠性の呼び起こし）

2. 3.25

田

海

秀

穗

文学

横井小楠の經世思想研究

2. 3.25

髙

尾

祐

太

文学

中世の知と文芸

2. 3.25

雅

旬

文学

川端康成文学における絵画

2. 3.25

髙

石

NEGATIVE IDEALISM OF PERCY BYSSHE SHELLEY:
HIS SELF-REVISIONISM TOWARD “THE TRIUMPH OF LIFE”
（パーシー・ビッシュ・シェリーの否定的理想主義：⽛生の凱旋⽜に至
る自己修正）

橋

原

李

1. 9.25

ALFIAN HELMI

文学

The Political Ecology of Salt: Dynamics of Agrarian Change in Rural
Kupang, Indonesia
（塩のポリティカルエコロジー：インドネシア・クパン農村部におけ
る土地利用・保有の変化の動態）

伊

藤

浩

文学

Visual Search and Concealment Strategies in the Spatiotemporal and the
Temporal Domains across Social Contexts
（時空間・時間次元における社会的文脈に基づく視覚探索及び隠蔽方
略）

工

藤

遥

文学

地域子育て支援の施策と課題
─ 子育ての私事化／社会化をめぐって ─

2. 3.25

飛

文学

バイリンガルの言語使用におけるメカニズムの解明
─ 意味処理に関する検討 ─

2. 3.25

胡

資

政
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2. 3.25

2. 3.25

氏

名

Mohd. Ashik Shahrier

種

類

文学

学

位

論

文

題

目

Effects of Prenatal and Postnatal Ethanol Exposure on the Development of
Ultrasonic Communication and Sociality in Rats
（出生前及び出生後のエタノール曝露がラットの超音波コミュニケー
ションと社会性の発達に及ぼす影響）
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授与月日

2. 3.25

修士論文題目一覧

令和元年度
専

攻

氏

思
想 金
文 化 学

木

上

田

侯

名
政

修
博

論

題

目

ロールズ⽛正義論⽜は障害者を包摂するか
─ 拡大された社会的協働の射程についての一考察 ─

侑 デイヴィドソンの意味理論の変遷について
乃

禎 後期西田哲学の宗教の論理について

昆

野

清

美 ⽝論理哲学論考⽞における操作と論理の関係について

福

田

誠

行 慧遠の浄土思想 ─⽝般舟三昧経⽞との関連を中心に ─

王

竹

溪 ⽝カウシータキ・ウパニシャッド⽞における輪廻思想の研究

鄭

君

達 20 世紀のフェミニスト宗教研究再考 ─ 男性中心主義批判の比較を中心に

佐々木

蓉

子 既製品と芸術空間

福

沙

羅 〈ミュンスター彫刻プロジェクト〉研究

劉

晶

晶 蔡國強の作品におけるエネルギーの顕在化

歴史地域 金
文 化 学

奎

潾 植民地期朝鮮における古美術品収集の実践に関する研究

井

久

保

千

葉

張

南 第一次幕領期における蝦夷地警衛
康

平 日本古代における衛士

易

臻 日本帝国の拡張と台湾旧慣調査

津久井

薫 観光から見る⽛満洲国⽜とその社会

春

名

恭太朗 北海道総合開発の史的分析

松

野

宏

樹 鎌倉幕府御家人と新恩所領 ─ 上総国御家人深堀氏を中心に ─

髙

橋

稜

央 後ウマイヤ朝期アンダルス社会とキリスト教徒をめぐる法学議論

長

瀬

篤

音 ティムール朝末期における辺境の再編

坂

東

泰 清末禁煙運動の研究
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専

攻

氏

名

修

論

題

目

フランス革命期におけるふくろう党像の再検討
─ ウール＝エ＝ロワール県の事例から ─

歴史地域 田
文 化 学

中

秀

酒

井

裕美子 17 世紀中葉におけるスウェーデン王と帝国国制

笠

原

初

菜 ネパールの災害エスノグラフィー

酒

井

マ

ナ

日本におけるイスラエル・ディアスポラ
─ ⚔人のライフストーリーをもとに ─

青

木

彩

峰

地域社会における公立文化施設の“劇場像”成立について：
松本市・まつもと市民芸術館を事例として

神

田

いずみ

許

開

任

樹

軒 江戸時代におけるカラスの分類、生態および人との関わり
怡

楊

地域の博物館における郷土資料館の特徴
─ 札幌市内の郷土資料館の事例から ─

異なる展示方法を通した展示体験及び中国語に基づくコミュニケーション
─北海道大学総合博物館展示体験を事例として

朝

暉 北海道の博物館におけるインターネット情報発信に関する研究

言語文学 中

野

志

帆

Judeo-Christian Perspective in Ernest Hemingwayʼ s Short Stories
（アーネスト・ヘミングウェイの短編におけるユダヤ・キリスト教的視点）

江

刺

佳

紘

From Seeing to Touching: Tactile Imagery in Flannery OʼConnorʼs Works
（見ることから触れることへ ─ フラナリー・オコナー作品における触覚イメージ)

岡

部

雄

仁 ロシア文化における笑い ─ 日本人アネクドートを用いた分析─

南

宮

河

野

友

哉 平安朝漢文伝の研究

北

田

有

佳 ⽝百人一首改観抄⽞の形成

寺

本

菜

摘 ⽝出雲風土記抄⽞の研究

黄

思

耘 近松門左衛門と馮夢龍

姜

詩

韻 揚雄の賦における楚辭の要素

曹

軼

婷 魏晋南北朝期の文学における〈自悼〉意識 ─〈悼祭〉を主題とする作品を中心に

魏

嘉

琳 李清照の詩詞に関する研究 ─ 神話を題材とした詞を中心に

張

江

林 清代における清雅詞派の受容の考察 ─ 姜夔を中心に

頌

A Dislocated Black Soldier: Vulnerable Heroism in Toni Morrisonʼs Home.放浪する黒人兵士
─ トニ・モリスンの⽛ホーム⽜における脆弱なヒロイズム。
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専

攻

氏

言語文学 張

名
紫

熊

修

論

題

目

曦 魏晋南北朝期の志怪小説における〈名前の霊力〉について
征 六朝期における陶淵明評価 ─⽛古今隠逸詩人の宗⽜をめぐって

邱

月

何

萍 園子温映画における時空間構造 ─⽝自転車吐息⽞を中心に
雯 有島武郎のニーチェ受容

郭

瑞

思 アニエス・ヴァルダ映画論

崔

文

婕 悪夢の渦─大和屋竺作品論

肖

禾

子 村上春樹論 ─ 物語への省察・生きることの真実 ─

永

暉 横光利一⽛旅愁⽜論 ─ 歴史化される現在 ─

鄭

文

煜 少女マンガの進化形 ─ 大島弓子と魚喃キリコの作品を中心に

董

暁

宇 ⽛満洲文学⽜における⽛異民族⽜の表象

土

橋

楊

晴 宮沢賢治童話研究 ─ 語りと作品の変容

閆

露 中国山西省武郷方言の音声・音韻に関する記述的研究

大

山

修

平 感情を表す語彙の意味的特徴 ─ 新語⽛エモい⽜を中心に ─

工

藤

詩

織 北海道における⽛方言らしさ⽜の評価とその形成要因

佐々木

貴

士

How VOICE is Construed in Japanese and English
日英語における⽛声⽜の概念の比較

森

真

衣

A Corpus Study of Pragmatic Functions of Discourse Marker Like
談話標識 like における語用論的機能のコーパス研究

下

ヴァシリエヴァ イローナ ロシア語と日本語における⽛視線⽜の概念メタファーの比較
笠

松

勇

介 神代辰巳論

屈

芸

テ

イ 五山禅僧における蘇軾詩の注釈について ─⽝四河入海⽞を中心に

人間シス 今
テム科学

井

裕

子 食材の配色における⽛美味しさ感⽜の文化的相違について

左

沿

Effects of partial colour on the cognition of facial expressions
表情認知におよぼす顔のパーツ色の効果
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専

攻

氏

名

人間シス 趙
テム科学

修

論

題

目

越 砂糖及び慢性ストレスがラットの不安・うつ様行動に及ぼす影響

張

旭

穎 演奏における表現の芸術性の検討：時間的次元に焦点を当てて

張

誉

騰 感情語の典型色とその認知的効果について
色のカテゴリカル知覚の個人差と左右半脳の側性化の関連
─ 利き手指数の指標を用いて

鄭

瑜

馮

璐 妊娠中および授乳期のアルコール摂取による性差依存的なラットの不安行動

前

澤

知

劉

輝

Biased distance estimates using echolocation in sighted participants
晴眼者の反響定位による距離推定のバイアス

悦 照明光の色変化が顔の印象に及ぼす影響

上

田

江里子 ヒトとウマにおける行動同期 ─ 歩行場面に着目した探索的検討 ─

鎌

谷

美

朱

希

ウマは同齢の同種他個体に視覚的選好を示すか
─ 類似性の原則に着目した実験的検討 ─

瑶

集団を超えた全体への協力と集団間の話し合い及び共通運命の認識の相互影響過程
─ 仮想世界ゲームにおける社会的表象

舘

石

和香葉 集団を越えた相互協力の達成に関する実験的検討

中

田

星

矢 教育が技術の累積的進化を促すメカニズム：計算論モデルを用いた理論的検討

本

間

祥

吾 リスク下における適応的な強化学習の進化：進化シミュレーションによる理論的検討

松

島

保

尚

称賛行動にはコミットメント・シグナルとしての機能はあるのか？
～称賛者への評価に着目した比較社会生態学的検討～

鄒

敏 融資ネットワークにおける社会関係資本役割の転換 ─ 上海周寧商会を事例に

鄧

娟

中国帰国者の幸せと宗教生活
─ 札幌国際キリスト教会における中国帰国者たちを例として ─

聖

双生児と非双生児の教育達成
─ 行動遺伝学と社会学からのアプローチ ─

忻

悦

現代中国におけるビジネスが発展している仏教団体の変化
─ 靑島市における寺院を対象として

田

悠

子

奄美大島西仲間集落の多面的な自然資源利用とそれを規定する社会関係
─ 重層的な利用・管理・所有に着目して

五十嵐

宥

樹

タイ難民キャンプからミャンマー（ビルマ）への難民帰還における現状報告と展望
─ いかに帰還し、暮らしはじめるのか─

赤

泰

斗 財政からみた北海道奥尻町の防災に関する研究

中

村

馬
杉

沼

― 201 ―

専

攻

氏

名

修

論

題

目

A Study on Livelihood System of Oil Palm Farming Households under the pressure of
人間シス アウディナ アマンダ プラメスワリ
Land-Tenure Insecurity in Jambi Province, Sumatra, Indonesia
テム科学
及

貝

妮 知床における人馴れクマの現状と課題 ─ 斜里町ウトロを事例として

伍

家

慧

中国珠江デルタの⽛基塘農業⽜の経営実態と多面的機能からみる今後の可能性
─ 順徳区杏壇鎮青田村を事例地として ─

佐々木

薫

子

津波被災地出身の若者の意識調査にみる⽛つながり⽜のあり方
─ 宮城県石巻市北上町を事例として─

啓

カリマンタン島におけるセンザンコウ・ヤマアラシ保全に向けた課題：
先住民族による猟の意味づけと重要性に着目して

澤

井

髙

橋

張
土

真太郎 北海道道東地方におけるグリーンツーリズムの展開
斯

田

鄭
野

瀬

山

田

尭

大連市サクランボ栽培農業の発展に関する地理学的研究
─ 大連市の個人農家を事例として ─

慎一郎

日本の農村における小規模ワイナリーの展開
─ 北海道余市町と長野県東御市を事例として ─

家

傑

産業発展による都市水汚染の影響と水整備のあり方
─ 上海市蘇州河の水整備を事例として ─

紹

未 御蔵島の⽛ネコ問題⽜に関する住民の意識
悠 特定外来生物アメリカミンク（Neovison vison）の管理における現状と課題について
施設園芸を商品とする企業的観光農園の発展に関する地理学的研究
─ 四川省成都市を事例として ─

劉

芯

男

芦

非

煙 北海道道央地域におけるテン類の変遷

洸

大 大卒労働市場におけるカレッジ・インパクトの変容 ─ チャーター理論再考 ─

峯

俊
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特定課題研究テーマ一覧

令和元年度
専

攻

氏

名

特

定

課

題

研

歴史地域
陳
文 化 学

亦

欣 知床の世界遺産登録のプロセスと先住民族

言語文学 韓

西

西 エドガ・アラン・ポーの短篇小説の諸相

究

テ

人間シス 北
テム科学

澤

愛友実 公立中学校部活動の発展過程に関する社会学的研究

渡

邊

健太郎 非正規男性の経歴とジェンダー意識

殷

子

涵 中国現代農村における⽛埋葬⽜意識に関する研究
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ー

マ

10.14943/rjgshhs.20.r 1

書誌

海

藤

侑里子

ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫蔵⽝和字正覽抄出⽞翻刻・影印

はじめに

字正濫抄出⽞は、契沖の著作である⽝和字正濫鈔⽞
（主に、古代文献

蔵書印 駒澤蔵書（一・オの右上にあり）

書名 （外題）和字正覽抄出 （内題）和字正覽抄出

所蔵先 ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫

の仮名用法と一致しない定家仮名遣いの誤りを訂正するための仮名

著者 未詳

ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫に収められる⽝和

遣い書）から約三分の一の語句を抄出したものである。また⽛ゑ⽜

作成時期 明和元年（一七六四）以降
刊写の別 写

⽜とあるように、
⽝和字正濫鈔⽞の例証の不

備を補うことを主眼として編まれた歴史的仮名遣い辞書である⽝古

冊数 一冊

古言梯 者大
也ゑらきゑらく

言梯⽞
（明和元年〈一七六四〉成立）からの引用があるため、明和元

装訂 こより装

の項目に⽛悦

年以降に編纂されたものと考えられる。

行数 八行（三段に分かれている）

丁数 十六丁

り、そこには⽝古言梯⽞の影響も垣間見えるのである。近世期の辞

寸法 縦二十一・三糎、横十四・〇糎

以上、本資料は、
⽝和字正濫鈔⽞の利用実態の一端を示すものであ

書利用の一端を闡明するものとして、ここに⽝和字正覽抄出⽞の書
誌及び翻刻を掲げる。なお、参考資料として巻末に影印も併せて付
した。

―1―

北海道大学大学院文学院 研究論集 第二十号

凡例

和字正覽抄出

波書店、一九七三）に所収されている⽛和字正濫鈔⽜の翻字を付

⚖作字した漢字の下に、参考として久松潜一⽝契沖全集第十巻⽞
（岩

⚕注記は、割注の形で示した。

⚔原文は八行三段で構成され、行間はないが、翻刻するにあたり便

⚓丁移りは閉じカギ括弧（⽜
）で示し、続けて括弧内に丁数を示した。

⚒踊り字、濁点、句読点はすべて原文のままとした。

弥 いや

命 いのち

誰 いつれ

急 いそぐ

魚 いを

出 いつ

家 いへ

所謂 いはゆる

岩 いは

母 いろは

賤 いやし

祈 いのる

稲 いね

爭 いそふ

抱 いたぐ うたぐ 磯 いそ

至 いたる

云 いふ

頂 いたゝき

漁子 いをとり

鑄 いる

犬 いぬ

古 いにしへ

祝 いはふ

弟 いろと

徘徊 いさよふ⽜
（一・

不知 いさ

未 いまた

生 いく

否 いな

何時 いつ

鬧（閙） いそかはし

痛 いたむ

筏 いかた⽜
（一・オ）

忽諸 いるかせ

入 いる

菴 いほり

嘶 いはゆ いなヽく

兄 いろね

いのかんな 中下のい文字

した。作字した漢字が⽝契沖全集第十巻⽞と同様の場合、作字し

坐 います

漁 いさり

妹 いも

⚑漢字は、原文のままとした。

た漢字の下に⽛
（同）
⽜と記した。

去来

石 いし

無本意 ほいなし

巻末に別途資料として原本の画像を掲載した。

⚙読みやすさに配慮して、中央に境界線を引いた。

した。

宜的に項目ごとに行間を空け、項目をゴシック体で記した。

⚗虫損等で不鮮明・不明瞭な箇所は角括弧（
［］
）で示した。

夢 いめ ゆめ

匍匐入 はひいり

悔 くい
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俗語也

⚘漢字に対して付される仮名が複数ある場合は、一文字分空けて記

諍 いさかふ

於 おいて

い
右此中下のいおほくはきにかよへり太刀をは て弓をひいて
き

ウ）

老 おい

10

艤 ふなよそひ

病 いまひ

交 あはひ

無事言 ことなしひ

舞 まひ

間 あひだ

或 あるひは

山のあい也

戀 こひ

葵 あふひ

なときにかよふいは皆なすらへて知るへし

井 ゐ

價 あたひ

將 ゐる ひきゐる 田舎 ゐなか

篩 ふるひ

院 ゐむ⽜（二・オ）

相生 あひおひ

緒 を

呼唹 を

終 をはり

尾 を

雄 を

侍 さふらひ

（鯉） こひ

雞冠花 かしあゐ

近衛 ゆけひのつかさ 境 さかひ

椎 しひ⽜
（三・ウ）

ゐのかんな 中下のゐ文字

守宮 ゐもり

姪 めひ

居 ゐ

夜居僧 よゐのそう 紅 くれなゐ

雜賀 さひか

猪 ゐ

堰埭 ゐせき

参 まゐる

狂 くるひ

うとも

髙陽院 かやゐ
天雲 くもゐ

鬠 もとゆひ

餅 もちひ

姨 をは

相撲 すまひ

按古今集遠鏡序の注に相おひはおひし
おわれしの言とあり相迠の字ならんか

位 くらゐ

强（同） しひて
萬葉
すむと同

用 もちゐ

潮佐為 しほさゐ

住 すまひ

詣 まゐて まうて 二 （處） ふたゐ
基 もとゐ

飯 いひ

小 ちひさし⽜（二・ウ）

小 を

踊 をとり

を中下にあるを

入相 いりあひ
新 にひ

甥 をひ

前年 をとゝし

ひ中下にありて音便のいゐとまがふかんな

灰 はひ
繍 ぬいもの

尾張 をはり

岑 を

褌 ちひさきもの

蜻火 かけろひ かけろふ 貝 かひ

互 たかひ

宵 よひ

卵 かひこ

居 をる

老翁 をち

少男 をとこ

犯 をかす

折 をる

彼此 をちこち

少女 をとめ

泳 をよく

岡 をか

時莭 をりふし

伯父 をぢ⽜
（四・オ）

（苧） を

参差 かたゝかひ

鎧 よろひ

鷄頭樹 かひるてのき 肘 かひな
鎹 かすかひ
萬葉
日本記

拜 をかむ

縦 たとひ

結 （婚） よばひ

平 たひら

（魂） たましひ

手巾 てのこひ

男 をとこ

童 をぐな

萬葉に今のをつゝとよめり今
のうつゝと現近をいへるにや

をつゝ

憗 なまじい

獺 をそ

使 つかひ

女 をんな

及 をよひ

傍 そひ

杙 くひ⽜
（三・オ）

戰 をのゝく

斧 をの

圉 うまかひ

（峽） や ま か い

妾 をんなめ

鴬 うくひす

濔生 いはひ

万葉催馬楽をみなと
いへりをうなとも

水鷄 くひな
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奢 をごり

覺 おぼへ

多 おほし

思欲 おほし

をけし

弟 おとゝ

白

音 おと
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桶 をけ
仰 おほせ

長 をさ⽜
（四・ウ）

萬葉にうけら

怠 をこたり

長 おとな

經延 をこがまし

頷 おとがひ

按長をさの假字おとな
のかんなおをいつれか

劣 おとる

治 をさむ

下 おりいる

稚 をさなし

怖 おとす

不賢 をさなし

響 おとなひ

妖言 およつれごと 爾 おれ⽜
（六・オ）

補 をきのふ
鴽鴦 をし

織 おる

同 おなじ

是な
らむ

折敷 をしき

遲 おそし

駑馬 おそきうま

落 おつ

襲 おそふ

節折 はをり

叫 おらび おらぶ 鈍 おそし

（慴）おづ

恐 おそる

万葉たわゝとも

荻 をき

貰 をきのふ

兔（Ẇ） をさぎ

惜 をしむ

東の俗語か

教 をしへ
十 とを とをゝ

置津 をきつ

刧 をひやかす
風流士 たはれを
（等）閑 なをさり

薫 かをる
婦人 たをやめ

常にかほる也万葉に香乎
礼流とあるに通故に出す

婀娜 たをやか

起 おく

（陰）陽 おんやう 己 おのれ

各 おの〳〵

贈 おくる

嫗 おむま
自 おのつから

送 おくる

親 おや

青 あを⽜
（五・オ）

置 おく

晩稲 おくて

㚵（負） おふ⽜
（六・

丈夫 ますらを

後 おくる

生 おふ

和 やをら

追 おふ

押 おさへ

お中下のお文字

万葉佐保川に用た
るはあやまりなり

ウ）

行 おこなひ

掟 おきて

竿 さを

於 おいて

發 ［おこる］

翁 おきな

滄溟 あをうみばら 棹 さを

奥 おいそ

愚 おろか

熾 おき

臨照 おしてる

芝折 しをる

老 おひ
不覺 おろか

卸 おろす

几 おしまつき

漂澪 みをつくし

除 おいて

颪 おろし

忍海 おしのうみ

牡鹿 さをしか

輕易 おろか

御坐 おはします お

面 おもて

菊 かはらおはき

表 おもて

赴 おもむく
思 おもふ

瀛 おき
猶豫

重 おもし

（顏） おもかけ

檻 おはしま

朧 おほろ

欝悒 おほつかなし

帯 おひ

祖母 おば

（鬼） おに

狼 おゝかみ

まします

溺 ［おほる］

人民 おほたから

祖父 おほぢ⽜（五・ウ）

姒婦 おほよめ

参議 おほまつり ことひと 覆 おほふ

（凡） およそ

蘿蔔 おほね
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ほ中下のほをおにまきるゝを出す⽜
（七・オ）

吭 のむとふえ

越 こえ

消 きえ

肥 こえ

五百 いほ

甲 きのえ

巌 いはほ
勢 いきほひ

燃 もえ⽜
（八・ウ）

冱 さえ

質 すなほ
憤 いきとほり
遠 とほし

萌 もえ

庵 いほり
通 とほる

ゑ

冷 ひえ

匀 にほふ
滞 とゝこほる
潤 うるほう

薭 ひえ

調 とゝのほ
直入 なほり

餌 ゑ

（顏） かほ

猶 なほ
競 きほふ

（同）樂 ゑらく

惠 ゑ

烏帽子 えほし

夷 えぞ

領 えり

居 すゑ

聲 こゑ

陶 すゑもの

故 うゑ

家 いヘ

（祓） はらへ

末 すゑ⽜
（九・オ）

飢 うゑ

（杖） つゑ

圓 ゑむ

（咲顏） ゑかほ

詠 ゑい

氷 こほり

犬 ゑぬ

會 ゑ

潮 うしほ
催 もよほす

古言梯 者大
也ゑらきゑらく

塩 しほ

悦

𠮷哉 よし ゑやし 机 つくゑ

華 くゑ

得 え

礎 いしすゑ

𠮷 え

梢 こすゑ

醉 ゑふ

柄 え

纓 えい

縁 えに
役 えたち

殖 うゑ

胞 え

枝 えだ

撰 えらふ

古 いにしへ

膚 はだへ

鎮 とこしなへ

へ

蝿 はへ

囚 とらへ

歸 かへり

榎 えのき

重 へ

賽 かへりまうし

牲 いけにへ

榧 かへ

蒲萄 えひ

宴 えむ

蘇 よみかへる⽜
（九・

鷄冠樹 かへでのき

蛙 かへる かはつ

釜 かなへ

（笑） わらへ

吠 ほえ

傍 かたへ

長子 えこ

いやす
いゆとはたらく

費 ついえ

ウ）

昆布 えひすめ

煮にえ
（聳）そひえ
轅 なかえ

笛 ふえ

房 えひら

（怨） えむす

えならぬ

うわる
うゝるとも

荏 え

え⽜
（七・ウ）

操 みさほ

⽜
いろめとも

悦哉 えつさい
燕 えむ
兄 え
（鰕） えひ
（八・オ）

艸木の

嘶 いはえ いはゆ 愈 いえ
荑 はえ
鵼 ぬえ
潰 つえ
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與 あたへる

者 てへり

前 まへ

訴 うたへ

上 うへ

苗 なへ

堪 たへ

剰 あまつさへ

敢 あへて

竟 をへ

覆 くつかへる

表 うへ

並 なへく

妙 たへ

囀 さへつる

喘息 あへき

意氣 こゝろばへ

屋遊 やのへのとけ

打延 うちはへて

筌 うへ

譬 たとへ

沫 あは

氣 けはひ

闘草 くさあはせ

鍬 くは

團扇 うちは

苗代 なはしろ

兵 つはもの

戯 たはふれ

齢 よはひ

傍 かたはら

澤 さは

袷 あはせ

周章 あはたゝし

不破 ふは

柔 やはらか

企 くはたて

麗 うるはし

上國 うはつくに

畷 なはて

蓄 たくはふ

風流士 たはれを

柏 かしは

際 きは

障 さはり

顯 あらはる⽜
（十一・

鰒 あはひ

粟 あは

廽 まはる

委 くはし

㐕（同） うつはもの

上天 うはのそら

縄 なは

岨 そは⽜
（十一・オ）

遊女 たはれめ

夜 よは
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道祖神 さへのかみ 徃（往）方 ゆくへ 教 をしへ⽜
（十・オ）

交 あはひ

痕 きは

汀 みきは

中下のわ

撓 たわむ

腸 はらわた

沫 あわ

手弱女 たわやめ

曲 わ

多 さは

ウ）

（乾） かわく
俵 たわら
理 ことわり

祝 いはふ

潦 にはたつみ

庭 には⽜
（十・ウ）

万葉
和名

烏芋 くわゐ

居 すわる

岩 いは

俄 にはか

中下のう
くをやはらけてい
ふ例しておなし

河 川 かは かは

皺 しわ

鷄 にはとり

われもかう

痛 いたう
禍 わさはひ

オ）

終 をはり
童 わらは

瓦 かはら

蓴 ぬなは

尾張 をはり

替 かはる

格 かうし

膠 にかは

中下のは

騷 さわかし

單 ひとへ

早良 さはら

究 きはむ

諏方 すは

偏 ひとへ

黃檗 きはだ

琵琶 ひは

夫 をうと

後 しりへ

十二月 しはす

時世 いまよう

冠 かうふり⽜
（十二・

皮 かは

裘 かはころも

仕奉 つかうまつる 植 うゝ

馨 かうはし

土㐕（同） かはらけ 厠 かはや
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詣 まうて

中下に濁るし

弾 はしく

客 まろうと

虹 にし

旋毛 つむし

漸 やう〳〵
櫨 はし

躑躅 つゝし

狢 むしな

を
う通

初 はしめ

詰 なしる

交 ましはる

手水 てうつ

辻 つし

同 おなし

短 みしかし⽜
（十三・

申 まうす(
まう)
し 紅梅

頂 うなし

不盡 ふし

何 いつれ

すゆ すゑ
すわる通

生 にふ

羊 ひつし

ウ）

祝部 はふり

言 いふ
遠江 とほく あふみ とほとふみ 溢 は

埋 うつむ

尋 たつぬ

崩 くつる

蹲 うつくまる

薺 なつな

先 まつ

太秦 うつまさ

ふる⽜
（十二・ウ）

屑 くつ

中下に濁るつ

訪 とふらふ

中下のふ

姑 しうとめ

禁 ましなふ

出 いつ

煩 わつらふ

舅 しうと

狂心 たふれこゝろ

鱗 いろくす

耻（恥） はつかし

草子 さうし

倒 たふる

閏月 うるふつき

泉 いつみ

居 すう

蜻蛉 かけろふ
睡 ねふる

伺 さふらふ

消息 せうそこ

添上 そふのかみ
拐 あふこ

兄 せうと

今日 けふ

樂 たのしふ

（鯰） なます

悲 かなしふ

むにまかふふ
傾 かたふく

水 みつ⽜
（十四・オ）

授 さつく

削 けつる
梓 あつさ

感 めつ

貧 まつし
東 あつま

譲 ゆつる

倭文 しづ

戯 たはふれ

きつな

瑞 みつ

苦 くるしふ

希見 めつらし

静 しつか

眠 ねふる

賤 しつ

蹄 ひつめ

撰 ゑらふ

樂 たのしひ

滴 しつく

浮 うかふ

悲 かなしひ

撰 ゑらひ

みにかよふひ⽜
（十三・オ）
辞 いなひ

欣樂 うれしひ

水雲 もつく

（沈） しつむ

浮 うかひ
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必 かならす
雲聚 うす

数 かす
葛（ᷤ） くす⽜
（十四・

鼠 ねすみ

中下に濁るす

渦 うす
ウ）
蚯蚓 みゝす

（かいどう ゆりこ・人文学専攻)

疵 きす

（ ）やはす
鵙 もす
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資料の利用にあたり、ご高配を賜りましたノートルダム清心女子
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院⽛共生の人文学⽜プロジェクトの助成を受けたものであり、令和
二年度北海道大学国語国文学会で発表した成果です。
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◀一・オ

◀一・ウ、二・オ
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◀二・ウ、三・オ

◀三・ウ、四・オ
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◀四・ウ、五・オ

◀五・ウ、六・オ

海藤 ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫蔵⽝和字正覽抄出⽞翻刻・影印
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◀六・ウ、七・オ

◀七・ウ、八・オ
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◀八・ウ、九・オ

◀九・ウ、十・オ

海藤 ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫蔵⽝和字正覽抄出⽞翻刻・影印
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◀十・ウ、十一・オ

◀十一・ウ、十二・オ
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◀十二・ウ、十三・オ

◀十三・ウ、十四・オ

海藤 ノートルダム清心女子大学附属図書館特殊文庫蔵⽝和字正覽抄出⽞翻刻・影印
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◀十四・ウ、十五・オ

◀裏表紙
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間

叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）

要 旨

枝

遼太郎

本稿では、叡山文庫天海蔵に蔵される⽝諏訪大明神画詞⽞の写本を紹介し、そのうちの縁起絵第五までの翻刻を行う。
⽝諏

訪大明神画詞⽞の写本はこれまで諸本系統が整理される中で十数本が確認されているが、当該写本はそれら先行研究にて言
及されたことのない新出本である。

⽛天海蔵⽜は南光坊天海が蒐集した典籍の総称で、それらは天海の死後、承応三年（一六五四）に毘沙門堂公海により日光

山・比叡山・東叡山の三山に分置された。現在の叡山文庫天海蔵の典籍の多くは、その際に比叡山に配されたものである。

そこから当該写本についても天海旧蔵本であったことが予想されるが、そのことは、同じく新出本である正教蔵文庫本⽝諏

訪大明神画詞⽞の奥書に、万治二年（一六五九）に慈眼大師（天海）の本より書写した、とあることから裏付けられる。こ

の正教蔵文庫本の底本となった⽛慈眼大師御本⽜こそ、現存する叡山文庫天海蔵本のことであると判断でき、その書写年代

なお、
⽝諏訪大明神画詞⽞の諸本の書写年代は、最も古いものが文明四年（一四七二）写の権祝本（神長官守矢史料館所蔵）
、

は少なくとも天海の死去する寛永二十年（一六四三）以前と考えられるのである。

次に古いものが慶長六年（一六〇一）写の梵舜本（東京国立博物館所蔵）とされるため、この叡山文庫天海蔵本は現在確認

できる中でおおよそ三番目に古い写本ということになる。ただし、最古写本とされてきた権祝本に関しては、権祝綱政（明

暦三年（一六五七）死去）の書写本を写した系統の本であり江戸中期以降の成立ではないか、とする説もあり、その書写年

代については更なる検討が必要な状況にある。権祝綱政書写本と同時期かそれよりやや早くに成立したと考えられる叡山文

庫天海蔵本の存在とその本文は、そうした諸本の問題を考える際にも重要な手掛かりを与えてくれるだろう。
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北海道大学大学院文学院 研究論集 第二十号

【解題】

⽛文明四年

壬
辰

夷則上旬於高野山悉地院従一昨日至今日

壬
記⽞部分には⽛元亀三年 潤
正月廿一日 采女春近 注之⽜
申

書写功畢八日酉刻⽜の奥書あり。
⽝当社春日大明神之秘

詞⽞の写本である。
⽝諏訪（方）大明神画（絵）詞⽞の写本はこれま

庚
および⽛于時天正八年 三
月四日書之花乗房秀僊⽜の奥
辰

本稿で紹介するのは、叡山文庫天海蔵に蔵される⽝諏訪大明神画

） 当該写
で諸本系統が整理される中で十数本が確認されているが （⚑、

書あり。

〔内題〕
⽛諏訪大明神画詞⽜
。

死後、承応三年（一六五四）に毘沙門堂公海により日光山・比叡山・

⽛天海蔵⽜は南光坊天海が蒐集した典籍の総称で、それらは天海の

）
記⽝当社春日大明神之秘記⽞が続く （⚒。

明神画詞⽞末尾の諏訪円忠跋文の後に南都春日社の社

〔備考〕三六オ一行目以降はそれ以前とは別筆。また、
⽝諏訪大

海蔵⽜
（黒陽無枠印）
。

〔蔵書印〕一オ右下に⽛山門蔵本⽜
（黒陽長方印）
、その直下に⽛天

本はそれら先行研究にて言及されたことのない新出本である。紙幅
の都合上、本稿では縁起絵部の第五までを翻刻し、それ以降の翻刻
については続稿（下）に収載することとする。
書誌は以下の通りである。

〔所蔵〕叡山文庫天海蔵 請求番号 1
7
・2
3
・8
0
8
。

〔装訂〕四つ目袋綴。

） 現在の叡山文庫天海蔵の典籍の多
東 叡 山 の 三 山 に 分 置 さ れ た （⚓。

全⽜
。表紙左肩打付墨書。

〔寸法〕縦二六・五糎×横一八・四糎。

） そこから当該写本
くは、その際に比叡山に配されたものである （⚔。

〔外題〕
⽛諏訪縁起

〔冊数〕一冊。

についても天海の旧蔵本であったことが予想されるが、そのことを

がある。

裏付けるものに、大津市西教寺正教蔵文庫所蔵⽝諏訪大明神画詞⽞

〔表紙〕灰色無地。原装。右下に請求番号⽛1
7
/
2
3
/
8
0
8
⽜のラベ
ル、右上に⽛隨⽜と思しき字の打付墨書。
〔行数〕毎半葉九行（三七オ、および⽝当社春日大明神之秘記⽞

〔丁数〕八四丁、うち遊紙が首一丁。墨付八三丁。

〔料紙〕楮紙。

ち万治二年（一六五九）に慈眼大師（天海）の本より書写したとあ

） すなわ
日以慈眼大師御本書写訖 江州栗太葦浦観音寺舜興蔵⽜（⚕、

られてこなかった写本であるが、その奥書には⽛万治二年八月廿三

この正教蔵文庫本も⽝諏訪大明神画詞⽞研究においては存在を知

〔奥書〕
⽝諏訪大明神画詞⽞部分には諸本共通の足利尊氏の奥書

る。この⽛慈眼大師御本⽜こそ、叡山文庫天海蔵に現存する当該⽝諏

部分は十行）
。

および諏訪円忠の跋文があるほか、縁起絵第三末尾に
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記⽞が付随する点も同じである。よって、この叡山文庫天海蔵本は

かい用字等まで非常に似通っており、末尾に⽝当社春日大明神之秘

訪大明神画詞⽞に他ならないだろう。両者を見比べても、本文の細

写本を写した系統の本であり江戸中期以降の成立ではないか、とす

た権祝本に関しては、権祝綱政（明暦三年（一六五七）死去）の書

三番目に古い写本ということになる。ただし、最古写本とされてき

されるため、この叡山文庫天海蔵本は現在確認できる中でおおよそ

討が必要な状況にある。権祝綱政書写本と同時期かそれよりやや早

天海旧蔵本と判断でき、その書写年代は少なくとも天海の死去する

天海旧蔵本は、天海自身が書写した本のほか、比叡山の山門衆に

くに成立したと考えられる叡山文庫天海蔵本の存在とその本文は、

る井原今朝男氏の説 （⚙）もあり、その書写年代については更なる検

書 写 さ せ た 本 や、各 所 か ら 寄 贈 さ れ た 本 な ど に よ っ て 構 成 さ れ

そうした諸本の問題を考える際にも重要な手掛かりを与えてくれる

）
寛永二十年（一六四三）以前と考えられるのである （⚖。

） 当該写本には書写奥書が存在しないため、どこで誰が書写し
る （⚗。

）
だろう （ 。

（まえだ りょうたろう・人文学専攻)

たのかについては判然としないが、途中で筆跡が変わっていること
から、複数人が分担して書写したものと見られる。

〈注〉

訪大明神絵詞の写本と系統⽜
（
⽝諏訪信仰史⽞名著出版、一九八二年）
、

（⚑⽝
） 諏訪大明神画詞⽞
の諸本系統を主題とした先行研究には、
金井典美
⽛諏

今津隆弘⽛
⽝諏方大明神絵詞⽞の解説⽜
（
⽝神道史研究⽞第四十二巻第三

号、一九九四年七月）がある。また、近年では五味（加藤）夏希氏が

新たに独自の視点から諸本系統の整理を試みている（加藤夏希⽛神長

官家における⽝諏訪大明神絵詞⽞受容のあり方⽜
（
⽝人文科学研究⽞第

九号、二〇一一年三月）
、五味夏希⽛高野武貞による⽝諏訪大明神絵詞⽞

書写の経緯─ 安政五年・六年の日記から─ ⽜
（
⽝信濃⽞第七十巻第五
号、二〇一八年五月）参照）
。
に併せて収載する予定である。

（⚒⽝
） 当社春日大明神之秘記⽞の翻刻およびその解題については続稿（下）

中川仁喜⽛
⽛天海蔵⽜の変遷について─ 日光・比叡・東叡三山分置後
（⚓）
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末尾に⽝当社春日大明神之秘記⽞がある写本は、叡山文庫天海蔵
本・正教蔵文庫本の他に、早稲田大学教林文庫所蔵本（元禄三年（一
六九〇）写。比叡山横川鶏足院の僧覚深の奥書あり）や神宮文庫所
蔵〈資料番号四九〇〇〉本（寛政九年（一七九七）写）など、既知
の本の中にも確認される。比叡山の天海蔵は江戸時代においても学
徒が典籍を閲覧・書写することができる実用的な文庫としてあった
） またこの⽝諏訪大明神画詞⽞に関しても先述の正
ことが知られ （⚘、

教蔵文庫本の例によってそのような天海蔵の利用の様子の一端が窺
えるが、既知の教林文庫本や神宮文庫本についても、この叡山文庫
天海蔵本から書写された系統の本である可能性が高いと言える。
なお、
⽝諏訪大明神画詞⽞の諸本の書写年代は、最も古いものが文
明四年（一四七二）写の権祝本（神長官守矢史料館所蔵）
、次に古い
ものが慶長六年（一六〇一）写の梵舜本（東京国立博物館所蔵）と
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）

10

北海道大学大学院文学院 研究論集 第二十号
の経緯を中心として─ ⽜
（⽝天台学報⽞第五十二号、二〇一〇年十一
月）一一九頁。
ただし全てが天海旧蔵本であるというわけではなく、後世に新たに納

（⚔）

められたものもある（中川仁喜、注⚓前掲論文、一二一頁）
。
（⚕）
落合博志⽝国文学における寺院蔵書の利用促進のための奥書集成を含

む正教蔵文庫の総合的研究⽞
（科学研究費補助金研究成果報告書、二〇
〇二年）六〇四頁。
書写年代の上限は⽝当社春日大明神之秘記⽞の奥書の記述から天正八

（⚖）

年（一五八〇）となる。
（⚗）
天海旧蔵本の構造やその蒐集過程については、宇高良哲⽛南光坊天海

の書籍蒐集について⽜
（⽝南光坊天海の研究⽞青史出版、二〇一二年）
に詳しい。
中川仁喜、注⚓前掲論文、一二〇・一二一頁。

【翻刻】
凡例

一、本稿は、叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞を底本として、そ

のうちの四三丁オモテ四行目（縁起絵部第五末尾）までを翻刻
したものである。

一、本文の表記については下記の方法を採った。

⚑、漢字の異体字・略字は、通行の字体に改めた。
⚒、合字は全て開いた。

⚓、行取りは底本に従い、行頭に行数を示した。

⚔、丁の変わり目は⽜によって示し、墨付丁数を明示した。

で示した。

⚕、見消は⽛字⽜のように示した。
⚖、欠字箇所は

序
奥

近衛右大臣兼草
宮内卿行忠朝臣

一巻 縁起上絵 中務少輔隆盛

⚑ 諏訪大明神画詞
⚒
⚓詞

⚔夫 レ日本信州 ニ一 ノ霊祠アリ諏訪大明神是也神
フ

ツ ヌシ

カミタケ

⚕降 ノ由来其義遠 矣窃 ニ国史 ノ所説 ヲ見 ルニ旧事本記

常 州
鹿島社

神二柱 ノ神 ヲ出雲国 ヘ降 シ奉 テ大己貴 ノ 和雲州州三杵輪築

州
⚖云天照大神ミコトノリシテ経津主 ノ 香総取神
武甕槌 ノ
社

⚗

⚘命問 テノ玉ハク葦原 ノ中津国 ハ我 カ御子 ノ知 ラスヘキ国也

⚙汝 チ正 ニ此国 ヲモテ天 ノ神 ニ奉 ランヤ大己貴 ノ命申 ク我子事⽜
（一オ）

社 ニ
⚑代主 ノ 神摂祇州官長第田神
問 テ返事申 サント申事代主 ノ
六
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（⚘）

井原今朝男⽛神社史料の諸問題─ 諏訪神社関係史料を中心に─ ⽜

（⽝国立歴史民俗博物館研究報告⽞第百四十八集、二〇〇八年十二月）

（⚙）

二五二・二五三頁。
諸本の書写年代や系統の問題については別稿にて論じる予定である。

（ ）

る。

補助金（特別研究員奨励費，課題番号2
01
1
6
1
）の成果の一部であ
J3

高配を賜った。記して謝意を申し上げる。なお，本稿は科学研究費

貴重な資料の利用に際し、比叡山延暦寺叡山文庫より多大なるご

〈付記〉

10

⚖来信野国洲羽 ノ海 ニ至時建御名方 ノ神申 サク我此

⚕テ力 ラクラヘセント思 フ先 ツ其御手 ヲ取 テ氷 ヲ成立又剣 ヲ取

⚔石 ヲ手末 ニ捧 ケ来 テ申 サク是我国 ニ来 テ忍 テカク云 ハシカウシ

⚓又申ヘキ子アリヤ又我子建御名方 ノ諏訪社神千引 ノ

⚒神申 ク我 カ父宜 ク正 サニ去 リ奉 ルヘシ我 レタカウヘカラスト申

⚒船 ニソナヘ雲帆 ニ 弊 帛 ヲサヽケ帰敬二心ナシ其中 ニ又

⚑答給皇后大 ニ喜 ヒ則錦座 ヲ両神 ニアタエ雪膳 ヲ花

⚙照大神 ノ詔勅 ニヨツテ諏訪住吉二神守護 ノ為 ニ参 ス⽜
（二ウ）

⚘宿祢奏聞 ヲ経 テ其故 ヲ問給君他 ノ州 ヘ発向 ノ間天

⚗如 シ其イカレルマナシリ明星 ニ似 タリ仍棟梁 ノ臣武内 ノ

⚖凡甲冑 ヲ帯 スル勢 ヒ気力 ノ長 タル其 ノ 勇 顔色鬼神 ノ

イサメル

⚗国 ヲ除 ヒテハ他処 ニ不 シトレ行 云是
則垂跡 ノ本縁也自 レ尓
云

⚓妖艶 ノ媚タルアリ高知尾 ノ豊姫号 ス螻羽一箭 ノ上 ニ

タナスヘ

⚘以降霊場 ヲ示 テ瑞籬 ヲ押 シ開 キ給 テ承和ノ明年 爵

⚔坐 シナカラ鳳綸 ヲ書 テ竜宮 ヘ遣 ス海主大 キニ驚 テ勅命 ニ

タカ チ

（ママ）

⚙一級 ヲ奉 リ給 シヨリ寛平天慶 ニ至 リテ既 ニ極位 ヲ授 ケラレマシ〳〵キ⽜

⚕応 シテ満干両珠 ヲサヽク御願成就 ノ瑞相厳重 ノ由君

ロウ ウ

（一ウ）

⚖臣共 ニ欣悦ス

ヲ

⚑去 レハ式内 ノ大神 トシテ案上 ノ礼奠是儼重 ナリ王城擁

⚗絵在之

シヤク

⚒護 ノ誓願ノミ ニアラス武関鎮守ノ霊験アルカ故 ニ上下

⚘サテ同十月新羅 エ御発向 ノ時孕 メル子 ニ私言 ヲ含 メ給 テ暫 ク

シメ

⚓粛敬 ノ誠 ヲイタシ夏夷尊崇 ノ志 ヲ同 ス暫 ク画図 ノ功 ヲ

⚙ 出 生 ヲトヽ メ ン カ タ メ ニ 白 石 ヲ御 裳 ソニハ サ ミ マ ス ラ ヲ ノ貌 チヲカ

ハラ

⚔カリテ聊奇特 ノ瑞 ヲ顕 スト也

⚑既 ニ黄金 ノ甲冑 ヲメシ錦 ノ旗玉 ノ蓋 ヲサヽセテ竜頭

リ⽜
（三オ）

⚖神代 ノ事 ハ幽邈 ニシテ図絵 モ及 ハス当社明神 ノ化現 ハ仁

⚒鷁首 ノ御船 ニメス此時神兵雲霞 ノ如 ク化現 ス又

⚕絵在之

⚗皇十五代神功皇后元年 事 ナリ同 キ年三月

⚙七十余人乗船四十八艘也異敵 ハ既 ニ五十万人⽜
（二オ）

⚘神教アリテ皇后松浦 ノ県 ニ至 リ給官軍 ハ纔 ニ三百

⚕兵船四方ヲカコミ奉 テ諏訪住吉二神穀葉松

⚔

⚓神楽 ノ歌舞 ニ応 シテ竜宮 ノ船頭安曇磯良丸

辛
巳

⚑乗船十万八千艘 ト聞 ユ千万倍 カ一也力 ヲ以 テアラソウヘ

鳩
⚖枝 ノ旗ヲアケテ先陣 ニ進 ミ玉ヘハ群鳥 鷺鷹虚
空 ニ飛
烏

⚙山川悉振 エハ両神旗 ヲヒルカエス事稲麻 ニ似 タリ先干⽜
（三ウ）

浄衣ヲ着テ
鼓 ヲ頚 ニカク

霊亀 ニノリテ参向シテ御舟 ヲコク数艘 ノ

⚒カラストテ先 ツ誓約 ノ御占アリ御髪海 ニ浮 ヘ給 ヘハ只

⚗カケリ大魚波 ニ浮 ヒ出 テ兵船 ヲ守 テ忽 ニ異域 ニ至 ル船師

ヒシコ

⚓二 ツニ分 チ又細 キ針 ヲ浪 ニナケ給 ヘハ則鮧 鯷 ヲ釣 リ得給 フ

⚘海 ニミチ旗旌日 ヲ曜 カス地祇振動 シ鐘鼓鳴動シテ
此時 ヨリ始 テ定 レリ以上注也
弓箭寸尺
鎧 脇 立

⚔吉兆祈 ルカ如 シ又虚空 ヨリ海上 ニ両将化現 ス各一剣 ヲ
⚕横 ヘテ衆箭 ヲ負

間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚑是 ヲ則見聞 シテ高麗百済 ノ二王未戦サルニ帰伏 ス誓

（四オ）

⚙ナク本朝 ノ皇化 ニ随 フヘキ由 シ頭 ヲタヽイテネンコロニ誓 ヲナス⽜

⚘貨 ヲ捧 ケテ皇船 ノ前 ニ蹲踞 ス加之毎年 ノ朝貢ヲコタリ

⚗トテ彼王自 ラ面縛セラレテ帰降 ス又土卒図籍宝

⚖主 アリ天皇 ト号 ス其 ノ国 ノ神兵 ナリ兵ヲアケテフセクヘカラ ス

⚕マス新羅王 ノ云 ク是只事 ニアラス海東 ニ国 アリ日本 ト云 フ聖

⚔闇々 トシテ日月光 ヲ陰 ス神風戦々 トシテ官軍又色 ヲ

⚓皆海底 ニ沈 ム剰 ヘ塩サシノホリテ新羅海内 トナル一天

⚒戦 ヒヲ致 セハ官軍弥勝 ニノル其後又満珠 ヲナクレハ凶賊

⚑珠ヲナクレハ滄溟皆ヒカタ トナル異賊悦 テ陸地 ニトリアカリ テ

⚗絵在之

⚖事 ノ最要 トス

⚕則当社祭礼始 メナルヲヤ今 ニ至 マテ当日 ヲハ月朔神

⚔波水内神等 ヲ祭 ル由日本記第三十巻 ニ載 タリ是

⚓持統天皇五年八月一日勅使 ヲ発遣 シテ信州須

⚒絵在之

⚑本記十巻 ヲ撰 セラル第三 ノ巻 ニハ専 ラ当社明神 ノ本縁分明也

⚙宇聖徳太子蘇我馬子 ノ大臣 ニ仰 セテ今 ノ先代旧事⽜
（五オ）

⚘住吉同体 ノ由来アリト申此謂也又用明天皇御

⚗貢外宮 ノ生贄本誓 ニタカワス八幡大菩薩諏方

⚖

⚕狩猟 ヲ致 ス猪鹿一 ヲ得ヌレハ則殺生 ヲヤメ西宮 ノ南宮 ニ

北海道大学大学院文学院 研究論集 第二十号

⚒約 ノ趣如前又三韓 ノ中間寛厳山 ニ五丈 ノ黒 キ巌 アリ

⚘桓武天皇 ノ御子 ニ開成皇子 ト申人ヲワシマシキ忽 ニ

イキニエ

タムケ奉 ル礼奠今 ニ断絶セス一ヶ ノ諦

ムマ コ

両上人 ニ随 テ出家
字出生行
儀見本伝

⚔クタリテ皇子密語流涕ス旧識 ニ遇 カコトシ皇子 ハ

イン

シヤウ

日
⚓高良大菩薩御弓 ノハスニテ碑 ノ文 ヲ 本三韓犬王也氏云ハ書
綸
云

⚙世事 ヲナケステヽ偏 ニ菩提 ヲ願 ヒ給天平神護元年⽜
（五ウ）

本地普賢菩薩十
羅刹等安置ス

⚔神反不思義ナレハ入木 ノ勢 ヒ未 レ消トカヤ三韓悉平 ケテ

⚑正月紫雲 ノタナヒク所 ヲタツネテ摂州勝尾寺 ニヨチ

（ママ）

⚕同十二月皇后御帰洛 ノ後筑紫 ノ蚊田ニテ応神

⚒登 テ本願善仲善算

カウ ラ

⚖天皇降誕 シ給 フ八幡大菩薩是也皇道 ノ太平 ハ諸神

⚓受戒 ヲトケ給 ヒテ開成 ト号 ス登山 ノ最初二聖礼盤 ヲ

ハカ タ

⚗一同 ノ守護也 ト云ヘトモ異賊 ノ征伐 ハ専 ラ当社 ノ霊験也
并 ニ高良 ノ縁起等 ニ見 タリ

⚕本有五智 ヲ証法雷 ヲ五種 ニ振給ヘシト印証 ス又二聖兼 テ

江帥卿
筆 跡

⚙絵在之⽜
（四ウ）

⚖金字大般若書写 ノ願有 テ啓白 ノ日雲雨俄 ニ起 テ

⚘其旨具 ニ二神詫談記

⚑サレハ皇后御帰朝 ノ後摂州広田社 ニ鎮座 ノ時五社 ヲ

⚗霹靂忽 ニクタル則其地 ヲエラヒ給最勝峰是也

⚘又夢中 ニ大黄牛常行道 スト見所 ニ紙麻 ヲ植 テ四壁 ノ

皇
⚒建立 セラル所謂本社 八
幡大菩薩 応神諏訪住吉
后

⚓二神及

⚙上 ニ網 ヲハリ禽獣 ニフマセス年月ツモリテ紺紙終 ニ⽜
（六オ）

宮是也就中毎年正月九日村

⚔民門戸 ヲ閉 チ出入 ヲヤメテ諏訪社 ノ御狩 ト号 シテ山林 ニ望 ミテ
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⚑ナル開成 ニ授 テ神護慶雲二三各年 ニ両聖肉身 ヲ

⚗礼 ヲイタサル荒神供 ト云事此時始 レリ修善 ノ魔障 ハ

⚖記等也両通 ノ指南 ヲ以 テ八種 ノ礼奠 ヲ備 テ如在 ノ祭

⚘権化 ノ人 モ猶ノカレス末代 ノ凡夫能々慎ヘシ退屈 ス

⚒アラタメス草座 ニ乗 テ西天 ニ飛行 ス不思義也 シ事也
⚓

⚙ヘカラサルニヤサレトモ霊神 ノ加護アレハ皇子御願成就 ス⽜（七ウ）

絵在之

⚔皇子先師 ノ願 ヲ果サントテ金泥浄水 ヲ求給シニ

⚒六善神法誦常諦梵天皇等像及鈴杵閼

⚑終 ニ写経六百軸 ニ仏舎利并仏菩薩十六羅漢十

ヲ
輪三寸
長七寸

⚕七日祈誓 ノ功 ニ答 ヘテ五更 ニ霊夢 ノ告アリ容儀並 ヒ
⚖ナク衣冠タヽシキ貴人来 テ石壇 ニ坐 シテ金丸

⚓伽 ノ具 ヲ相ソヘテ六角 ノ浄場 ニ奉納供養 ヲトケ深 ク是 ヲ

ツヽミ

⚗青錦 ニ嚢 テ献 ス拝領 シテ其 ノ号 ヲ問給 ヘハ偈頌 アリ得

⚔埋 ミテ慈尊 ノ出世 ヲ期 ス仍弥勒寺 ト号 ス其砌 ニ惣社 ヲ

（ママ）

⚓ヨリテ白鷺池 ノ水 ヲ汲 テ来也 ト称 ス彼水池 ハ十六会 ノ

⚒トテ吾 ハ信濃国諏方南宮也八幡大菩薩 ノ厳詔 ニ

⚑カタチ夜叉 ノ如 クシテ北方 ヨリ飛来 テ小陶器 ニ水 ヲ献 ス

⚙第天応入滅奇特等三善 ノ為康拾遺往生伝 ニ⽜
（八オ）

⚘正月八月 ノ祭礼未断絶 一凡彼皇子一生修行 ノ次

⚗九年八月十一日皇子手ツカラ祭 リ始 メ給 シヨリ此方

⚖宮等 ヲ勧請 シテ護法神 ト定 ム今 ニ三所権現 ト号 ス宝亀

剛
⚕造立シテハ八幡大菩薩地主権現 蔵金諏
方南
王

⚘道来不動法性示八正道垂 擁 迹皆得解
其
後又夢中 ニ⽜
（六ウ）
云

⚔其一也大菩薩 ノ教勅 モ故 ヘアルヲヤ夢サメテ傍 ヲミレハ金

⚑具也其 ノ後数代 ヲヘテ水尾 ノ天皇臨幸 ノ時勝

ト云

⚕丸 ハ机 ノ上 ニアリ硯水 ハ陶器 ニミツ金水祈得 テ彼桂 ノ

⚒尾寺 ト改号 スト同伝 ニ見タリ般若 ノ法味 ヲ神明納受 シ

⚙脱苦衆生故号八幡大菩薩

⚖木 ノ洞 ニコモリ居宝亀元年正月八日 ニ筆 ヲ立同六

⚓給事古今如 レ此

ミ ヨシ

⚗年七月 ニ書功畢 ヌ六ヶ年 ノ間 ニ一部六百巻書写 シ

絵在之

⚔

（ママ）

⚘給 シニ金水共 ニ無尽無余 リ冥衆感応 擁 者 ノ奇特

⚖ 詞 円満院二品親王御筆

絵隆盛

⚑

⚗桓武天皇御宇東夷安倍 ノ高丸暴悪 ノ時将

⚕諏方縁起中

⚒皇子写経中 ニ魔障 ノ霊夢 アリ八面八臂 ノ悪鬼数

辛
⚘軍 ノ坂 ノ上 ノ田村丸延 歴 廿年 二
月勅 ヲ奉 玉ハテ
巳

⚙筆 モ及 ヒカタシ⽜
（七オ）

⚓千 ノ眷属 ヲ引率 シテ手コトニ紺紙 ヲモチテ山林 ニ

⚙追討 ノ為 ニ山道 ヲヘテ奥州 ニ下向是則征夷大⽜
（八ウ）

絵在之

⚔引チラスト也荒神 ノシワサ也ト知 テ祭ラントスルニ才覚

⚑将軍 ノ始也心中 ニ祈願アリ伝聞 ク諏方大明神 ハ東関

（ママ）

⚕ナシ樹上烏二来テ口 ヨリ書 ヲヽトス披見 スレハ祭文祭
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚒第一 ノ軍神也東夷追討 ノ為 ニ鳳詔ヲカフリテ素

⚘フミテ沈 マス海上平 ニハシル諏訪 ノ二字 ヲ趨 レ波 トカキケ

⚗三ツ的 ノ秘事作 リ物ナントイヘル事是 ヲ始 トス人馬波 ヲ
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⚓境 ニ向 フ神力 ニアラスハ賊衆 ヲ誅 シカタシ神鑑 ヲタレテ

⚙ルハ此時 ヨリノ事也高丸怖畏思 ヲナシテ見 ニモイテサ⽜
（一〇オ）

ナミ

⚔所願 ヲ成就 シ給 ヘト祈願シテ信州 ニ至 リ給 シ時伊

⚑リケル ヲ城中 ノ男女一同 ニスヽメケレハ先鉄城 ノ門戸 ニ

ハシル

⚕那郡 ト諏方郡 トノ堺 ニ大田切 ト云所 ニテ先一騎 ノ兵

⚒望 テ一二三 ノ的ハタ〳〵トナリテ後矢数ツキヌト心

ヲキテ鷹羽 ノ箟矢 ヲ

⚖客参会 ス穀 ノ葉 ノ藍摺 ノ水 旱

⚓得 テ頭 ヲサシ出 シテ見ケルヲ手挟 ノカフラ ハ本 ヨリ御手 ニ

（ママ）

⚗負 ヒ葦毛 ナル馬 ニノリタリ将軍誰人 ソト問給 フ当国

⚔残 リタリケレハツト射入 レ給 ヒケルニアヤマタスカリマタノ

⚘軍一同 ニ勝時 ヲツクル其声天ニモヒヽクラント覚 ヘタリ

⚘住人也殊 ニ官仕 ノ志 シアリテ参向スト兵客答 フ只

⚓

⚙高丸 カ伴類是 ヲミテ怖畏 ノアマリ声 ヲアケ手 ヲ⽜
（一〇ウ）

⚕手サキ二 ノ眼 ニタチテ脳 ヲトヲリタリケレハサカサマニ

⚔将軍既 ニ奥州 ノ堺 ニ入 テ敵陣 ニ向 ヒ窃 ニ彼 ノ高丸城

⚑ツカネテ帰降 ス又須臾 ノ間 ニ城郭 モクツレ神反不思

⚙人 ニアラスト将軍思 玉テ即先陣シテハル〳〵奥州 ヘ⽜
（九オ）

谷 ヲ
⚕ 岩宅内
見給 ヘハ後碧巌 ニヨリ前 ハ蒼海 ニ向 ヒタリ
屋

⚒議 ナレハ将軍涙 ヲナカシテ神威 ヲ仰 キ給士卒掌ヲ

⚖海 ヘヲチヌ其時黄衣 ノ化人等集 リテ頚 ヲトリテ兵

⚖左右 ハ鉄石キヒシク閉 テ人馬更 ニ通カタシ高丸

⚓合 テ渇仰 ス分身五騎 八 十三所 ノ王子黄衣 ノ雅楽 ハ

⚑趣 キ給 フ其間山川所 ニテ眷属多 ク化現 ス官軍ミナ

⚗彼城 ニ閉籠 テ軍兵又出門セス官軍進退極 リ

⚔同眷属也今 ニ至 ルマテ大祝 ノ的立雅楽 ノ所役此

⚗客 ニタテマツル鉾 ノサキニツラヌキ テ指アケ給 ヒタレハ官

⚘秘計術 ヲ失 フ仍信州 ノ兵客 ニ事 ノ由 ヲ談給 フ兵客

⚕例ナルトカヤ

⚒奇異 ノ思 ヲナシテイサミアヒケリ

⚙此間聊敵陣密通 ノ子細アリテ陣内 ヲ出 テ城門 ニ向 フ⽜
（九ウ）

⚖絵在之

絵在之

⚑官軍一面 ニ是 ヲミレハ馬 ニ鞭打 テ海上 ニ望 ム時 ニ分身 シテ

⚗安倍高丸 カ賊首 ヲ鉾 ニツラヌキテ神兵又田村将

（ママ）

⚒忽 ニ五騎射手出現 ス其 ノ行粧何レ一様 ナレハ主伴

⚘軍 ノ先陣 ヲウケテ帰洛 ス程ナク信濃国佐久郡 ト

ノ輩廿余人化現 シテ各的 ヲ

⚓更 ニミエワカス又黄 石

⚙諏方郡 トノ堺 ニ至 ルヲホトマリ ト号 ス彼所 ニヲイテ神兵又⽜
（一一オ）

（ママ）

⚔捧 ケテ海上 ニ走 セチル両方 ノ兵不思議 ノ思 ヲナシテ

⚑神反 ヲ施 シ給例 ノ葦毛馬地 ノ上一丈ハカリアカリ装

シヤレイ

⚕騒 キ立 テ是 ヲミレハ流鏑馬 ノ射礼也其内 ノコイタレ

⚒束冠帯 ニ改 リテ我 ハ是諏方明神也王威 ヲ守ンカ

ヤフサメ

⚖手挟三々九八的等五ヶ所 ニシテ是 ヲ射 ル今 ノ世マテ
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⚓為 ニ将軍 ニ随逐 ス今既 ニ賊首 ヲ奉 ル今更 ニ上洛 ニ及ハス

⚙中 ノ要路 ニ関 ヲスヘテ神用 ヲ分配 ス一国 ノ人民諸道 ノ工⽜
（一二ウ）

⚘目代巡役 ノ官人 ヲ大行事 ニ差 シ定 メ御 府

⚔ト 云 違犯 ノ者 ノハ必 ス神罰 ヲカウムル垂跡已来越年 ノ

ヲキリ国

⚔此砌 ニ留マルヘシ又遊興 ノ中 ニ畋猟殊 ニ甘心スル所也 ト将

⚑匠 ヲ集 テ経営 ス氏人并国中貴賎人屋 ノ営作 ヲナサス

（ママ）

⚕軍申 テ云神兵 ハ是得通 ノ人也何 ソ殺生 ノ罪業 ヲ

⚒料材 ヲ他国 エ出サス数十本 ノ御柱上下 ノ大木一本別

ヒソカ

⚖好 ミ給 ヤ明神答給 ハク偸 ニ蕩 二邪忌群萌 ヲ一為 レ利 二
出 シ給 テカキケス様 ニウセ給 フ将

（ママ）

⚓一二千人 ノ力 ニテ採用 ス加之元服婚嫁 ノ礼其以是 ヲ

⚗殺生之猪鹿

ヲ 於真如之境 棲 山海之辺 ニ 也 トテ
一
一 二
一

今者号記
文陀羅尼

⚕例ナシ年内必造畢 ヲトケテ覆勘 トイフ啓白 ヲ申

⚘一巻記文
⚙軍是 ヲ拝見 シテ感涙 ヲ押 ヘ信力 ヲコラシテ帰京 ノ後⽜
（一一ウ）

⚖事也

⚑イカキ ノ外 ニカケリ上 ニ普賢菩薩 トカキタル金字 ノ

⚙所 ニ臨幸ナル社司 ノ指南 ニ任セテ御覧 スレハ魚肉 ヲ多ク⽜
（一三オ）

絵在之

⚑天庁 ニ達 シ宣旨 ヲ下サレテ諏方郡 ノ田畠山野各

⚗嵯峨天皇 ハ当社明神狩猟 ノ事聊叡旨 ニカヽリ

聴

⚒千町毎年作稲八万四千束彼神事要脚 ニ

⚘タリケルニ弘仁三年春 ノ比御霊夢アリ彼社 カト覚 キ

付頭役狩猟
各四ヶ度

并 ニ百余箇度 ノ饗膳今 ニ退転ナシ

⚓アテヲカル其 ヨリ以来一年中七十余日神事
⚔
⚕是則彼将軍奏達 ノ故也

⚒札 ヲ又カケ並 タリ本誓悲願御疑 ヒナクシテ御信

（年脱カ）

⚖

⚓仰深カリケルトカヤ凡仁明天皇御宇承和 九

絵在之

⚗寅申 ノ支干 ニ当社造栄アリ一国 ノ貢税取永代 ノ

⚔始 テ五品 ノ爵 ヲサツケラレテ後文徳清和両朝嘉

営

⚘課役桓武 ノ御宇 ニ始レリ但遷宮 ノ法則諸社 ニハ

⚒是 ヲ洗 ヒ降露カワク事ナシ当社奇特 ノ随一也自 ラ

⚑煩ナシ先年 寅造
替 ノ新社 ハ七廻 ノ星霜 ヲフレハ天水
歳

⚘社正一位 ニ叙サラル此条々国史 ノ所見分明也仍正

⚗時 ニハ又綸言 ヲ天下 ニ下サレテ一階 ヲ諸神 ニ授 ケラレシ当

⚖崇班 ニ叙 シ朱雀白川御宇天慶永保 ノ明

ハン

⚕祥貞観 ノ聖暦 ニハ別勅 ヲ当社 ニ下サレテ二品三品 ノ

⚓潔斎シテ今度 申遷
宮 ヲナシ奉 ル其時 ノ古社 ハ
歳

⚙一位法性南宮大明神 ト号 ス代々聖主叡信左右 ニ⽜
（一三ウ）

テ断絶セス仍仮殿 ノ⽜
（一二オ）

⚔又新造 ノ後七年送リテ神座又七年 ヲフレハ前後

⚑及サルヲヤ文治已来又東関進止 ノ地 トシテ武家

⚙コトナシ自

⚕支干一祀十三年 ニ当 テ撤却 ス其跡 ニ又新造 ヲ

⚒崇敬他 ニ異 ナレハ末代 ニナリテモ霊験弥掲焉也

レ元古新二社相並

⚖造替シテ来寅 ノ歳 ヲマツ如 ク此
輪転 ス是則両社
レ

⚓

絵在之

⚗同末社一同 ノ儀也サレハ彼年暦 ニ当 レハ初春ヨリ国司 ノ
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚙師上野国 ノ千部経 ノ知識 ニ預 リテ二百部 ヲ助写 シテ⽜
（一四オ）

⚘ナシテ法花 ヲ弘 メラレシ時信濃国大山寺 ノ正智禅

⚗日 ノ長講 ヲ始ラル又当国 ノ大徳服膺 シテ師資 ノ儀 ヲ

⚖ 浄土院下野 大慈院両国 ニ塔 ヲ建 テ各八千巻 ヲ納 テ長

⚕向イ功徳 ヲ修 シ給 シニ二千部 ノ法花経 ヲ写 テ上野

⚔伝教大師弘仁六年 ノ秋本願ニモヨヲサレテ東国 ニ

⚖アリケルヤラン不思議多 カリケリ崇徳院 ノ御宇上人

⚕常坐三昧 ニ入 リ昼夜 ノ観念 ヲコタラスサレハ他心通 モ

⚔草庵 ヲ結 テ大原 ノ別所 ニ籠居シテ廿四ヶ年 カ間

⚓寺 ニ参籠 シ廿三歳 ニシテ終 ニ三千 ノ交衆 ヲ辞 シ一宇 ノ

⚒也尚 ヲ 隠遁修禅 ノ願アリテ一千日間無動

⚑大原 ノ本願良忍上人 ハ叡山 ノ学侶顕密 ノ碩徳

⚙
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⚑送ラントスル刻一槽 ニ七馬アリテ物クワス動 カス寂 ト

⚗四十六歳 ノ時幻化 ノ中 ニ弥陀 ノ示誨 ヲ蒙 テ始 テ聚落 ニ

⚒調 テ三年 ノ星暦 ヲ送 リ一乗 ノ写経 ヲイタシ給 シニ山路往

⚑山 ノ古風 ヲ伝 テ楞厳院 ノ幽洞 ニシテ如法如説 ノ儀則 ヲ

⚙淳和天皇 ノ御宇天長十年 ノ比慈覚大師大蘇⽜
（一四ウ）

⚘

⚘巻 ノ書アリ披見スレハ梵釈四王 ヲ初 テ日月星宿諸

⚗上人 ノ前 ヘニ差 シ置 キ給 ヘリ心神夢 ノ覚 ルカ如 シテ眼前 ニ一

⚖入 テ後汝 ヲ護 ル事影 ノ形 ニ随 カ如 シ此名帳 ヲ本帳 ニ加ヘテ

⚕寅 ノ一点 ニ天王又現 シテ上人 ニ謁 シテノ玉ハク先日名帳 ニ

⚔天承元年四月四日上人彼寺 エ詣 シテ終夜念仏 ス

絵在之

⚓復 ノ浄侶水紙 ヲ迎送 シ樵夫禽獣 ノ異類禅窓 ニ

⚙天善神竜王八部并本朝大小諸神 ニ至 マテ書⽜
（一六オ）

⚓見タリ

⚒然 トシテ形 ヲカクス披見 ノ処 ニ鞍馬寺 ノ毘沙門天王 ノ影向 ト

⚑アル時青衣 ノ僧庵室 ノ前 ニ化現 シテ自 ラ名帳 ヲ書忽

⚙致 ス上一人 ヨリ下 モ万民 ニ至 ルマテ普 ク此名帳 ニ入ケリ⽜
（一五ウ）

絵在之⽜
（一五オ）

⚒嘿 トシテ眠カ如也カクテ信宿 ヲフル所 ニ諏方大明神

⚘出 ツ天治元年 甲六
月九日ヨリ融通念仏 ノ勧進 ヲ
辰

則
明神千部経 ノ知識 ニ預給 テ後七馬
云

スト云

⚓詫宣シテ我コノ千部経 ノ知識 ニ預ランタメニ此怪 ヲ
⚔示

ノセラレタルヲヤ

⚕本 ノ如シテ羸疲セストミエタリ此事伝教大師
⚖伝并祖師行業記
智証大
師略抄

⚔徘徊 ノ外音信ナキ処 ニ諏方明神 務 中 ニ影向

⚑連タリ文字歴然ナリ其中四十番 ニ当 テ広田西宮諏

⚗尊神大師 ノ値遇法花結縁 ニコトナリシ御事タリ

⚕アリテ此法 ヲ守 リ給 キ則良正阿闍梨 カ勧請 ノ

⚒訪南宮部類眷属各百反 ト載ラレタリ正 ニ毘

絵在之

⚖三十番神 ニ連 ネ奉 テ今世 ニモ伝 レリサレハ当社 ニハ本地

⚓沙門天王 ノ授与良 忠 上人所得 ノ事也ケリ彼上

（ママ）

⚗普賢大士 ヲ安置 シ如法写経 ノ薫修最中不断 ノ

⚔人一生 ノ行儀終焉 ノ奇特精 ハ大原 ノ伝記 ニ見タリ

（ママ）

⚘勤行 ニスト也
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絵在之 延文元年 丙申十一月廿八日

⚕当社 ハ仏法値遇 ノ霊神芳類 ヒナキヲヤ
⚖

ホ トク

イタル

ケン

アライエラフ

⚑侮黷 一不 レ敬崇咎屡 臻 宜 ク自今已後 簡 択

⚒彼氏之中潔清廉貞堪神主者補任限

⚑男神太為仲 ヲ当職 ニ立 テヽ社務 ヲ執行シケルニ八幡太郎

⚙白河 ノ院 ノ御宇大祝神為信 号神太夫存日 ニ長⽜
（一六ウ）

⚘

⚗ニヤ有ケン神慮 ヲホツカナシ

⚖父 ノ命 ヲモ背 キケレハ不思議 ノ事也若又末代後昆 ノ禁

⚕夕 ノ進退 ヲ慎ヘキニ神体 ノ号 ニホコリテ重禁 ヲ犯 シ

⚔任限 ノサタ ニ及 ハス然 ラハ弥 ヨ旬日 ノ神事 ヲ専シテ朝

⚓以六年相替 云当
職者生得譜代 ナレハ誠 ニ
云

⚒ 義家ノ誘引 ニヨリテ上洛 ノ企アリ当職 ノ仁 群 内 ヲ出 テサルモ

⚘

絵 隆盛

⚓垂跡已来流例也不可然由父為信シキリニ教訓 ヲ

⚙京都 ニハ八幡太郎折節与州禅門 ノ前 ニテ仏事聴聞⽜
（一八オ）

⚗同縁起第四

⚔加ト云ヘトモ承引セス既 ニ約諾 ノ上 ヘハ今更改変 ニ及

⚑アリケル所 ヘ此事聞 ヘケレハ驚 テ座 ヲタツ顔色忽 ニカワリ

詞 青蓮院一品尊道御筆

⚕ハストテ上洛 シケルニ一 ノ鳥居 ノ前 ヨリ始 メテ引馬トモ病 ミ

⚒大 ニ嗔忿 ヲ発スル体也眉毛マツ毛ミナ逆立 ス与州

⚗兼日 ノ宿意 ヲニアラスア エ其 恨 ヲ残 スヘカラス然 レトモ

ヲホノト

⚖臥 テ郡 ノ境 ヒ大田切 ニ至 マテ七疋敝死ケレハ一族従人猶

⚓禅門見驚 テ使者 ヲ立 テ事 ノ子細 ヲ尋 ネラルヽ所 ニ義 シ

⚒

⚘所当 ノ罪科速 ニ糺行スヘシ兄弟 ノ確執 ハ他人 ノ嘲

（ママ）

⚗諷諌スト云ヘトモ父 ノ命 ニ随ワスシテ宮中 ヲ出 ス誰人 ノ

⚔光 カ為 ニ為仲 ヲ討セサセメ生涯 ノ遺恨ナリ其跡救ワスハ

⚓サテ美濃国莚田庄芝原 ト云所 ニ至 ル新羅三

⚙哢也暫 クイキトヲリヲヤムヘキ由再往諷諫 ノ間義⽜
（一八ウ）

絵在之

⚘教 ヘニカ留マルヘキ若神慮 ニ背 カハ我身命終 ルヘシト

⚕後進 ノ勇士豈 ニ我 ヲタノマムヤ早 ク濃州 ニ下向 シテ義

⚔郎義光号刑部召請シテ酒宴アリケリ双

⚑家力及 ハス数輩 ノ下手人 ヲ誅 シ彼地 ヲ神領 ニ付 ケラル為

（ママ）

⚙テ登ケリ生者必滅 ノ業報シカラシムト云ヘトモ和光⽜
（一七オ）

⚖光 カ所存 ヲ相尋ヘシト申サレケレハ当座臨時喧嘩

⚕六 ヲウチケル ニ不慮 ニ賽論出来 テ忽 ニ闘殺 ニ及 ニ両

⚒仲 カ子息 ノ神五郎為盛子孫多 シト云ヘトモ神職ヲ

（テ脱カ）

⚑利物 ノ方便猶ハカリカタキ物ヲヤ

⚖方多 ク夭 亡 シ疵 ヲカフムル者 ノ数 ヲ知 ス賓主 ノ諍 ヒナレハ

⚓ツカス神慮尤恐 ルへシ其後為仲 カ弟為継

絵在之

⚗為仲 ハ理 ヲ得 スシテ遂 ニ自害 シ侍ケリ臨時 ノ災

⚔当職 ニ立 ツ三日ヘテ頓死又其弟為次 同三男ヲ立 ツ

ホロホ

⚘難偏 ニ神罰 ノ至 ス所也弘仁神祇格 ヲ見 ルニ掃社

⚕七ヶ日ニテ死 ス当社三日祝七日祝 ト号スルハ則此事也

為信
二男

⚙敬神銷禍致福今聞神宮司等一任 二終身⽜
（一七ウ）
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚗立 ツ当職相伝神慮納受余胤十余代ト云 ニ相続 ス

⚖父祖タリト云ヘトモ譲補自専セサル謂也仍四男為貞 ヲ

⚔メテ ノラチヲコユルクセ馬 ヲ下サル梶原 カ命 ヲ得 テ舎人

⚓折烏帽子 ヲ着シテ参 リタリ先八的 ヲ仕ツレト仰ラレテ

⚒人群集見物 ス紅 ノ水干 ニ弓手 ノ袖 ノ裏 ニ月日 ヲ出シテ

北海道大学大学院文学院 研究論集 第二十号

⚘当家 ノ輩長子 ノ外四男 ヲ賞翫スト云 ハ即此例也

⚖ヲサヽリケレトモスコシ モ此クセ見セスシテハタ〳〵ト射 テトヲ

⚕窃 ニ此 ノクセヲ授 ケテ渡玉フ盛澄心得 テ乗 タリ一度モト

絵在之

⚙神職ノ止コトナキ凡慮 ノ及 フ所 ニアラサルヘシ⽜
（一九オ）
⚑

⚗タリ不思議 ノ事 ト思食 テ今一度仕 ルヘシト仰下 サル的 ヲ用

リ

⚓神 ニ通 シケルニヤ異朝 ノ養由 カ跡 ヲ学 テ柳葉百歩 ノ

⚘意セスト申タリケレハ其的 ノワレヲ仕レト仰アリ貴命 ニ

⚒下宮祝金刺盛澄 ハ弓馬 ノ芸能古今 ニ比類ナシ

⚔勢百発百中 ノワサ昔 ノ伝 ヲ見 カ如 シ三々九八的手挟

⚙随 テ重 テ是 ヲ射 ルニ一 モハツレス幕下 ヲ始 テ諸人感歎セスト⽜
（二〇

⚔置 テ死刑 ニ定 ヌ関東 ノ侍共彼所作ヲ見 ント願事渇 ニ

⚓トヲリ深 ク彼盛澄 ヲ召出 シテ梶原平三景時 ニ預 ケ

朝
⚒帰国シタリケリ義仲誅伐 ノ後右幕下 カ 卿頼イ
キ

⚑太郎光盛ハヲトヽヲ留置 テ当社御射山神事 ノ為 ニ

⚙高名シテ越中 ノ阿努 ト云所 マテ随逐シタリケルカ手塚 ノ⽜
（一九ウ）

⚘寿永弐年夏 ノ比北国ヘモ相クシテ毎度 ノ合戦 ニ

⚗取テ女子ヒトリ出生シテ親子 ノ契約アサカラスサレハ

⚘テ残寸法同 シ其時人力 ノ及所 ニ非 ス併神職 ノ故也 ト右幕

⚗シハシトヨミヤマス串 モヲ召出 シテ御覧スレハ上五寸計切 レ

⚖又打出串 ヲフツ〳〵トイ切 テトヲス貴賎上下ノヽメキアヘリ

⚕祈念 ノ旨有 テ奇瑞現前 ス仍カリマタヲネチマワシテ

⚔仰 ヲハ背ヘキ只仕ツレト景時アナカチ ニ勇ケレハ心中 ニ

⚓辞退シ侍 リケレハ今 ハハツレタリトモ何 カハ苦 シカルヘキ争 カ直 ノ

⚒ヘカラス弓箭 ニ疵 ヲ付 テモ生涯 ノ恨也 ト盛澄思 ヒ切 テ堅 ク

⚑云事ナシ又串 ヲ仕レト仰セラル御気色 ノ趣トテモ助カル

ウ）

⚕コイタレカト作 リ物 ハ垂迹 ノ神反也如此奇特 モ射始 メ
ムコ

⚕望 テ水 ヲ求 ルカ如シ景時イカニモシテ申 シ助 ケムト思 テ

⚙下信仰ヲコリケルニヤ切 テクレタカリツル物ヲト二度マテ仰⽜
（二

⚖タリ希代不思議 ノ達人也木曽冠者義仲 ヲ聟 ニ

⚖カヽル弓矢 ノ上手 ヲ召 シツカハレ候ハテ失ハレソロハン事ヲ

⚑ラレテツイ ニ免許有ケリ

一オ）

⚘シケレト御気色アシカリケレハサ候ハヽトテモウセ候ワンスル

⚒

⚗シク覚候 ト申ケレハサレハコソソレヲ敵 ニナシテヲカン事有マ

⚙物 ヲ召出 シ芸能 ヲ御覧セラレ切 リ候ワハヤト侍共一同 ニ⽜
（二〇オ）

⚓其後当国ヨリ義仲被官 ノ族六十余人同時 ニ召上 セ

絵在之

⚑申候ナリト申ケレハサラハトテ召出サル諸国 ノ侍上下諸
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⚑景時 カ墓 ヲタテ今 ニ及 マテ彼跡 ヲトフラウトナン禽獣 ニ致ルマテ

⚙カタシケナシ ト申 ケルサレハ諏方下宮上座 ノ堂 ト申所 ニ⽜
（二一ウ）

⚘仁徳ナシトテ時 ノ人一同 ニ悦アヘリ是併 ラ当社 ノ神験

⚗アリケレハ同道シテ下向 シ侍 ケリ景時 カ行跡是程 ノ

⚖ナサヽランヤト申ヤサシク申上道理ナリトテ悉 ク赦免

⚕皆我等 カ徒党也同先非 ヲナタメラレハ何後昆 ノ勇 ヲ

⚔ラレタリケルヲモ盛澄 カ重科ナヲ厚免アリ況 ヤ是等 ハ

⚗スヘテ弁カタシ向 ノ岸 ニハ西軍数千陣 ヲ張 リ鏃 ヲ調 テ待

⚖シテ此境 ノ大河 漲 出 ニケリ波 ハ闌両岸 ニ溢 テ浅深

⚕井戸 ト云 フ所 ニ着 キヌ又此間日 ヲフル五月雨猶晴間 ナク

⚔国葉栗原 ニ到ヌレハ其勢三千余騎也美濃国大

⚓行ケルヲ見 テ士卒皆渇仰 ノ思 ヲナセリカクテ尾張 ノ

⚒場 ニ臨事是最初ナルヘシ時 ニ宮烏数百前陣 ニ飛

⚑家人 ノ勇士等相副 テ発遣セシム神氏 ノ正嫡自 ラ戦

⚙アリ疑殆 ト立所ニ解 テ長男小太郎信重 ニ一族⽜
（二二ウ）

⚒カツテ人馬 ノ血肉 ニ触レス将来此職 ヲ相続スヘキ類 ヒハ

⚑間 ハ郡内 ヲ出 ル事ナシ況他国ヲヤ潔斎厳重 ニシテ

⚙社大祝此 レヲ神体 トシテ崇敬異他 ノ重職ナリ仍当職 ノ⽜
（二二オ）

⚘催 ス事有 リ信濃国其専一也神氏 ノ一族各相談 テ云当

⚗トヽノフ関東 ニハ左京権大夫平義時朝臣諸国 ヲ相

⚖思処 ニ同三年五月天下 ノ大乱起 リテ都鄙軍旅 ヲ馳 セ

冬
⚕承久弐年冬湖水 ノ御渡違例セリ 祭見諸
人怪 ト
礼

⚔

⚘状今 ニ相伝セリトソ聞ユル然間抽賞傍倫 ニコエ名誉

⚗功 ヲ褒美 シ神験 ヲ感歎 ス委細 ノ趣書載 ニ及 ス彼

⚖群ナリシカハ後日 ニ義時朝臣書札 ヲ敦信祝 ニ送 テ勲

⚕東山道 ノ前陣也其ヨリ入洛 ノ日 ニ至マテ度々 ノ戦功抜

⚔レシト一戦 ニ及 ス干戈 ヲ捨 テヽ乗馬 ヲ離 テ退散シヌ是

⚓瀬ナリ大軍一騎モヲクレス着岸 ス敵軍後ヲタヽ

⚒ヒテ同時 ニ河 エ打入タリ古老 ノ村民タニ未 タ知サル浅

⚑勢ヲナシテクタリ瀬 ニ飛渡 リケレハ大勢 ノ烏 ノ飛ニシタカ

⚙馬 ノ前 ヲ数遍飛マワリテ敵陣 ノ背後 ヲ囲マントスル⽜
（二三オ）

ミナキリ

⚒恩徳 ヲムクウ心サシアリ何況人倫 ヲヤ順逆 ノ結縁現当 ノ

⚘カケタリ軍士暫 ク佇立スル処 ニ例 ノ瑞烏千万翼兵

⚓予能 ク其身 ヲ慎来レリサレハ保元平治逆乱寿

⚙当時 ニ盛ナリ其後神家 ノ輩多 ク西国北国 ニ居住 シ後⽜
（二三ウ）

ヤシリ

⚓化導本誓誠 ニ相応セルニヤ

⚔永養和 ノ征伐ニモ庶子親類 ヲ遣 シ所謂祢津神

⚑胤ナヲ相続セリ 豈 皆彼時恩賞 ノ地ナルヘシ凡我神

絵在之

⚕平貞直千野六郎光弘藤沢次郎清親

⚒三韓征罰 ノ曩 意未忘 レ玉ハサレハ神氏武勲 ノ業

（ママ）

⚖等是也今度 ハ君臣 ノ争上下 ノ闘也天心測カタ

⚓永世相承左右 ニアタワサル者歟

ムカシ

⚗シ宜 ク冥鑑 ヲ仰ヘシトテ時 ノ祝敦信大明神宝

⚔

絵在之

⚘前 ニシテ可否ヲ卜筮シケルニ速 ニ発向スヘキ神判
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚕後醍醐院重祚 ノ初 メ建武二年八月大乱 ノ後大

⚒天道 ニ向 テ徒 ニ旬月 ヲ送 リ神慮 ヲ仰 テヒソカニ禄運 ヲ待ケリ

⚑及 ト云ヘトモ朝敵 ノ子孫ナレハ救ヘキ人ナク馮ムヘキ方 ナシ只
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⚖祝頼継 ハ父祖一族朝敵 ニナリテ悉 クホロヒテ後宝殿 ニ
⚓

絵在之

⚗テ失ナフヘキカト従人等計ケルニ神告アリテ当郡 ノ内

⚔カヽリケル程 ニ思ハサルニ君臣 ヲトアリテ関東 ノ将軍京

⚕都 ニ責上 ル由風聞 ス雌雄未決 セサル所 ニ国家 ノ安否 ハ

ニカクレ居タリケリ境 ヲ越 メ又重禁アレハ

⚙郡内ヲモ出 ス進退惟 ニ谷 テ身ヲカクスニ所ナクソヲモイ⽜
（二四オ）

⚖当社神体 ニヨルヘシトテ当国守護人小笠原信濃

⚘原

⚑ケル当職 ハ一門政頼 号藤沢拝任 ス一代 モ凡人ナリテ

⚗守貞宗甲州守護武田駿河守同三年正月一日

号神野御
狩 場 也

⚒叶サル事也マシテ庶流 トシテ既 ニ十代 ヲヘタリ神慮 ニモ

⚘武家 ノ方人 トシテ当郡 ニヨセ来 ル政頼追落 シテ頼継 ヲ

ソ

⚓背ヘキ由古実 ノ輩カタフキ申ケレトモ御方 ニヲキテ

⚙トリ出 シ本職 ニサタ シスヘタリ 習 日二日御渡アリ旧 カ如クニ⽜（二

⚗恐 テ猶予 スサレトモ当職居所 ニ号神殿ニウツリ居タリ

⚖器 ニ向ヘハ盤 ノ上 ヲ踊上 テ破裂 ス神慮 ニ背 キケル先表 ヲ

⚓同十日入洛アリケリ神明 ノ奇特諸人 ノ美談 アヘテ書述 ルニ及 ハス

⚒又大小神事相続シテヲコタリナシ遂 ニ武将 ノ合戦利 ヲ得 テ

⚑遵行 ス神官氏人弥渇仰 ノ思 ヲナシ悦 ノ奉幣 ヲ捧 テ群集 ス

（ママ）

⚔其仁ナキ間力及 ス勅裁 ニアリケリサレハ柏井宮 ニテ

⚘ケリ彼在所 ハ山岳也原山 ハ目前脚下也頼継 ハ七

⚔

五ウ）

⚙歳 ノ小童ニテ随逐 ノ輩四五人皆壮年也大敵 ヲフ⽜
（二四ウ）

⚕縁起第三

⚕祝立先規ヲ執行サントシケルニ死人現形 ス又清

⚑セキ叵又朝夕 ノ煙火歴然 ノ間穴 ヲホリテ火 ヲ見セス深

⚖

詞円満院二品親王御筆

絵在之

⚒更 ニ及 テ食 ヲマウケテ纔 ニ身命 ヲ続ケリ又当敵 ノ党

⚗後宇多院御宇弘安弐年 己季
夏 ノ天当社神
卯

絵隆盛

⚓類事 ヲ狩猟 ニヨセテ山中 ニ充満シテ是 ヲサカス既 ニ近付時 ハ

⚘事時日中 ニ反異アリ大竜雲乗シテ西 ニ向 フ参詣諸

リ

⚔自殺カマヘヲ至 シケリサレトモ霧霞ヘタヽリ暗夜如シテ

⚙人眼精 ノ及所ソコハカトナシ雲間殊 ニヒハラ ノ色ヒク〳〵ト⽜
（二

カ

⚕自隠形 ノ術ヲナス又食尽レハ米豆塩酢 ヲ荷担 シテ雑

⚑見 ユ一竜 カ又数竜歟首尾 ハ見 ヘス何様 ニモ明神大身ヲ

六オ）

⚗木ヨリ下 リテ求 メサルニトラル鹿穴 ニ入 テ自然神体 ノ供祭 ヲ

⚒現シテ本朝贔屓 ノ力 ヲ入 レマシマス勢 イ也何事 ノ先表

⚖駄両三疋迷 ヒ来 リテ父母 ノ嬰児ヲ撫育スルニ同 シ又鳥 ハ

⚘備 フ又山河 ノ中 ニ水結 ヒテ御渡跡現前 ス奇特 ノ思 ヲ肝

⚓ナルラント ヲホツカナシ同御代 ノ始 メ 千 永十一年十月蒙古 ノ

（ママ）

⚙命シテ随喜 ノ涙眼 ニ浮 フカクテ神反 ノ不思義 ハ一両年 ニ⽜
（二五オ）
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⚖水上 ヲヲホフルカ如 シ希有 ニシテ助カル諸将等悉イケ取 ニ

⚕骸海上 ニ充満 ス勝載兵具 ノ浪 ニウカフ事秋 ノ木葉 ノ

⚔カリテ白刃赤肉 ヲ切 ニコトナラス流血 湖 ノ浪 ヲソメ死

⚓適船具料板チルニ取付 テ浮 ヒ出 ル輩 ハ釘カスカイ ニツラヌ

⚒来 テ彼兵船或 ハ反覆 シ或破裂シテ軍兵皆沈没 ス

⚑後陣 ノツヽクヲマツト聞 ユ尓 ルニ同六月廿五日悪風俄 ニ吹

⚙橋 ヲナサント算数シテ先陣カツ〳〵数万艘来朝シテ⽜
（二六ウ）

⚘シテ其上 ニ大板 ヲ敷 キツヽケテ人馬往復二道 ノ浮

⚗等 ヲ襲来六百万艘舟 ヲ和漢中間 ノ大洋 ニ連続

⚖キヤラント疑 ヲナス所 ニ大元 ノ将軍夏貴范文虎使

⚕シカレトモ是程 ノ事ハナカリキ此タヒハ何 カナル事 ノアルヘ

⚔ 襲 来 ノ時尊神御発向 ノ故 ニ賊 ノ船漂倒スル事アリ

⚓訳 ヲ重ヌトモ語話 ヲ通 シ堅 シ渡党 ヲ和国 ノ人 ニ相類

⚒人倫禽獣魚肉等 ヲ食 トシテ五穀 ノ農耕 ヲ知 ス九

⚑二類 ハ其地外国 ニ連 テ形体夜叉 ノ如 ク変化無窮 ナリ

⚙云 ハ六千人也相聚 ル時 ハ百千把 ニ及ヘリ日本唐子ノ⽜
（二八オ）

⚘類 ハ多 ク奥州津軽外 ノ浜 ニ往来交易 ス夷一把 ト

⚗宇 曽 利 ト万堂宇満伊犬 ト云小島トモアリ此種

⚖三百三十三 ノ島 ニ群 リ居セリト一島 ハ渡党 ニ混 其内 ニ

⚕当 テ大海 ノ中央 ニアリ日 ノモト唐子渡党此三類各

⚔州騒乱スル事アリキ蝦夷 カ千島 ト云ヘルハ我国 ノ東北 ニ

⚓正中 ノ比 ヨリ嘉暦年中 ニ至 ルマテ東夷蜂起シテ奥

⚒当社 ノ威神力 ハ末代也 ト云ヘトモ掲焉ナル事多中 ニ元亨

⚑ 絵在之

⚙ 素 ノ古 ヘニカヘル吾神霊徳古今如此⽜
（二七ウ）

ハカ タ

（ママ）

（鶴子別脱カ）

シロシ

⚗ナリテ関東 ニ下サレテ遂 ニ誅伐セラレヲハリヌサテハ

⚔ サ 但鬢髪多シテ遍身 ニ毛 ヲ生セリ言語俚野

カサネ

⚘尊神化現 ノ御体 ハ本社ヨリ鎮西箱崎 ノ社博多 ノ津

⚕也 ト云トモ大半 ハ相通 ス此中 ニ公超霧 ヲナス術 ヲ伝 ヘ

（ママ）（セ脱カ）

ソ

⚙ニテ同時 ニ是 ヘサセ賜タリケレハ石築地発向 ノ軍⽜
（二七オ）

⚖遠隠形 ノ道 ヲ得タル類モアリ戦場 ニ望 ム時 ハ丈夫 ハ甲冑

フル

エ

⚑卒等 モ貴 ミアヒケルト後コソ聞 ヘタリケレ又大洋ニテモ

⚗弓矢 ヲ帯 ノシテ前陣 ニ進 ミ婦人 ハ後塵 ニ随 テ木 ヲ削 テ

ハタエ

ソ

ニコス

⚒凶賊是 ヲ拝見シテ恐怖渇仰シケルカ適ノカレテ

⚘幣帛 ノ如クニシテ天 ニ向テ誦呪 ノ体アリ男女共 ニ山谷 ヲ

ハンフク

⚓帰郷 ノ士卒事 ノ由 ヲ語 リ伝 ヘタリケルトテ元朝常州 ノ

⚙経過 スト云トモ乗馬ヲ用ス其身 ノ軽事飛鳥獣 ニ同 シ彼⽜
（二八ウ）

ウシヲ

⚔毘清 イ県 ト云所 ニ日本諏方大明神 ヲ勧請シテ今至 マ

⚑等 カ用 ル所 ノ箭 ハ 遺 骨 ヲ鏃 トシテ毒薬 ヲヌリ纔 ニ皮

ツ

⚕テ厳重 ノ祭礼 ヲ致ス也其 ノ時 ノ奇特已敵国 ニ及ヘリ

⚒ 膚 ニ触レハ其人敝死 ス ト云事ナシ根本 ハ酋長 モナ
エ

タニ

⚖諸神 ニモ勝サセ給 ヒケル事 ハ疑 ヒナキヲヤ凡我朝 ハ神

⚓カリシヲ武家其 ノ濫吹 ヲ鎮護センタメニ安藤太 ト云物 ヲ

（ママ）

⚗国也澆季ナリト云ヘトモ神反 ノ不思議言詞翰墨 モ及 ヒ

⚔蝦夷 ノ管領トス此 ハ上古 ニ安倍氏悪事 ノ高丸 ト云
スナヲ

⚘カタシ異国是ヨリ恐怖 ノ思 ヲヤメ本朝 ニ是 ニヨリテ 淳
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚑ハツシテ官軍 ノ陣 ニ降 リヌ三軍万歳 ヲ称 シテ則関東 ニ帰

⚙爰 ニ季長 カ従人忽 ニ城郭 ヲ破却シテ甲 ヲヌキ弓 ノ絃 ヲ⽜
（二九ウ）

⚘徹 セリ同夜同時 ニ奥州 ニ現 シ給ケルトソ後日 ニハ注進セシ

⚗給ケル諏訪郡 ノ内山河大地草木湖水皆光明 ニ映

⚖明神大竜 ノ形 ヲ現 テ黒雲 ニ駕シテ艮 ノ方 ヲサシテ向

⚕カサネ衆人怖畏 ヲ致所 ニ或夜深更 ニ当社宝殿 ノ上 ヨリ

⚔堕 キ漸深雪 ノ比 ニ及 ス貞任追討 ノ昔 ノ如 ク年序 ヲヤ累ムト

⚓討手宇津宮 ノ家人紀清両党 ノ輩多以命 ヲ

⚒茲武将大軍 ヲ遣 テ征伐スト云ヘトモ凶徒弥盛 シテ

⚑両城嶮岨 ニヨリテ洪河 ヲ隔 テ雌雄互 ニ決 シカタシ因

⚙浜内末部西浜折曽関城郭 ヲ構 テ相争 ノ⽜
（二九オ）

⚘処彼等 カ留主 ノ士卒数千夷賊 ヲ催集之外 ノ

⚗合戦数年 ニ及 フ間両人 ヲ関東 ニ召 テ理非 ヲ裁決之

⚖郎季長 ト云 ハ従父兄弟也嫡庶相論 ノ事アリテ

⚕ケル勇士 ノ後胤ナリ其子孫 ニ五郎三郎季久又太

⚗体実 ニ故 ヘアルモノ歟委 ク述 ルニイトマアラス抑本国水内 ノ

⚖八王子両社 ハ当社上下宮也 ト云事語伝タリ本地同

⚕当社分座 ノ儀本記ノ所見分明也其外日吉三宮

⚔広田西宮信濃州南宮等也主伴 ノ不同アリト云 トモ

⚓当社別宮 ノ事雲州杵築和州三輪摂州 ノ

⚒

⚑不思義也 シ事也仍旧記 ニ続 テ末代伝ントス

⚙軍猶ヤマスシテ翌年五月大乱ヲコリテ都鄙一転 ス⽜
（三〇ウ）

⚘及 ヒ堅由古老神官氏人申アヒタリケルニ去年 ヨリノ兵

⚗社 ヨリ西 ヘコソ向 ハセ給ヘキニ此怪異吉凶不審也料簡

⚖思 ヲナス此比 ハ西国擾ミタレ時節ナレハ先例 ノ如 ナラハ本

⚕賎当国他国ヨリ群集 ノ諸人是 ヲヲカミテ奇異 ノ

⚔壇 ノ上 ニカヽリ テ後太霊雲散乱 ス御射山下向 ノ貴

⚓数万騎 ト申アヒケリ当社ヨリ西 ノ山 ヲコエテ東 ニ向 テ社

⚒町 ニ及 フ化軍 ノ多少面々 ノ所見不同也或 ハ数千騎或

⚑変 ス其姿白旗サシツヽケタル大軍発覚 ノ勢数十
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⚒ケリ凡神 ノ奇特三韓征罰以来延暦桓武 ノ御宇 ニハ

⚘郡善光寺別社 ノ事日本記第卅 ニハ持統天皇五

（ママ）

⚓将軍 ト身 ヲ現シテ官兵 ノ戦功 ヲ扶助文永弘安 ノ皇

⚙年遣勅使祭諏訪水内神等 ト見 タリ又延喜神⽜
（三一オ）

（衍字カ）

⚔朝 ニハ大竜 ト身 ヲ顕テ蒙古 ノ強暴 ヲ対治 ス嘉暦近年

⚑祇式 ニハ諏方郡南方刀 善 神社二座水内郡

⚓分座疑ナシ是則当郡善光寺郭内 ノ当社也

絵在之

⚕又以加クノコトシ本朝擁護 ノ神徳異賊降伏 ノ霊威

⚒建御名方田富命 ト彦神別神社 ト云ヘリ当社 ノ

⚗

⚔毎夜寅時大明神御入堂アリテ内陣 ノ扉 ヲ閉 テ

（ママ）

⚖影響 ノ冥応古今日新ナル者也

⚘後醍醐天皇隠州遷幸 ノ後元弘二年八月一日

⚕諸人三業シツメテ法施祈念 ス暫アリテモト ノ扉

絵在之

⚙神事 ノ最中又晴天 ノ白雲大小 ノ段々皆人尊 ノ形 ニ⽜
（三〇オ）
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⚗波 ニ浮 テ日本摂津国難波津 ニ来着 シ給 フ貴

⚖御宇善記四年本尊阿弥陀三尊百済国 ヨリ

⚕向 ヲタレ給 フ神慮コトニ甚深也当寺 ハ継体天皇

⚔本懐 ヲ顕 ス是 ニヨテ弥陀三尊 ノ霊像 ヲ敬 テ毎夜 ノ影

⚓月 ノ斎日 ニハ盂蘭孝養 ノ誠心 ヲ表 シ殺生慈悲 ノ

⚒蘊藻 ノ礼奠 ヲ止 メテ梵唄歌讃 ノ法会 ヲ修 シ七月八

⚑峰 ノ風ヲシタヒテ守護 ヲ致仏生至令節 ニハ蘋蘩

⚙波 ヲ掬 シテ硯水 ヲ湛 ヘ慈覚大師如法写経 ノ時 ハ鷲⽜
（三一ウ）

⚘給ヘリ然間開成皇子般若書写 ノ首 ハ白鷺池 ノ

⚗也凡我大明神仏法 ニ帰 シマシマス事諸社 ニ超過 シ

⚖キリ〳〵トナリテ開ケテ御出 ノ勢 ヒアリ厳重不思議 ノ事

⚔一 トトセソレニシ小鷹トヲホユル也ヲイテ見ヨトテヌ

⚓々見 ルニ鷹ナラント思 フ程 ニ妻女乗輿 ノ中 ヨリノソミテ是 ハ

⚒鳥アリ髣髴シテ何 ニ鳥姿トモ見ヘス貞直能

⚑事アリテ浅間嵩麓 ヲ過ケルニ高天 ニ雲 ヲシノク飛

⚙行方 ヲ知ラスナリヌ両三年 ノ間夫婦トモニ旅行ノ⽜
（三三オ）

⚘リケル故 ニヤ多 ノ鷹 ノ中 ニ秘蔵シタル小鷹 ヲソラシテ

⚗今 ニクチセストソ聞 エケル或時内神事 ニ聊触穢ア

⚖モ多年使入タルカ如クン用 ヒケルサレハ此道 ノ名誉 モ

⚕国無双 ノ鷹匠ナリ只今打ヲロシタル荒鷹ハトヲ

⚔平治 ノ戦場ニモ向 ニケリ武勇業 ク ミニアラス東

⚓平トソ云ケル諏方郡 ノ内一庄 ノ領主トシテ保元

⚒告アリテ神氏 ニ約 テ大祝貞光猶子 トシテ字 ヲ神

（ママ）

⚘賎ユエヲ知 ス其後卅七年ヲヘテ欽明天皇十三

⚕クメ飼 ニ用意シタリケル鳥 ノ別足 ニ鷹 ノ装束一具

ヒンハン

⚙年仏法伝来 ス此時初 メテ仏像 ヲシルサレハ当寺本尊 ハ⽜
（三二オ）

⚖副 テ輿ヨリヲシ出 シタリ貞直此 ヲ取 テ野原 ヘ打出伝

サウウン

⚑本朝仏法 ノ最初也霊仏霊神寺社 ヲ一所 ニ並 ヘテ

⚗喚カケツ 拳 ヲ上 ケタリケレハ鷹 ハ肩 ヲツクリテ落カヽ

⚑蔵シテケリ此妻室ハ婦人 ノ身ナカラ丈夫 ノ芸 ニモ達 シ

⚙不思議 ニ華表 ノ鶴ヨリモ珍シク覚 テ本 トニモ越 テ秘⽜
（三三ウ）

コフシ

⚒現世当来 ノ求願 ヲ二世 ニミテ給ヲ当州 ノ規模

夷則上旬於高野山悉地院

⚘リヌ軈 テサシ留 テ見 レハ疑ナキ其 ノ鷹也火中 ノ蓮ヨリモ

絵在之
壬
辰

⚓他国 ニ卓礫セルモノヲヤ
⚔
⚕文明四年

⚒タリケル中 ニ鷹 ニヲイテハ妙 ヲ得タリケルトカヤ其後

⚔念シケル間力ナク遣テケリ其時当社頭役人御

⚖従一昨日至今日書写功畢八日酉刻

縁起第五 絵

⚕贄 ノ狩 ノタメ ニ度々所望シケレトモ固辞シテ与サリ

⚓此鷹ヲハ雲井丸トソ喚ケル或知音ワリナク係

⚘

詞青蓮院一品尊道親王御筆⽜
（三二ウ）

⚗諏訪大明神画詞

⚙

⚖ケルヲ神慮ニヤトカメヲホシ召ケン此鷹 ノ主俄 カニ両

此巻ハ後ニ書続入縁起云云

⚑祢津神平貞直本姓 ハ滋野ナリシヲ母胎 ヨリ神 ノ
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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⚓恐 テ口 ヲシテ鼻如 クナラシム翌年四月廿八日杲
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⚗眼明 ヲ失ケリ驚 キ懼 テ件鷹 ニ神馬 ヲ相副 テ社

⚕渇仰セスト云事ナシ翰墨及カタキヲヤ

⚔円誅 ヲ被 テ一家皆滅亡 ス神罰新ナル事万人

⚙
⚖

⚘家 ヘ奉ケリ盲者 ノ行末 ヘイフカシクソ覚侍

⚑正応 ノ比当国御家人小諸大郎 ト云物当社頭

⚗相州鎌倉 ノ里 ニ住ケル男年齢廿計也ケル

絵在之⽜
（三四オ）

⚒役 ノ時下部下女等隣国上州 ニ越 テ朝 ノ市 ノスキケ

⚘カ傷寒 ヲ病 テ絶入シテ半時計 ノ程 ニ蘇生

⚙シテ語ケルハ虚空 ヘトヒテソラヨリ漸ヲチクタルト⽜
（三五ウ）

絵在之

⚓ル ニ関東 ノ執権貞時朝臣 ノ管領シケル杲円
従人等牛 ヲカイテ下女ヲイカケ

号平左衛門入
道当国守護代

⚑思程 ニ焔王宮 ノ庁庭 ニ至 テ金鎖ヲ付ラル童

⚔
⚕タリケル程 ニ口論 ヲシ出 テ打擲刃傷 ニ及ヒケルカ権

⚒子出 テ現シテ問答セントスルニ後ヨリ浄衣立烏

⚖ルト思テ病席ノ障子ツヨクアタリテ蘇生セシ

⚖勢 ニホコリテ軈 テ彼下人 ヲ誅セントスル所 ニ忽眼暗ナリ

⚑

⚗ムト云看病ノ輩不思議 ノ思ヲナシテ則食水

⚓帽子 ノ老翁来テ云此男ハ今年諏方神役人

⚒国 ノ注進 ニ就 テ鎌倉 ニテ其裁断 アル所 ニ貞時朝臣

⚘ヲスヽム親戚 ノ族里 ノ友或喜悦 ヲ含 ミ或感

⚗テ犯人 ノ首 ヲ打ハツス事両度ナリ剰大刀 ヲ土 ニ打

⚓霊夢 ヲ感ス大竜評定所 ニ現 ス左右 ノ人 ニ故 ヲ問

⚙涙 ヲ拭 フ其年神役故ナク遂ルノミニアラス年⽜
（三六オ）

⚔ナリ今度ハ反給ヘシトテ則彼ノ鎖ヲ浄衣ノ人手

⚔諏方明神眷属小諸 カ方人也 トイヘリ合掌シテ

⚑年歳々参詣ヲコタラス弥 ヨ帰 レ仏信 レ法 ノ志 シ

⚘立 テ三 ツニ折タリ実 ニ本地千手観音 ニテヲハシマ

⚕其咎 ヲ免 スヘキ由夢中 ニ祈念 ス仍重科 ヲナタメ終 リ

⚒深 クシテ偏生来 ノ事 ヲイトナム現当 ノ所願定 テ

⚕ツカラトキユルシテ背ヲツカミテ遠クナケアク

⚖ヌ是則当社 ノ頭役人謀反八逆免許 ノ先規也

⚓満足スラン神明 ノ擁護実 ニ空カラサル物也

⚙セハ尋段々壊 ノ御誓 モ思合 テ貴 シ⽜
（三四ウ）

⚗然 ルヲ彼神役已後杲円 カイキトヲリ猶ヤマスシテ

⚔

絵在之

⚘頻訴申間社家恐怖 ノ所 ニ則御射山 ノ祭庭 ニシテ

⚕下野国那須郡雲巌禅寺 ハ勅謚仏国禅

絵在之

⚙童女詫宣 ニ云杲円神威 ニ伏セス我神人 ニアタリ⽜
（三五オ）

⚖師高峰和尚開山名刹也和尚当寺 ハ初祖

ア

⚑明年五月以前 ニ其命 ヲ召ヘシ神人恐 ヲナス事ナ

⚗西来 ノ的意 ヲ弘通セラシ乾元嘉元 ノ比信濃

（疑脱カ）

⚒カレト奇特厳重ナリ神 詫殆 トナシ然 トモ権勢 ニ
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⚒参学法戦ス爰ニ一ヶノ小蛇有テ此僧 ニ形 ノ如

⚑境ヲコシ彼寺 ノ門前 ニ旅宿セシ目出日コトニ

⚙文字 ノ宗風ニ不 レ信慢心ヲ起シテ宗論 ノタメ ニ⽜
（三六ウ）

⚘国窪寺 ト云所 ニ観空トテ一人ノ沙門アリ不立

⚗カクノ玉ハク恨ラクハ汝行道ノ我未 タ除カスシテ

⚖時ヲウツセリ其間ノ義理委ク記スルニアタハス明神

⚕諸宗 ノ奥蔵ヲ挙揚シテ弁説無窮談論

⚔詫シテ種々ニ法文 ヲ演 ヘ給 フ平生無智 ノ女性

⚓出シテ誦呪加持シケレハ当社明神 ノ女人 ニ

（ママ）

（ママ）

⚓随 遂 シテ方丈ニ入時ハ当下ニ脱レ両日芒鞋

⚘顕 ン密ノ工夫熟シ堅 キ事 ヲト上座神詫 ヲ奉テ

（ママ）ハウアイ

⚔上 ニ蟠 流 是ヲ守護スル体也人奇異 ノ思ヲナシ

⚙涕涙悲泣シテ暫愧懺悔 ス霊神アカリ⽜
（三八オ）

（ママ）

⚕ケルカクテ数月ヲ送ル程 ニ良遂麻谷ニマミヘシ

⚑給ヌレハ産婦本ニ 複 シヌ師檀共 ニ社頭 ニ詣
カヘリマウシ

テイカン ヒ キウ

⚖機縁ヤ熟シケン忽ニ単伝心印 ノ旨ヲ仰信スル

⚒テ 暮 賽 ノ礼ヲ致ケリ僧ハ七日昼夜参籠
カウ

ガンセキ

（ママ）

⚗意ツキテ衣鉢ヲウケ名字ヲ改テ和尚ノ小

⚓シテ大般若経ヲ真読シケルニ結願ノ夜暁

サンキ

⚘師トナリヌ妙通上座トソ謂ケル則仏前 ニシテ

⚔更 ニ至 テ宝前山 ノ麓 ノ岩石ノ上 ニ金色ノ神

⚕竜化現セリ四辺ノ草木土石皆光輝ヲ発

⚘生ノ事アリ神事ノ触穢ヤアリケン産婦俄 ニ

⚗ノ頭役 ニアタテ潔斎シケリ妻室喝食産

⚖ニナシテ同宿セシム或年旦那諏方 ノ祭礼

⚕ノ契約シテ帰信崇敬シツヽ子息ノ小童喝食

⚔履 銭

⚕和尚是也元国ノ名師 ニ反参シテ本朝大刹 ノ

⚔妙通喝食 トヨハレケルトカヤ今ノ在公此山

⚓置テ鎌倉ヘ送リケリ和尚我 カ小師 トシテ

⚒端坐入滅 ス随逐ノ喝食ヲ仏国禅師 ニ申

⚑然シテ此僧歳ノ旬月ヲモヘス末後了々ニシテ

⚙延テ両部ノ読誦ヲ果シテ無二ノ法楽ヲトケヽリ⽜
（三八ウ）
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⚙多年所持ノ経教 并ニ衣服ヲヤキアケヽルニ
寺前ノ独秀峰 ニ数百人ノ声シテ一同ニ大 ニ⽜
（三七オ）

⚖スルカコトシ蛇体柔和ノ相好ヲ示シテ両三度

⚙狂乱ノ気出来テ救療術ヲ失 ニヨリテ家主⽜
（三七ウ）

⚖住持 ニイタレリ

ヨ

⚗点頭シ給ニ渇仰ノ思弥ヨ心肝 ニ銘ス此瑞

絵在ナリ

⚒

⚘唯独 リ自明了 ノミ余人所 レ被 レ見ナリキ尚七ヶ日 ノ

⚑彼通ヲ請シテ云此病婦ノ体 匪 直 也 争 カ試祈

⚗ 絵在ナリ
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）

タヽコトニアラス

⚒念シ給 イナンヤト云上座年来修学 ノ薫修ヲ思

ノ工夫年序ヲ送ケリ彼所ノ地頭旦越

（ママ）

⚓其後此僧本所 ニ立帰テ草庵ヲ結独住シテ

⚑ワラヒケリ天魔所為ナルヘシ

10

⚙誅ニ伏ス末代ナリト云ヘトモ神罰不思議也トテ⽜
（三九ウ）

⚘凶害トソ聞ヘシ然間 纔 ニ一旬ヲ経テ宗方又

⚗臣ヲハ勇士等聞アヤマリテ誅戮シ畢ヌ宗方

⚖ケル所ニ同三年四月関東兵乱アリ時村朝

⚕テ百日当社ヘ参詣ス霊夢アリテ神鑑ヲマチ

⚔訴モ空シカリケル彼妻子悲歎ノアマリニハタシニ

⚓臣ト越訴 ノ管領宗方 確 論 ノ事アリテ神

⚒除アルヘキ由 愁 キ申ケレトモ其比執権時村朝

⚑御射山ノ酒室ノ頭役人ナリ先規ニ任セテ免

⚙トカアリテ硫黄カ島ヘ流 セ レタリケルカ当社⽜
（三九オ）

⚘嘉元ノ比当国 ノ御家人小坂孫三郎盛直重 キ

⚖トモ運命漸カタムキテ滅亡ノ期ニ至ケリ神力

⚕神詫トテ謂ケルニ代々当家ヲ守リテ久カリツレ

⚔主人ニ対面スヘシト申ケレハ唐カキノ間ニテ問答 ス

⚓出 テ其故ヲ問ケレハ是レ諏方大明神ノ御使也

⚒ノ警固ヒマナシ只事ニアラストテ家人等中門ニ

⚑方ノクキヌキ蓮読シテ馬牛ノ通路ナシ又昼夜

⚙入道高時ノ宿所ノ南庭馳入ル館ノ内騒動 ス四⽜
（四〇ウ）

⚘元弘二年ノ秋ノ比日中 ニ僧一人疲駄 ニ乗テ相模

⚗ 絵在ナリ

⚖則是ナリ

⚕ニハアラサリケリ近来当社 ニ小耳ト云フ名馬 ハ

⚔モ本ニ復ニケリ両耳漸々出現シケレトモ本ノ如 ク
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⚑同八月早船ヲ立ラレテ召反サレ畢ヌ当社霊

⚗モ及堅シ明年 ノ春夏ヲヘスコスヘカラス不便

ワツカ

（ママ）

⚒威厳重ナリシ事ナリ

⚘ナリトテ涙ヲナカシテ又走出トス狂人カ怨敵

ウレシ

⚓ 絵在ナリ

⚙歟不審ナリトテ竹井入道トカヤニ預ラレケリ⽜
（四一オ）

クワク

⚔信濃国住人和田隠岐前司繁有当社頭

⚑夢中ノ人ノ如シテ旬月ヲ送リテ後子細ヲ尋

ソウ

⚕役ノ時流鏑馬闕如シ一族 ニ石見入道ト云ケルニ

⚒ネケレハ信州伊賀良庄 ノ草庵 ニ独住多

ハセ

⚖赤黒駮良馬ヲ立飼ケルヲ借用シケルニ古敵 ノ

⚓年定坐久ク侍キ今度往復 ノ行程 モ覚

（ママ）

⚗宿意アリテ借与ニ及ハス是ハ使者ノ詞ヲタ

⚔悟分明ナラストテ忙然タリ有験ノ僧ヲ

⚕本社 ニホメテ例ノコトク祈祷アルヘシナト聞

ハイセン

⚘ニモ聞入サリケリ祭礼ノ日ニ当テ此馬俄 ニ病悩 シ
⚙テ既ニ 斃

⚖エケ リ ニ漸大軍発向都鄙ノ物忩相続

（ママ）

⚑ナシテ倩思案ルニ揚馬ニ借タリシ事ヲ思出 テ

⚗シテ其実モナカリケリ翌年ノ五月ニコソ万人

トシケルカ左右ノ耳忽ニ失ケリ奇異思 ヲ⽜
（四〇オ）

⚒神道種々ノヲコタリヲ啓シテヲ付テ本社ノ神

⚘思食セケレ不思議也事トモナリ

（ママ）

⚓馬ニ献ニケレハ病馬立所 ニ平 喩 シテ水草念
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⚙ 絵在ナリ⽜
（四一ウ）
⚑渋河ノ某トカヤ当社祭礼ノ頭役 ニアタリ
カイ

⚒タリケル比東寺供僧 ニ年来師旦ノ約ヲナセ
⚓ルアリ鷹 ニヨカリヌヘキ犬ヲ飼ケルヲ所望シケ
（ママ）

⚔レハ罪業ノ因ヲ痛ミテ他所 ニ遣ハシヌト謂テ
⚕カクシテン ナ リ彼僧忽 ニ霊夢感スル事アリ此
⚖犬近ク前ニ来テ悲泣愁歎ノ体ナリ故ナルラント
⚗思フニ傍ニ黄衣ノ神人両三輩現テ示サク此
⚘犬善根値遇ノ機縁アリテ当社大明神
リン

⚙逆縁化道ニ預カランスルヲ主人ヲロカニシテ⽜
（四二オ）

タチ

⚑悋惜 クスルニヨリテ涕泣ノ相ヲ顕スト云ト見テ去 テ
ハシ

⚒此僧随喜感歎シテ其夜ノ未明ニ檀那方 ニ
⚓送ツカハサントスルニ件犬階 ノ下ニ病フシテ起歩ムニ
⚔及ハス数日食ヲ断テ終斃 ニケリ来生果イカ
（ママ）

⚕ナリケンヲホツカナシ明神慈悲ノ本誓凡慮ノ
⚖思ヲ量スヘキニ非サル物ヲヤ此事年序 来 遠
⚗カラス師旦共 ニ現在セリ如此奇特霊異万
⚘物 ニ被シメテ勝計スヘカラスト云ト分明 ニ聞及
⚙事ヲノミ書アラハス所ナリ⽜
（四二ウ）
（ママ）

⚑ 絵在ナリ
⚒以 王 縁起畢縁起本ハ上中下三巻也後日 ニ
⚓二巻ハ書続入云々後々二巻ハ詞青蓮院一品
⚔尊道親王筆ナリ
間枝 叡山文庫天海蔵⽝諏訪大明神画詞⽞解題・翻刻（上）
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─ 〝悪吏⾊の描写を手がかりに─

⽝藤原保則伝⽞覚書

要 旨

河

野

友

哉

三善清行が延喜七年に著した⽝藤原保則伝⽞は、地方官として備中・備前・出羽・大宰府などで活躍した〝良吏⾊藤原保

則の事績を記す、漢文体の伝記である。従前の研究史においては、作品の叙述は主として〝良吏⾊保則の側から分析される

ことがほとんどであったが、作中にはその対極にある〝悪吏⾊も描かれていることに注目し、その〝悪吏⾊を俎上に載せよ

うとするのが本稿である。かかる〝悪吏⾊の描写を、先行研究にも拠りつつ具体的に検討してゆくと、わずかな罪や不法行

為にまで目を光らせて恐怖政治を行う者や、私利私欲を満たすために苛酷な徴税に走る者など、まさに〝悪吏⾊と呼んで然

るべき悪政の様子が看取される。前者はその恐怖政治を以てしても何らの功も上げ得ず、儒教的な徳治では当然無いが、律

令的な法治とも到底言い難いものであり、後者はその強欲さ・貪欲さという一点において、一〇世紀初頭に新たに立ち現れ

てきた⽛受領⽜に近い存在と言うべきであった。そして、いずれの場合においても、
〈国司の個人的な素養や道徳性の如何と

いった属人性が問われなくなっていった〉
という社会変動がその背景に潜んでいるように思われる。かように考えてみると、

本稿で取り上げた〝悪吏⾊たちは、古代的地方支配の要であった国司の属人性が無効化されていった時代を象徴する存在と

して描かれており、その点にこそ彼ら〝悪吏⾊たちの意義が求め得るのではなかろうか。その上で、作者清行は、漢籍の表

現に範を取りつつも単なる断章取義に留まらず、当時の我が国が直面していた〝古代的地方支配の不可能性⾊という問題の

一端を⽝保則伝⽞のテキスト上に具現せしめたのだ、と言うことも決して不可能ではないのである。
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徳化などとはあまりに程遠い、悪政に及ぶ地方官─ 〝悪吏⾊
─ た

⽝藤原保則伝⽞
（以下⽝保則伝⽞
）は、延喜七（九〇七）年に三善清

しておきたい。

の点なのだが、なぜ〝悪吏⾊に注目するのか、その問題意識を説明

ちの姿も複数描き出しているのだ。稿者が注目したいのはまさにそ

行が著した漢文体の人物伝である。その内容としては、平安前期の

⽝保則伝⽞においては、自身の徳を以て民を治め、地域を統治する

緒言

〝良吏⾊藤原保則の事績を語るものであり、地方官として備中・備前・

〝良吏⾊
として保則が顕彰される一方、
彼の事績を具体的に語る際に、
ㅟ

出羽・大宰府などの諸地方にて活躍した功績に特に多くの筆が費や

その地方の前任者の悪政ぶりが描写される場面も見られる。この点

ㅟ

されている。本稿は、この⽝保則伝⽞を俎上に載せ、いささかの卑

に関しては、早くから今井源衛氏の（傍線は引用者が私に付したも

前任の守朝野貞吉は⽛以苛酷而治之⽜め、郡司の小罪にたいし

） また、
と、同様の見解を述べる （⚔。
日本史学の側からは阿部猛氏の、

うことができる。

れており、そこに律令国家の現状に対する清行の危機意識を窺

こうした保則の善政は前任者たちの悪政と極めて対照的に描か

という指摘 （⚓）があり、袴田光康氏も、

乱した政治の実情とを暴露布置するのである。

に当たっては、作者はそれと対照的な破廉恥な地方官とその紊

たものであるが、……（中略）
。そして、その理想像を描き出す

となりを顕彰し、もって政道に資せんとの意をもって筆をとっ

三善清行が延喜七年、官人の亀鑑ともいうべき保則の事蹟や人

のである。以下、特に断りなき限り同様）
、

ㅟ

）
見を開陳しようとするものである （⚑。

一 研究史と問題意識─ 〝悪吏⾊への注目─
さような⽝保則伝⽞の研究史について、議論の前提となる通説を
）
紹介しておこう。それは、以下の三点に集約される （⚒。

○史実を超えた潤色によって、
儒教的律令官人の理想像を形成し、
表現しようとした。
○その潤色には経書や中国正史、世俗小説といった漢籍が下敷き
になっている。
○それら漢籍の表現による保則の顕彰は常套的なもので、類型性
を脱し得ていない。
右に掲げた先学の指摘は、主として〝良吏⾊たる保則の側から、

⽛ 因 徒満獄、仆骸塞路⽜という有様だったという。これは、つ

（ママ）

てもみな⽛着鉗鈦⽜し、人民の少しの科も宥さず、捕え、殺し、

だが、この⽝保則伝⽞に描かれているのは、儒教的徳治（＝徳化）

ぎの保則の治績を称揚するための誇張された表現ではあろう

⽝保則伝⽞という作品の叙述を分析したものである。

を施す〝良吏⾊保則だけではない。詳細な検討は二以降に譲るが、
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が、保則は貞吉の⽛苛酷⽜の政にたいして⽛仁政⽜をもって臨

して重要な位置を占めるのは確かだろう。今述べたことが、本稿が

則伝⽞の主題は〝悪吏⾊のみに留まるものではないが、その一つと

無論、学術における正当性や妥当性は、決して多数決で決められ

を具体的に検討し、
〝悪吏⾊たちの姿を白日の下に晒そうと思う。説

いささか前置きが長くなったが、本節及び次節においてテキスト

二 〝悪吏⾊の具体相①─ 強権的な恐怖政治─

〝悪吏⾊に注目する問題意識なのである。

んだ。
という分析 （⚕）も見られる。
かくして、保則の善政と前任者の悪政とが相互補完的に描き出さ
れているという〝読み⾊は、今日に至るまでしばしば行われてきた

るべき類のものではないのだが、そもそも〝良吏⾊と〝悪吏⾊とは、

明の都合上、節を分かつことを諒とされたい。

ものであることが理解されよう。

往々にして歴史叙述の中で対比的に描き出される存在ではなかった

） かよ
記してから、それは⽝漢書⽞
・
⽝後漢書⽞にも受け継がれた （⚖。

） ・哲多両郡、在 山谷間 、去 府稍遠。郡中百
里空虚。英 （⚗賀
二
一
レ

（巻首闕文）旱、田畝尽荒。百姓飢饉、□□相望。群盗公行、邑

①備中国司⽛朝野貞吉⽜

うな中国正史の目録の在り方に鑑みても、
〝良吏⾊と〝悪吏⾊とを並

姓、或 劫 掠 相 殺、或 逋 レ租 逃 散。境 内 丘 墟、無 レ有 二単 丁 一。

鉗鈦 一、人民犯 二繊毫 一者、捕案殺 レ之。囚徒満 レ獄、仆骸塞 レ路。

ろうか。そして、個人顕彰を主たる目的とする〈伝記〉という作品

……⽜より前に記されているのは国内の荒廃した状況であり、
⽛前守

備中国での前国司・朝野貞吉をめぐる記述だが、
⽛前守朝野貞吉、
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か。司馬遷が⽝史記⽞において⽛循吏列伝⽜と⽛酷吏列伝⽜とを併

べ、対比的ならしめるのは、歴史叙述の方法の一つであると了解さ

前守 朝野貞吉、以 二苛酷 一而治 レ之。郡司有 二小罪 一者、皆着 二

また、テキスト理解の問題として考えてみても、前任者が悪辣な

（続群書類従・ ～ 頁)

●

れよう。

統治を行えばこそ、後任の善政や徳治がより一層際立つのではなか

様式であればなおさら、時として誇張をも辞さずに強調が加えられ

統治は⽛苛酷⽜なものであったが、それは具体的に言えば、郡司の
ㅟ

以上のことを踏まえれば、やはり保則の善政と前任者の悪政とは

ㅟ

小さな罪を厳しく断罪し、人民のわずかな不法行為も厳しく取り調
ㅟ

対比的かつ相補的に描き出されている、と見るのが妥当であり、さ

べ死に至らしめるという恐怖政治にほかならなかった。特に、
⽛郡

ㅟ

ような見方は、とりもなおさず⽝保則伝⽞の作品としての主題を〝悪

司は小さき罪有らば、皆鉗鈦を着け⽜と説明される⽛鉗鈦⽜の意味
河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書

吏⾊の描写から導き出すということにほかならない。もちろん⽝保

朝野貞吉、……⽜以降の記述がその悪政を語る部分である。貞吉の

66

るであろうことは想像に難くない。
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ㅟ

という、
⽝後漢書⽞酷吏伝の冒頭部である。この冒頭部は酷吏個々の

ㅟ

は、
⽝思想大系⽞（⚘）が既に指摘している通り（鉄製の）
〈首枷と足枷〉

事績を記すに先立って、後漢という王朝の地方政治において酷吏が

一体いかなる存在だったのかをまず初めに語る部分だ。

〝悪吏⾊朝野貞吉をめぐる描写の中に、中国正史の酷吏伝による表

（思想大系・ 頁)

である。これは⽛獄令⽜流徒罪条に、
○

と記されるごとく、徒罪以上の罪を犯した囚人に課される刑罰（労

現的影響を看取する⽝思想大系⽞の指摘は、正鵠を射たものだろう。

・凡流徒罪居作者、皆着 二鈦若盤枷 一。
役）のための道具。
⽛小罪⽜との不相応さに、その苛政の甚だしきを

⽛仆骸⽜について、前掲の⽝後漢書⽞酷吏伝がその典拠として作者清

ㅟ

ㅟ

ㅟ

その⽝後漢書⽞酷吏伝だが、前掲の冒頭部はいわば総論であって、

ㅟ

⽛仆⽜れた状態で道に充ち満ちている様子を描いているのだ。

朝野貞吉による恐怖政治で死に至らしめられた者たちの⽛骸⽜が、

行の脳裏に浮かんでいたのだろうということも、なるほど頷ける。

見て取ることは容易であり、
かくのごとき統治を行う国司は、〝悪吏⾊
と呼ばねばならない。
前述の通り、この⽝保則伝⽞には漢籍─ 主として儒教文献・史
書─ を典拠とした潤色が多く見られることが既に先学によって指
摘されているが、なかんずく⽝思想大系⽞による注釈は、
⽝保則伝⽞

ㅟ

その後に各人の事績を語る記述が個々に設けられており、総論に対

ㅟ

研究史の上で一つの到達点を示すものと言っても大過ないほど、該

す る 各 論 的 性 格 を 持 つ。以 下 に そ の 各 論 の い く つ か を 取 り 上 げ、

ㅟ

博なものである。その指摘を一つ一つ取り上げるわけにはいかない

個々の様子を伺ってみたい。

勒

到 レ界移 レ書曰、
⽛朝廷以 三太守能禽 二姦賊 一、故辱 二斯任 一。今

―
・後江夏有 二 劇賊 夏喜等 一寇 二
乱郡境 一、以 レ宣為 二江夏太守 一。

ㅟ

が、ここで、本文引用末尾の⽛仆骸⽜に関して、
⽝思想大系⽞が典拠
として指摘するところに耳を傾けてみたい。
○仆れし骸… 後漢書、酷吏伝⽛故乃積骸満 レ穽、漂血十里⽜
（補注)

（同酷吏董宣伝／同⑨・ 頁)

⽜喜等聞、懼即時降散。
二兵界首 一。檄到、幸思 二自安之宜 一。

・徴拝 二洛陽令 一。下車、先問 二大姓主名 一。吏数 二閭里豪強 一以

右に掲げた箇所であるが、
―
・故臨 レ民之職、専事 二威断 一、族 二
滅姦軌 一、先行後聞、肆 レ情剛

菜傭乎

（同酷吏周紆伝／同⑨・ 頁)

侵冤。及 二昌到 一、吏人訟者七百余人、悉為断理、莫 レ不 レ得 レ

・朝廷挙 レ能、遷 二蜀郡太守 一。先太守李根年老多 二悖政 一、百姓

蹐、京師粛清。

⽜於 レ是部吏望 二風旨 一、争以 二激切 一為 レ事。貴戚跼
一。

対。紆厲 レ声怒曰、
⽛本問 三貴戚若 二馬・竇等輩 一。豈能知 二此売

於 重 文 横 入、為

（
⽝後漢書⽞酷吏伝／吉川忠夫訓注⽝後漢書⽞⑨・ 頁)

伯之名 上、豈虚也哉。

積 レ骸満 レ穽、漂 レ血十里。致 下温舒有 二虎冠之吏 一、延年受 中屠

三窮 怒 之 所 二遷 及 一者 上、亦 何 可 二勝 言 一。故 乃

烈、成 二其不 レ撓之威 一、違 レ衆用 レ己、表 二其難 レ測之智 一。至 下

61
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460

58

所。密 捕

盗帥 一 人

諸県強暴之人 姓 名・居

範型を⽛儒教的良吏像⽜と⽛実践的良吏像⽜とに大別し、さらに後

者について、
⽛この律令的実績主義は、国益と私欲の間で良吏も酷吏

一、脅 使 レ條 二

―
処 一、乃分遣掩討、無 レ有 二遺脱 一。宿悪大姦、皆奔 二
走他境 一。

も紙一重であり、その危ういバランスを失うと、忽ち酷吏として愁

二

（同酷吏黄昌伝／同⑨・ 頁)

訴されてしまうことを意味した⽜と評価する。

かように考えてみれば、先程⽝後漢書⽞から挙列した酷吏と袴田

容易に見て取れようが、右に引用した酷吏たちは、盗賊を撃退し
たり、部内の粛清に成功したりと、その恐怖政治によって何らかの

氏の言う⽛実践的（律令的）
⽜な官吏とは、強権的支配によって功を

上げ得る存在であった点において、同根の存在だと言えはしないだ

功を上げ得ている。すなわち彼らは、強権的な支配を代価として、
治安維持に（一定程度）成功する地方官なのだ。

律令という法典自体が、儒家の原理からは生れず、法家の国家

ろうか。この点は、石母田正氏が、

下支えされたものではなかっただろうか。袴田光康氏は、六国史の

論を土台にしていること、奈良時代の詔勅に⽝管子⽞の思想の

ところで、さる強権的な酷吏像は、我が国においても、
⽝律令⽞に

⽛良吏伝⽜について精緻な分析を行い、
⽛考課令⽜国司之最条・国郡

影響がみられることも想起すべきであろう（律令制国家の政策

来の見解は再検討すべきである）
。

の基礎にある論理や思想を、単純に儒家思想とみなしてきた従

司条に示される⽛粛清所部⽜
・
⽛強済諸事⽜という、国司に求められ
る功績を確認した上で、以下のごとく述べる。
儒教的良吏像とは別に、律令的規範性に基づいた実践的良吏像

道首名が、
⽛勘当⽜を加えるなどの強権的手法によって地方支配

で民衆の⽛悦服⽜を勝ち得た首名（引用者注、奈良時代の官吏・

と記されているところを見ても、残念ながら国内の治安維持に成功

の示す⽛実践的⽜官吏に比して、朝野貞吉はと言えば、
⽛群盗公行⽜

話を⽝保則伝⽞に戻そう。かような⽝後漢書⽞の酷吏や⽝律令⽞

と早くも看破している （ ）通り、そもそも⽝律令⽞というものが根本

を行ったこと）は、まさに⽛強済⽜
⽛粛清⽜という律令の思想を

した感は全くと言って良いほど見受けられない。その点において、

が、
⽛良吏伝⽜には反映されていると考えられるのである。……

体現した良吏として描かれているわけである。考課令の⽛撫で

彼の強権的かつ法治主義的な支配は完全な失敗を呈していると言わ

に法家的性格を抱えていたことにも関わってくる。

養ふこと⽜が、徳治主義に基づきながらも実際には律令国家の

ざるを得ない。儒教的な徳治も行われず、律令的な法治も為し得な

（中略）
。毅然とした強い態度で民衆を導き、実益を上げること

要請に従順な良民を育成することであった以上、律令的規範性

い、そうした備中国の実情を清行は描き出しているのだ。

河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書

氏は、奈良から平安前期に現れる〝良吏⾊の分析を通して、その

）
に応えるために、良吏は時に武断的側面も持つことになる （⚙。

10
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議論を進めたい。

前節に引き続き、本節でも〝悪吏⾊の具体相を検討する。その二

乱を起こさしめるに至ったと明かされる。中でも⽛聚斂⽜という表

り⽜という統治を行ったがために、民の怨みと怒りを買い、元慶の

ａ で、良峯近は⽛聚斂するに厭ふこと無く、徴求するに万端な

人目だが、記述が三箇所に分散しているため、便宜的に ａ ・ ｂ ・

現だが、
⽝思想大系⽞は以下のように解し、その典拠に言及する。

三 〝悪吏⾊の具体相②─ 強欲な収奪者─

ｃ とアルファベットを付した。

（頭注)

○聚め斂むる 重税を徴収する。

○

○

（補注)

―益 之 。 注 孔
・ 経 季 氏 富 二於 周 公 一。而 求 也 為 レ之 聚 斂 而 附 二
一

の注・疏まで含め、改めて以下に引こう。

⽝思想大系⽞が典拠として挙げている⽝論語⽞先進篇について、そ

也〉
。
⽜

而附

②秋田城司⽛良岑近⽜

（同・ 頁)

〈孔安国注、冉求為 二季氏宰 一、為 レ之急 二賦税 一
二益之 一⽜

○聚め斂むる 論語、先進⽛季氏富 二於周公 一。而求也為 レ之聚斂

〔マゝ〕

秋田城司 良岑近者、聚斂無

レ厭、徴求万端。

―
ａ 公曰、
⽛蝦夷内附以来、欲 二漸二百年 一。畏 二
服朝威 一、無 レ有 二

寇逆

一。如 レ聞、

故畳 レ怨積 レ怒、致 二叛逆 一。……（後略）
。
⽜
（続群書類従・ 頁)
ｂ 於 レ是夷虜叩頭拝謝云、
⽛異時 秋田城司 、貪欲暴横、谿壑難 レ
がうもうモ

●

塡。若毫 毛 不 レ協 二其求 一者、楚毒立施。故不 レ堪 二苛政 一、遂
たんたう

曰、冉求為 二季氏宰 一、為 レ之急 二賦税 一。 経 子曰、
⽛非 二吾徒 一

〔マゝ〕

作 二叛逆 一。……（中略）
。
⽜

○

也。小 子 鳴 レ鼓 而 攻 レ之 可 也。
⽜ 疏 正 義 曰、此 章 夫 子 責 三冉 求

○

）
（
⽝論語⽞先進／⽝重栞宋本十三経注疏附校勘記⽞（ ・
頁)

陪附助 レ益 二季氏 一也。

―
者、時冉求為 二季氏家宰 一、又為 レ之急 二賦税 一、聚 二
斂財物 一而

○

―
重 二賦税 一也。……（中略）
。
【而求也為 レ之聚斂而附 二
益之 一】

○

ｃ 良岑近者、貪叨賊穢、致 二此寇乱 一。而 （ ）亦無 二懲悪之典 一。

）

（同・ 頁)
各々の記述を確認する前に、秋田城司・良岑近という人物に関し

ㅟ

・近得 二飛語 一云、
⽛ 彼吏 、或撃 レ目閉 レ口、似 二避 レ時之人 一。或

また、日本の例では、

を重くす⽜ることが即ち⽛聚斂⽜であると難なく理解できよう。

注疏⽞に載せる孔安国注や邢昺疏によって、
⽛賦税を急にす⽜
⽛賦税

孔子の弟子・冉求が⽛聚斂⽜していることへの批判だが、
⽝十三経

98

て少し触れておくが、その名前は現存するどの文献・史料にも見出
〔マゝ〕

すことが出来ない。加えて、群書類従本には⽛良峯近者⽜という傍
記を付された本文が伝えられており、高橋富雄氏が夙に指摘する （
ごとく、意図的に良峯氏の系図から削除された可能性も、あるいは
ㅟ

何らかの本文的問題を抱えている可能性も、いずれも否みがたい。
ㅟ

ひとまず、本稿において疑惑の⽛者⽜は、主題提示の係助詞⽛は⽜
と訓むものと見なし、良峯近という名の秋田城司の存在を想定して

13
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68

70

69

12

11

○

○

―
所 レ有財産五分之四 一、以助 二辺急 一。
⽜公府士馳伝 二天下 一、考 二
●

忘 レ恥貪 レ財、為 二聚斂之 吏 一。府司国宰、莫 レ不 二悲傷 一。若

覆貪饕 一、開吏告 二其将 一、奴婢告 二其主 一、幾以禁 レ姦、姦愈甚。

●

如 レ此不 レ変、恐噛 レ斉不 レ及⽜
。

（
⽝漢書⽞王莽伝下／和刻本正史②・ 頁）

これもまた、私利私欲を満たすために収奪に及ぶ役人の様がよく

（
⽝日本文徳天皇実録⽞仁寿二年二月八日／国史大系・ 頁)
が求め得るが、より直接的で、分かりやすかろう。
⽛恥を忘れ財を

示された叙述であり、さような役人の財産を徴収することで辺境の

危機を救わんとする。さる文脈において、
⽛貪饕⽜な者達を⽛考覆⽜

が、とりわけ語句・表現レベルで検討すべきものはないから、ｃ に

の実態がありありと浮かび上がってくるが、その苛酷さの目的は、

以上、反乱を起こさしめるほどの良峯近による苛酷な徴税・収奪

する〈考え調べる〉と言っているのだ。

移る。良峯近は⽛貪叨賊穢にして⽜この元慶の乱を引き起こしたに

此国、民・夷雑居、田地膏腴。土産所 レ出、珍貨多端。 豪吏 幷

③出羽国（姓名不詳）

そして、次に掲げる③が最後の〝悪吏⾊となる。

私利私欲を満たさんとするために他ならないだろう。

の⽛貪叨⽜について、
⽝思想大系⽞の、
○貪叨 貪欲。むさぼる。
という理解は的確だと思われるし、その典拠として、

兼、無 レ有 二紀極 一。私増 二租税 一、恣加 二徭賦 一。又権門子年来

（続群書類従・ 頁)

・(
孫氏ノ）冒 レ名而為 二侍中・ᷭ・校尉・郡守・長吏 一者十余人、
○

随 二其求 一、不 レ言 二煩費 一。

求 二善馬・良鷹 一者、猥聚如 レ雲。辺民愚朴、無 レ知 二告訴 一、唯

○

掠拷、使

出来ない。だが、姓名こそ不詳ながらも、
⽛土産の出づる所、珍貨他

出羽国の⽛豪吏⽜としか書かれておらず、その名前を知ることは

を補注に掲げているのも、肯うべき判断だと思われる。その他も別
たんたう

○

・時国王驕奢、
不 レ遵 二法度 一、
又多 二豪右幷兼之家 一。 注 漢書曰、

○

）
れは一体いかなる振る舞いだったのだろうか （ 。

た富裕な役人が、留まることなく⽛幷兼⽜したことが窺えるが、そ

て
⽛紀極有ること無し⽜
という実情が明確に示されている。力を持っ

端なり⽜という出羽国の特色があり、それを⽛豪吏⽜が⽛幷兼⽜し

（
⽝後漢書⽞梁冀伝／吉川忠夫訓注⽝後漢書⽞⑤・ 頁)

二出 レ錢自贖 一、貲物少者至 二於死徙 一。

皆貪叨凶淫。各遣 二私客 一籍 二属県富人 一、被以 二他罪 一、閉 レ獄

（頭注）

も関わらず、何らの裁きも受けなかったのだと語られるのだが、そ

ｂ においても良峯近の際限ない強欲さと悪辣さが描かれている

に腐心する役人の姿だ。

貪⽜って⽛聚斂の吏と為る⽜のであり、とどのつまり、それは徴税

1036

69

段異議を差し挟む余地はないが、
⽛貪叨⽜の類例として、
⽛貪饕⽜
（
⽛饕⽜
も〈むさぼる〉の意）の例を一つ取り出してみよう。
・天下 吏 以 レ不 レ得 二奉禄 一、並為 二姦利 一、 郡尹県宰 家累 二千
金 一。莽 下 レ詔 曰、
⽛詳 考、始 建 国 二 年 胡 虜 猾 レ夏 以 來、
諸軍吏及縁辺吏 大 夫 以 上 為 二姦 利 一増 レ産 致 レ富 者、収 二其 家
河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書
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のごとき人物を直ちに想起するのではなかろうか。

・ 守 ノ答フル様、
⽛……（中略）
。其ノ木ニ平茸ノ多ク生タリツ

魏郡豪右李竟。文類曰、有
幷之塗 一。李奇曰、謂⽛大家役 二小民 一、富者兼役 二貧民 一⽜也。

レバ、難見棄クテ、先ヅ手ノ及ビツル限リ取テ、旅籠ニ入レテ

二権勢 一豪右大家也。漢書曰、禁 二兼

）
（
⽝文選⽞張衡⽛四愁詩四首⽜序／⽝文選 附考異⽞（ ・
頁)

ナ。 極 キ損ヲ取ツル物カナ。極キ損ヲ取ツル心地コソスレ⽜

上 ツ ル 也。未 ダ 残 ヤ 有 ツ ラ ム。云 ハ ム 方 無 ク 多 カ リ ツ ル 物 カ
いみじ

⽛古之聖王莫 レ不 レ設 二井田 一、然後治廼可 レ平。
レ政建言、

・師丹輔
……（中略）
。民始充実。未 レ有 二幷兼之害 一、故不 下為 二民田及

ト云ヘバ、……（中略）
。守、
⽛僻事ナ不云ソ、汝等ヨ。宝ノ山

○

奴婢 一為 上レ限。今累世承 レ平、豪富吏民訾数 二鉅万 一、而貧弱兪

ニ入テ、手ヲ空クシテ返タラム心地ゾスル。
⽝受領ハ倒ル所ニ

家⽜の意味するところは、続いて記した李善注を見れば明らかだが、

大系⑤・ 頁)

（
⽝今昔物語集⽞本朝世俗⽛信濃守藤原陳忠、落入御坂語⽜／新

土ヲ爴メ⽞トコソ云ヘ⽜ト云ヘバ、……（後略）
。

大きな家が小さき民を、また富める者が貧しい民を労働に従事せし

一つ目に挙げたのは、
⽝文選⽞
⽛四愁詩四首⽜の序文。
⽛豪右幷兼の

○

困。……（後略）
。
⽜（
⽝漢書⽞食貨志上／和刻本正史①・ 頁)

422

281

ます自身の富を拡大している実態にほかならない。二つ目の
⽝漢書⽞

め、本来的には彼らの取り分となるべき富をも収奪しながら、ます

どに財を積みて、……（中略）
、絹ぐらにある徳町といふ市女の

て、……（中略）
。私物数多く貯ふ。大きなる蔵は一国治むるほ

・ 人の国にありし ときは、ものも食はせず、衣も着ぬ人を使ひ

（
⽝うつほ物語⽞藤原の君巻／新編全集①・ ～ 頁)

食貨志上の例も、民田・奴婢の制限が設けられていなかった理由が

に使役できることと、
⽛幷兼の害⽜が発生することとは相即する問題

右に掲げたのは、いずれもよく知られた記述だろう。谷底に転落

富めるあり、それを召し取りて、北の方にしたまふ。

なのだろう。これも、富裕・強大な者が弱く貧しい者を使ってその

するという生命の危機に瀕しながら⽛平茸⽜を取り残したことへの

165

を選ぶという徹底した蓄財への執着を見せる三春高基も、拝金主義

） 彼ら⽛受領⽜は経済力を有する存在として、官人
階層であった （ 。

くのごとき国司は、一〇世紀前半に誕生した⽛受領⽜という新しい

半ば常識的なことで、今更改めて説明する必要も無かろうが、か

かくして、姓名不詳ではあるが、出羽国の⽛豪吏⽜たちの輪郭を

ここで、かように強欲・貪欲な官吏を問題にする時、我々は以下

取することに飽かない、欲深い官吏なのだ。

の②良峯近と同様に、私利私欲を満たそうとして百姓から収奪・搾

と言うよりほかない性格の存在であり、もはや滑稽ですらある。

後悔を滔々と述べる藤原陳忠も、配偶者においてさえ⽛富める⽜女

163

いくばくか浮かび上がらせることが出来ただろう。彼（ら）も先程

と言える。

経済力を一層強める様を示す語が⽛幷兼⽜であることを裏付ける例

⽛未だ幷兼の害有らずして⽜だという。つまり、民田や奴婢を無制限

272
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15

社会において羨望の対象となってゆく。
・この国守の北の方も詣でたりけり。いかめしく勢ひたるをうら

は⽜などぞ、かならずいらふる。まことにたのみける者は、い
と嘆かしと思へり。

（
⽝枕草子⽞
⽛すさまじきもの⽜の段／新編全集・ ～ 頁)

と記されるごとく、その落胆も甚だしいものであった。右に掲げた

やみて、この三条が言ふやう、
⽛大悲者には、他事も申さじ。あ
が姫君、大弐 の北の方ならずは、当国の受領 の北の方になし

段は、現在刊行されている高等学校⽛古典 ⽜の多くの教科書にも

・きさきがねもししからずはよきくにのわかき 受りやう の妻が

むまごの、をうなにてむまれたるをききて

（
⽝源氏物語⽞玉鬘巻／新編全集③・ 頁)

む⽜と額に手を当てて念じ入りてをり。

たてまつらむ。三条らも、随分にさかえて返申しは仕うまつら

61

採録されている （ ）ほどよく知られた文章であり、もはや贅言の要

はないと思う。平安中期の官人社会の一側面を鋭く切り取った描写

であろうが、当時の官人社会に蔓延していたかような思潮を⽛官職

を収入源としかみない⽜ものと評価した阿部猛氏の指摘 （ ）は、尤も

ことが、玉鬘にとっての幸福だと信じ、それを仏に念じるのだ。二

⽛いかめしく勢ひたる⽜存在である⽛大弐⽜や⽛受領⽜の正妻となる

挙例した一つ目は、初瀬（長谷寺）詣での場面。侍女の三条は、

私利私欲を満たさんがために苛酷な徴税・収奪・搾取を行う強欲な

体何が指摘できるのか、もはや明白だろう。良峯近も⽛豪吏⽜も、

⽛受領⽜について説明してきたが、縷々説明を重ねてきたところに一

以上、特に文学の世界では富裕さ・貪欲さの象徴として描かれる

だと言わねばなるまい。

例目の⽝為頼集⽞四〇番歌も、
⽛受領⽜が羨望の対象たる点において

地方官であり、さような⽝保則伝⽞の強欲な〝悪吏⾊と⽛受領⽜と

（
⽝為頼集⽞─四〇／私家集全釈叢書・ 頁)

B

同断。
⽝全釈⽞の指摘 （ ）通り、孫娘の誕生に際し、当時の受領が富

ねならし

18

裕な存在であることを踏まえ、
豊かな国の若い受領との結婚─ ⽛后

語⽞の明石入道（若紫巻）や⽝うつほ物語⽞の神奈備種松（吹上上

の類似性こそが、稿者が指摘したい事柄なのだ。もちろん、
⽝源氏物

その強欲さという一点において、やはり両者は軌を一にするものと

巻）のごとく、豪邸を建てたなどという記述こそ見られない。だが、

その一方で、心ならずもその羨望が満たされない場合は、

言うべきだろう。

祖父為頼の姿が素直に表現された歌と見るべきだろう。

・除目に司得ぬ人の家。……（中略）
。物聞きに夜より寒がりわ
ななきをりける下衆男、いと物憂げに歩み来るを、見る者ども
はえ問ひだにも問はず。外より来たる者などぞ、
⽛殿は何にか
ならせたまひたる⽜など問ふに、いらへには、
⽛何の前司にこそ
河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書
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19

111

168

がね⽜になるより現実的な、手の届く範囲の幸福である─ を願う
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めそれに従順であるような状態である。有徳者が愚民を教化す

み込んできたが、ひとたび〝良吏⾊保則から視点を転じてみれば、

ここまで、
⽝保則伝⽞に描かれる〝悪吏⾊の記述を冗長なまでに読

全であった、ということになろう。……（中略）
。かくして、一

世紀は、問題を妊んでいるとはいえ、なお、律令社会として健

教徳目の修得が推奨され、少数とはいえ有徳官人が出ていた九

ることを建前とする律令社会は、それにふさわしいのだが、儒

少しの罪をも許さぬ恐怖政治を施す者や、憚ることなく収奪に勤し

〇世紀中期以降になると、九世紀良吏とは異なった地方官像が

四 国司の属人性の問題

む貪欲・強欲な者など、
〝悪吏⾊としか言いようがない前任者たちの
ㅟ

求められ、
また出現してくる。それが受領である。……
（中略）
。

ㅟ

姿も同時に描かれている事実に気付かされるはずだ。ただし、前者
ㅟ

私は、その来由をかつての律令政治は公民を支配の対象とし、

ㅟ

と後者とでは、役人としての類型という点において、次元が違うと

籍帳で戸口を把握し班田を行なうといったような直接的支配を

ㅟ

言うべきだろう。というのも、高所大所から見れば同じ悪政ではあ

行なったのに対し、受領らの部内支配は公領を請作する田堵ら

ㅟ

るものの、苛政・苛烈と貪欲・強欲とは、必ずしも一致するとは限

を把握し課税していく方式で、律令方式と比べるならば、間接

ㅟ

らない、別の要素だからだ。前々節と前節において、
〝悪吏⾊たちを

的支配になっていることに求められると考えている。……（中

― 48 ―

ㅟ

二つの類型に大別した上で検討を行ったのはそのためである。

略）
。前者のようなあり方の場合、国司の個性が重要な意味を

を考課と称したが、一〇世紀に入ると功過と呼ぶようになって

ところで、強権的な場合にせよ、飽くなき収奪に及ぶ場合にせよ、

多くの国司・受領らの思うところは、大過なく四年の秩を満た

いると指摘した。受領らを、良吏・悪吏というような道徳性に

もち、おのずと徳性も問題になり得たが、後者では被支配民と

し、
折角つかんだ機会を利用して私富蓄積にも努めたい、
といっ

こだわらず評価するようになっていることと関連しよう。……

さような〝悪吏⾊の背景には、九世紀末頃に端を発した、国司をめ

たことだったろうが、人間類型において、九世紀国司と一〇世

（中略）
。中央へは規定ないし臨時に求められる貢納を果たし、

の間で個性や徳性の入りこむ余地は小さかったであろう。村井

紀後半以降の受領との間には、微妙な相異があるように思われ

部内に対しては請作者を募り名支配を行ない、多くの帳外剰物

ぐる社会変動があると考えられる。以下、少し長くなるが森田悌氏

る。少 な く と も、望 ま し い 地 方 官 像 に お い て 相 異 し て い た。

をもち、私富をもたくわえる、というところが受領のあり方の

康彦氏（
⽝平安貴族の世界⽞
）は、九世紀まで地方官の勤務評定

……（中略）
。ところで、官人が儒教の徳目を身につけそれによ

）
概略となる （ 。

の指摘を仰ごう。適宜私に傍線を付した。

りつつ政治を行なえる社会とは、被支配者の方も官人の徳を認

20

よってかかる状況を改善し得たとは思われない。

こうしてみれば、いずれの類型にしても描き出されているのは、

氏の指摘の要点はこうだ。地方政治に際し、九世紀までは、
（大学
教育で身に付けた）儒教的道徳思想に裏打ちされた徳化を施す国司
ㅟ

国司の属人性が問われなくなっていった一〇世紀前後の現実だと言

ㅟ

が属人的に求められていた。それに対し、一〇世紀以降になると個

えよう。そして、かような国司の属人性こそが、古代的（あるいは

ㅟ

人の学問的素養や道徳性などではなく、現実の生産・租税収納能力

律令的）な地方支配の要であったはずだ。

国司の属人性が問われなくなっていった、すなわち国司の属人的

みた。本稿で取り上げた〝悪吏⾊たちは、古代的地方支配の要であっ

ここまで、
⽝保則伝⽞に描かれる〝悪吏⾊について愚考を巡らせて

五 〝悪吏⾊たちの意義

の如何が問題とされ、中央政府への遅滞なき貢納を遂行できる存在
が国司の範型（＝
⽛受領⽜
）となっていた、というわけである。また、
阿部猛氏にも、
⽛良吏の個人的才幹によって実効を挙げえた時代は、
まさに九世紀だったのである⽜という類似の指摘 （ ）がある。

な良し悪しが問題解決にあたって重要なファクターでなくなりつつ

た国司の属人性が無効化されていく時代を象徴する存在として描き

出されている。そして、さる一点にこそ、彼ら〝悪吏⾊たちの意義

あった、という一〇世紀前後の変動を踏まえて、
⽝保則伝⽞の〝悪吏⾊
についても説明出来るところがあろう。

が求め得るのではなかろうか。

作者清行は、漢籍の表現に範を取りつつも単なる断章取義に留ま

前にその類型を大別したが、先に二つ目の類型の方から言うと、
強欲・貪欲にして収奪者的な〝悪吏⾊に関しては、まさに森田氏が

ることなく、当時の我が国が直面していた〝古代的地方支配の不可

能性⾊という問題の一端を⽝保則伝⽞のテキスト上に具現せしめた

指摘するような国司の⽛受領⽜化という文脈において理解してよい
だろう。

いって法治によって支配することも出来ずに、部内の治安は乱れる

い強権的支配であるが、徳治によって支配することも出来ず、かと

文脈の中で理解されるべき事態ではなかろうか。
⽝保則伝⽞が撰述

た地方支配の不可能性は〝律令的世界の終焉⾊という、より大きな

さらに言うと、いささか大袈裟に過ぎるかもしれないが、そうし

のだ、と言うことも決して不可能ではないはずだ。

一方であった。律令体制下において期待される地方行政としては失

された延喜七（九〇七）年、唐の滅亡という出来事が起こるが、そ

続いて、もう一つの類型について。刑罰や有形力の行使も辞さな

格だが、国司の苛政を以てしても国内の問題を解決することが出来

れが全くの偶然の一致であるとは思われないのである。

（かわの ともや・人文学専攻)

ないというのは、まさしく解体期律令国家が抱えていた問題にほか
な ら な い だ ろ う。ひ と え に 国 司 の 個 人 的 な 素 養 や 道 徳 性 の 如 何 に
河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書
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⽝保則伝⽞本文の引用は原則として⽝続群書類従⽞
（群）に拠ったが、

（⚑）

前田育徳会尊経閣文庫蔵⽝諸寺縁起集⽞
（尊）
、京都大学附属図書館蔵
⽛藤保則伝残編⽜
（京）も参照して、必要に応じ本文を改訂し、改訂箇
所は傍点を付した。その他の文献は各々所掲の書物に基づいたが、私
意により返り点や句読点を補うなど、適当と思われる形で引用した。
また、漢字は原則として通行の字体に改めた。
今井源衛⽛漢文伝の世界⽜
（⽝今井源衛著作集 第八巻 漢詩文と平安

（⚒）

朝文学⽞笠間書院、平一七。初出昭三四）
、川口久雄⽝平安朝日本漢文
学史の研究 上⽞
（明治書院、初版上巻昭三四→三訂版上昭五〇。参照
には三訂版を利用）
、大曾根章介⽛漢文学における伝記と巷説─ 紀長
谷雄と三善清行─ ⽜
（
⽝日本漢文学論集 第二巻⽞汲古書院、平一〇。
初出昭四四）
、所功⽛
⽝藤原保則伝⽞の基礎的考察⽜
（芸林会編⽛芸林⽜
の⚓、昭四五・六）
、所功⽝人物叢書 三善清行⽞
（吉川弘文館、昭

四五）
、矢作武⽛三善清行の方法─ 藤原保則伝考─ ⽜
（早稲田大学国
文学会編⽛国文学研究⽜ 、昭四八・六）
、大曾根章介⽛上代から中古
へ─ 漢文伝記の世界─ ⽜
（
⽝日本漢文学論集 第二巻⽞初出昭五四）
など。
前掲注（⚒）今井論文。

（⚓）

袴田光康⽛国司と文学─ 〈良吏の時代〉とその挫折⽜
（日向一雅編⽝平

（⚔）

安文学と隣接諸学⚔ 王朝文学と官職・位階⽞竹林舎、平二〇）
藤原保則小伝─ ⽜（髙科書店、平二。なお、旧版は昭四九刊）

阿部猛⽝平安前期政治史の研究 新訂版⽞第三章第三節⽛良吏の典型

（⚕）

─

何俊⽛漢代の循吏と酷吏の性質についての考察⽜
（九州大学中国哲学研

山岸徳平・竹内理三・家永三郎・大曾根章介校注⽝日本思想大系⚘ 古

（⚘）

代政治社会思想⽞
（岩波書店、昭五四→新装版平六）所収⽝藤原保則伝⽞
前掲注（⚔）袴田論文。

（大曾根章介氏担当）
。以下⽝思想大系⽞
。
（⚙）

石母田正⽝日本の古代国家⽞第⚔章⽛古代国家と生産関係⽜第一節⚔

（ ）

⽛班田制の成立⽜
（日本歴史叢書版昭四六→⽝石母田正著作集 第三巻⽞

（岩波書店、
平元）
→モダンクラシックス版平一三→岩波文庫版平二九。
引用には岩波文庫版を利用）

群は⽛無⽜に作るが、文意不明。尊・京に従って改訂する。
（ ）

高橋富雄⽛藤原保則伝における元慶の乱⽜
（今村教授退官記念会編⽝秋
（ ）

田地方史の研究⽞金沢文庫、昭四八）

台北・藝文印書館による影印本。全八冊より成り、八冊目⽝論語 孝
（ ）

以下、
⽛幷兼⽜の語については、過去に拙稿⽛
⽝藤原保則伝⽞試論─

経 爾雅 孟子⽞の奥付に⽛中華民国七十八年一月十一版⽜と記載。
（ ）

〈批判精神〉の獲得とその文学史的意義─ ⽜
（
⽛國學院雑誌⽜ の⚓、

令二・三）においてもその解釈に触れたところがあり、併読していた
だければ幸いである。

台北・藝文印書館による李善注胡克本の影印⽝文選 附考異⽞
。奥付に
（ ）

⽛中華民国五十六年十月五版⽜と記載。

⽛受領⽜やその周辺事項について、本稿で注として記した論文・著書以
（ ）

受領と地方社会⽞
（山川出版社、平

外に、佐藤宗諄⽝平安前期政治史序説⽞
（東京大学出版会、昭五二）や
佐々木恵介⽝日本史リブレット

一六）
、川尻秋生⽝シリーズ日本古代史⑤ 平安京遷都⽞
（岩波新書、

為頼集全釈⽞
（風間書房、平六）

平二三）などを参考にし、その意見に従ったところが大きい。
筑紫平安文学会⽝私家集全釈叢書

改

稿者の管見に入った限りだが、教育出版⽝精選 古典 ⽞
、桐原書店⽝新

（ ）

（ ）

B

改訂版⽞
、東京書籍⽝精選 古典 ⽞
、文英

探求古典 ⽞
、数研出版⽝改訂版 古典 ⽞
、大修館書店⽝古典

B

（⚖）

12

14
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10

11

12

13

14

15

16

訂版⽞
、筑摩書房⽝古典

B

究会編⽛中国哲学論集⽜ 、平二七・一二）が、研究史の整理を行っ

121

B

た上で、標記の問題について再考察を試みている。
群は⽛葉⽜に作るが、尊・京に従って改訂する。

（⚗）

B

B

50

41

17

18

21

堂⽝古典 ⽞は、採録を確認した。検定は、文英堂を除いていずれも

（ ）

阿部猛⽝平安貴族社会⽞
⽛八 十世紀の地方政治─ いわゆる国司の非

ている⽛古文編⽜を参照した。

版、大修館書店、東京書籍の教科書に関しては、
⽛漢文編⽜と分冊になっ

平二九・二、文英堂のみ平三〇・二である。また、桐原書店、数研出

B

政─ ⽜
（同成社、平二一。初出昭四六）

森田悌⽝受領⽞
（教育社歴史新書〈日本史〉 、昭五三）

（ ）
（ ）

前掲注（⚕）阿部著書、第三章第四節⽛三善清行と藤原敦光⽜
（初出昭

10

四三）

【付記】
本稿における⽝藤原保則伝⽞の本文校訂にあたっては、京都大学
附属図書館ならびに前田育徳会尊経閣文庫のご厚意により、資料の
閲覧、複写、翻刻利用の許可をいただきました。貴重な資料を利用
させてくださいましたことに、記して深く感謝申し上げます。

河野 ⽝藤原保則伝⽞覚書
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齊

田

春

円地文子⽛交配花⽜論─⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻との関係から

要 旨

菜

本稿は、円地文子の⽛交配花⽜を⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻から検討するものである。
⽛交配花⽜の書かれた時期は、円地が
いた。

⽝源氏物語⽞の全訳に取り組んでいる最中であった。円地はこの期間、長編作品を一切書かず、短編または中編のみを書いて

⽛交配花⽜の語り手の⽛私⽜は、円地と同じく、
⽝源氏物語⽞の口語訳をしていたり、
⽝源氏物語⽞の冷泉院と薫の君が実の

父を知った時に対する態度について独自の解釈を会合で披露したりしている。この解釈は、後に執筆された円地のエッセイ

と内容が一部重なる。そのため⽛交配花⽜と円地の⽝源氏物語⽞現代語訳との関係を考える必要がある。

そこでまず、語り手の⽛私⽜と沙野が語る物語について検討を試みた。沙野が⽛私⽜へと物語る森脇夫婦の物語のあり方

は、語りの事後性と構築された叙述によって編集されていた。そのため、森脇夫妻の物語にある種のノイズが生じたことを

指摘した。次にこのノイズによって⽛交配花⽜が⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜巻のバリエーションとなったことを論証した。特

に、森脇美鶴に付与された⽛霊媒⽜という言葉の意味と円地のエッセイを手掛かりにした。最後に⽛交配花⽜の批評性につ

いて⽝源氏物語⽞を軸に明らかにした。
⽛交配花⽜は、男性が能動的に密通を行う⽝源氏物語⽞を逆転させ、女性が能動的に

密通を行う物語を提示する。そして、それは、
⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜的なモチーフや人物像を次々と変形したこととも関係

つまり⽛交配花⽜は、沙野によって⽛私⽜に語られた森脇夫妻の物語が⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻と結びつけて解釈できる作

するのである。またそのことから⽛交配花⽜における森脇明郷の自殺についての再検討を行った。

品となった。したがって、円地作品と⽝源氏物語⽞の現代語訳との関係の一端を⽛交配花⽜から明らかにできると結論付けた。
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一 はじめに
本稿は、円地文子作品と⽝源氏物語⽞の現代語訳との関係の一端

ことであり、罪の意識を感じるのは、中流階級の倫理観だと反

論した。その女性は、森脇商事の副社長の森脇明郷の妻美鶴で

あった。森脇商事は、農家出身の森脇吉兵衛が戦争をきっかけ

いたこの時期、その刊行が終わるまで（一九七二年九月─一九七三

は一九六七年に⽝源氏物語⽞の全訳を新潮社から依頼され専念して

一九七四年五月に単行本⽝花食い姥⽞
（講談社）に収録された。円地

円地文子⽛交配花⽜は、一九七〇年七月⽝小説新潮⽞に掲載され、

方美鶴に振り回され、自身の血統にも疑いを感じた明郷は、愛

美鶴は、自身もまた夫以外の男性と関係を結び、子を生す。一

を入れたい吉兵衛は、
雪谷が外で作った美鶴を明郷の妻とする。

だが、実は雪谷の妻が浮気をして、生した子だった。男系の血

家と縁戚関係の深い雪谷伯爵の息子を養子とする。それが明郷

に発展させた会社で、彼は貴族階級への憧れから、旧主人で宮

年六月）長編作品を一切書かず、短編または中編のみを書いていた。

人である⽛私⽜の友人河内沙野の部屋で自殺を遂げた。

を⽛交配花⽜
（一九七〇年）から検討するものである。

⽛交配花⽜は、その期間に書かれた作品のうちの一作でもある。
⽛交配花⽜の語り手の⽛私⽜は、
⽛源氏物語の口語訳という手に余
る仕事に時間を費やしている⽜（一八九頁）
最中と設定されていたり、

明郷の出生や血統を軸に物語が展開するため、
⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜

語訳と関係のあるテクストとして理解できるだろう。内容について

部類似する（後述）
。つまり⽛交配花⽜は、円地の⽝源氏物語⽞現代

泉院と薫の君の解釈は、後に執筆された円地のエッセイと内容が一

について⽛私⽜の独自の解釈を会合で披露したりしている。この冷

そらく円地（作品）と⽝源氏物語⽞を研究する際には上坂信男のよ

着目されているとは言い難い状況である。その背景にあるのは、お

テーマにおいて⽛交配花⽜は、重要な作品であると考えられるが、

先の土屋の資料以外ほぼない。円地（作品）と⽝源氏物語⽞という

一方で、⽛交配花⽜
についてまとまった文章は管見の限りにおいて、

巻との関係を想起できる。

は、物語内容の一部が⽛全くややここしい話⽜
（二〇八頁）であるた

うに⽛この作者にとって、
⽝源氏物語⽞が血肉化している証と言って

⽝源氏物語⽞の冷泉院と薫の君が実の父を知った時に対するあり方

め、端的にまとめた土屋萌子の⽛交配花⽜の概要を参照する。

よかろう⽜ といった⽝源氏物語⽞の内容やモチーフを円地の作品に

本当の父を知った苦しみを、ある会合で話した。すると、三十

源氏物語の現代語訳をしている⽛私⽜は、冷泉院・薫の君が

とをめぐる問題について検討するために⽛交配花⽜を考察するべき

したがって⽝源氏物語⽞を現代語訳するという、書くことや語るこ

あてはめ、その関係について論じている傾向があるためであろう。
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1

過ぎの艶かしい婦人が、貴族にとって父が違うのは当たり前の

2

であろう。
⽛交配花⽜を論じることで、語り手の⽛私⽜を含む女性た
ちの機能や円地の⽝源氏物語⽞解釈を軸に⽝源氏物語⽞現代語訳と
の関係の一側面を明らかにしたい。

さらに、沙野は⽛私⽜に対し、明郷について次のように語る。

⽛終戦の時、あの人は八つぐらいじゃなかったのかしらん、兎

も角正妻って人は自分に子供がなかったんで、あの人を雪谷様

の御胤だというんで下にも置かず育てたのよ［…］
⽜

るテクストである。
⽛私⽜は、冒頭で⽛今、源氏物語の口語訳という

⽛交配花⽜は、
⽛私⽜という一人称の女性が語り手として物語を語

番嫌いなのはそういううす汚ない年寄りたちの策謀を、一向厭

ることを絶対に反対していたのよ。
［…］ほんとうを言えば、一

⽛明郷さんははじめこの話の出たときには、あの人と結婚す

［…］

手に余る仕事に時間を費やしている⽜
（一八九頁）最中にあり、
⽛今

だと感じないあなたの不潔さだなって⽜
（二〇四─二一二頁）

二 語り手の⽛私⽜と沙野が語る物語

年の春⽜に行った⽛源氏漫談⽜
（一八九頁）をきっかけに遭遇した出

は、⽛断わっておくが、
この話の前の部分でも、
明郷と美鶴のこみ入っ

り作為的に編集されている。例えば、物語の中盤以降で突然⽛私⽜

ている点である。しかし、その情報の語られ方や構成方法は、かな

の情報の多くが沙野から聞いた話を基にしたものとして
⽛私⽜
が語っ

⽛交配花⽜で特徴的なことは、森脇明郷とその妻の美鶴などの人物

はなくなる。

彼女の家を訪れ⽜
（二二〇頁）るまで、沙野が直接説明している表現

町のお茶屋で⽜
（二〇三頁）次の質問をした以降、
⽛私⽜が⽛豊中の

う。しかし、語り手の⽛私⽜が⽛その晩沙野の用意してくれた木屋

した。これは、沙野の話したこととして読み取ることができるだろ

⽛私⽜は、沙野の説明をこの場面で括弧を使用した直接話法で叙述

来事について語る。これは、いわゆる回想形式の物語である。

た結婚についての話などは、
この日沙野からきいたことの方が多い⽜

⽛そうしたら美鶴さん、どういったの、黙って涙でもこぼして

（二二五頁）
と述べる。これによって、
この前に語られた物語内容は、
沙野が実際に⽛私⽜に話した順番をそのまま再現しているのではな

いた？⽜

ところがそうではなかったと沙野はいうのである。

いことが明らかになる。また、語り手の⽛私⽜は、
⽛伏せ字の部分を
補う作業は、慣れてい⽜るため、沙野に⽛話したくないことは話さ

美鶴はその時も、蔑むような侮るような微笑みを頬に溜めな
がら言った。

なくて結構よ⽜と伝える。それに対して沙野は⽛知ってるよ、そん
なこと⽜
（二二五頁）と返答した。
齊田 円地文子⽛交配花⽜論─⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻との関係から
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脇 の よ う な 地 下 の 家 へ 御 養 子 に お い で に な っ た か ら で す わ。

になりませんの……それはきっと明郷さまが、お小さい時に森

長い間保って来た誇りが沈んでいることがあなたにはおわかり

⽛不潔なとおっしゃるけれども、その不潔さの中に、私たちの

た。

業⽜
、つまり、物語能力を出すことを沙野に期待されていたのであっ

野 が 話 し て い な い こ と を 想 像 力 で 埋 め る と い う⽛伏 せ 字 を 補 う 作

築された物語であることが叙述によって明らかになる。
⽛私⽜は沙

編集、綿密に構成されていることが読み取れるのであり、かなり構
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［…］
⽜
（二一二頁）＊傍線は引用者

森脇夫婦についての説明は、沙野の口から直接話した部分と語り手

まま⽛私⽜が語っているわけではないと解釈できる。したがって、

つまり他の場面も実際に沙野が語り手の⽛私⽜に語ったことをその

を語っているため
⽛美鶴はその時も、
⽜
という表現になったのである。

はその後である。しかし、先の引用では語り手の⽛私⽜がこの場面

したのが先である。そして、その微笑みを語り手の⽛私⽜にしたの

たのは、結婚前に美鶴が明郷に⽛蔑むような侮るような微笑み⽜を

浮かべた⽜
（一九三頁）のである。もちろん実際の出来事として起き

蔑むような、その癖ひどくなまめかしい微笑みを白く柔らかい頬に

⽛そこで女のひと（美鶴を指す─ 引用者注）は又、あざけるような

たのは、
⽛私⽜が沙野に会う前に行った⽛源氏漫談⽜の会場であり、

ある。この場面以前に美鶴が⽛蔑むような侮るような微笑み⽜をし

いる。ここで重要なのは、傍線部にある⽛その日も⽜という表現で

この引用は、結婚前の美鶴と明郷との対話場面として設定されて

言葉を思い出した⽜
（二二〇頁）と美鶴が妖婦であることが繰り返し

木屋町の茶屋で、沙野が美鶴を評して、
⽛あの人は妖婦よ⽜といった

う部分から明らかである。さらに、
⽛私⽜によっても⽛私はふとあの

のはいないけれども、私の眼は騙せないわ［…］
⽜
（二二七頁）とい

一突きにしたのよ。まあ、誰もそのことをあの人の指図だというも

もう使いものにならないとなった頃を見計らって、あの人の急所を

頁）
、
⽛美鶴という女はね、明郷さんをさんざん道具に使った上で、

けれども、生命の方は長くもっていただろうと思うわよ⽜
（二二四

し、従って、今のように森脇の副社長になれたかどうかわからない

あの人はあんな蟻地獄みたいなところへ落ちこみもしなかったろう

えば⽛
［…］明郷さんがあの美鶴という女と結婚さえしなかったら、

劣等感を刺激し、自殺へと追い込んだと思っているからである。例

うとした内容はこのことであった。なぜなら、沙野は美鶴が明郷の

描いて見せた⽜⚓とまとめる。結論からいえば、沙野が⽛私⽜に語ろ

鶴という妖婦を主軸として、女の情念としたたかさををまざまざと

〔ママ〕

一方で沙野が⽛私⽜に話した物語内容について、土屋萌子は⽛美

の⽛私⽜がそれを補ったと考えられる場面がある。すなわちあたか

語られる。

では、沙野以外の人間には美鶴がどのように見えていたのだろう

も実際に美鶴や明郷が話したかのように書かれている個所がいくつ
もある。つまり、このことによって美鶴と明郷の挿話は、作為的に
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沙野は⽛愛人⽜だと言われるだろう。それから数か月後、
⽛私⽜はこ

の周囲、いわゆる社会的に見れば、既婚者の森脇明郷と関係のある

ナー宅で⽜
（二一八頁）と書かれている。沙野と語り手の⽛私⽜以外

である。その見出しは⽛森脇商事副社長服毒自殺、愛人室内デザイ

か。分かりやすい例は、ある日語り手の⽛私⽜が見つけた新聞記事

⽛私⽜に語られることでノイズが生じてしまうのである。

埋 め て も ら う た め、森 脇 夫 妻 の 物 語 を 語 っ た。し か し そ の 物 語 は

頁）になりそこから回復した。そして沙野は、
⽛私⽜に伏字の部分を

なっていく。沙野は明郷が自殺した後⽛言語喪失症みたい⽜
（二二一

いられない。そのため、美鶴は沙野が語った⽛妖婦⽜とは言えなく

ら明郷に関係した人物たちも⽝源氏物語⽞のイメージと無関係では

を自殺にまで逐い込んだ妖女なんて、加害者のレッテルを張られる

場所が⽛源氏漫談⽜
（一八九頁）をした会場である。また、
⽛私⽜は、

⽛私⽜は、
⽝源氏物語⽞の口語訳をしていて、美鶴と最初に会った

三 ⽛交配花⽜と⽛橋姫⽜巻

の出来事の⽛真相の真相⽜
（二二五頁）を聞きに沙野の家へ向かう。
そこで、沙野は美鶴について⽛世間ていつでもそういうものよ。ほ
んとうの加害者は被害者として同情されて、私のような、言わば、

んだから［…］
⽜
（二二四頁）と説明をする。すなわち先の新聞記事

沙野の語る明郷の出生の物語について
⽛源氏物語的かな⽜（二〇八頁）

飛ばしりを食って渦に巻きこまれたようなものが、結構、森脇明郷

にあった⽛愛人⽜という言葉は、沙野を妖女として加害者性を付与

と感想を述べる。

さらに⽝源氏物語⽞の関係から考えれば、沙野が何気なく語った

する言葉として作用していた。しかし沙野はそれを否定し、あくま
でも美鶴を加害者として⽛私⽜に語っている。そして⽛私⽜は沙野

美鶴についての説明にある⽛霊媒⽜という言葉も重要である。沙野

んでしまった自信だけですものね⽜
（二〇八頁）と言う。美鶴は⽛霊

が美鶴を⽛妖婦⽜と語っていることに一定の共感を示しているが、

つまりこの沙野が語る美鶴のイメージは沙野の言い分しか語って

媒⽜となり⽛特権階級の既に空手形となった意識⽜
（二〇二頁）を持

は⽛
［…］あの美鶴って女に取柄があるとすれば、そういう過去の亡

いないことが語り手の⽛私⽜によって表現されている。この沙野の

つ⽛過去の亡霊⽜と森脇家との間を明郷と結婚することで媒した。

あくまでもそのイメージは、
⽛私⽜によって沙野が語ったこととして

語る美鶴のイメージは、土屋が指摘した⽛美鶴という妖婦⽜だと言

なお⽛特権階級の既に空手形となった意識⽜とは、子供の戸籍上の

霊をあるものと信じきって、結構その霊媒になって、森脇家へ乗込

えるであろう。しかし、
⽛交配花⽜は⽝源氏物語⽞のイメージが挿入

父親が必ずしも実の父親とは限らないという⽛父系の血に対する不

強調される。

されており、沙野と関係のあった明郷は⽝源氏物語⽞の薫のイメー

信論⽜
（二〇一頁）を常識としていることである。

なかだち

ジがテクストの語りによって付与されることになる。さらにそこか
齊田 円地文子⽛交配花⽜論─⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻との関係から
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この言葉は明郷に⽛勇気を呼び起こした⽜
（二一三頁）
。なぜなら、

らしった先代の万里大路さまなのですよ⽜（二一三頁）
と明郷に話す。

父さまというのは雪谷のお父様のお友達で、私の母の面倒もみてい

感じたことを叙述している。また美鶴は、
⽛あなたのほんとうのお

この場面は、薫の出生の秘密について物語る弁の君について薫が

りでもするのを聞いているように珍しくお思いになる⽜ と訳した。

将の君は怪しく心が騒いで、夢の中の話か、巫女の類いが問わず語

らむやうにめづらかに思さるれど⽜ であり、この部分を円地は、
⽛中

である。原文は⽛あやしく、夢語、巫女やうのものの問はず語りす

れは薫が弁の君について⽛巫女⽜という言葉で説明をしている場面

一方で⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜巻に類似した言葉が出てくる。そ

いる。さらにこのエッセイでは次のことも追加されている。

有り方についてにほかならない⽜ と叙述され、内容が反復されて

又密通によって自分を生んだ母親に対して示す反応と、罪の意識の

二人の人物、即ち冷泉院と薫が、いずれも自分の公然の父と実の父、

同じように⽛
［…］私にとって、不思議なのは、この物語中のほかの

テクストが発表された約二年後に書かれた円地文子のエッセイでも

九〇頁）と⽝源氏物語⽞を解釈している部分である。この内容は、

意識の深いのに、不思議な感情に捕らえられる［…］
⽜
（一八九─一

や柏木に対して、父子の礼や愛情を示し得ないことについての罪の

慚愧する感情がまことに薄く、それよりもほんとうの父である源氏

院や、柏木と女三の宮の秘密を知った薫が、表向きの父親に対して

また、この⽛橋姫⽜の内容を強く意識できるのが⽛私⽜が⽛冷泉
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⽛彼は今まで自分の父が雪谷家の自動車の運転手⽜
（二一三頁）だと

くって、やっぱり運転手の花巻留三の胤だと知ったときに最後の止

だし、この情報はのちに⽛明郷さんは自分が万里大路伯爵の子でな

うに美鶴は弁の君の役割を想起する人物としても解釈ができる。た

じれた劣等感が自然にときほぐされて行った⽜からである。このよ

したる影響になって変って来ないのは私には不満である。

秘密にあるだけに、柏木の遺書をよんでの後の薫に、それがさ

かも知れないが、薫の性格に籠められている陰影がこの誕生の

父系の血統がいくらか降っても、彼の誇りは傷つけられないの

薫も冷泉院と同じく生母は内親王であるから、その点では、

聞かされていて、一方万里大路は⽛貴族政治家⽜であったため⽛ね

めを刺されたのね⽜
（二三〇頁）と沙野に語られ、嘘であったことが

形させた人物であろう。つまり、美鶴について述べた⽛霊媒⽜とい

したる影響になって来ないのは私には不満である⽜と内容が発展し

つまり、エッセイは⽛柏木の遺書をよんでの後の薫に、それがさ

分かる。したがって、美鶴は、弁の君的な役割を担いつつそれを変

う言葉は、一つは先に指摘した特権階級的な思想を持つ⽛過去の亡

ているのである。このエッセイの初出は⽛交配花⽜よりも後 であ

の内容を想起させる機能を持っていた。

なかだち

霊⽜と森脇家を媒したことを指し、さらに⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜

7

るが、少なくとも⽝源氏物語⽞の現代語訳をしている最中から刊行

8
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6

5

4

するまでの間に、円地が薫や冷泉帝の罪の意識の書かれ方に不満を

万里大路伯爵の子でなくって、やっぱり運転手の花巻留三の胤だと

て引き起こされたと語るのである。したがって⽛明郷さんは自分が

しかし、前節で見てきたように⽝源氏物語⽞を踏まえると、物語

郷の自殺の原因が⽛私⽜に語られる。

知ったときに最後の止めを刺されたのね⽜
（二三〇頁）と沙野から明

持っていたのは明らかである。
したがって、⽛交配花⽜に⽝源氏物語⽞の現代語訳をする作家の⽛私⽜
が導入された理由は、この作品を⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜巻のバリ
エーションとして作り上げることにあった。

における明郷の自殺の位置づけを行うことができる。なぜなら、⽛実

はあの前後（
⽛私⽜の⽛源氏漫談⽜があった日を指す─ 引用者注）

から、明郷は前よりも頻繁に沙野と逢うようになっていた⽜
（二二五

頁）からである。そのため明郷と沙野の関係は⽛私⽜の⽛源氏漫談⽜

四 ⽛交配花⽜の批評性─⽝源氏物語⽞との関わりから
美鶴を⽛妖婦⽜と述べる沙野によって語られた明郷は、土屋萌子

注目すべきは、
前節で引用した円地のエッセイの後半の内容の
⽛冷

の日の前後から再び始まっていたのであり、明郷の自殺は、
⽝源氏物

のである。その背景には、沙野が⽛
［…］明郷さんがあの美鶴という

泉院が始終ワキ役であるに対して、
薫は宇治十帖の主人公なのだし、

が言うように⽛一方美鶴に振り回され、自身の血統にも疑いを感じ

女と結婚さえしなかったら、あの人はあんな蟻地獄みたいなところ

濁世厭離思想と罪の意識は、もう少し鋭く切りあってほしい気がす

語⽞と関わらせて解釈すべきであろう。

へ落ちこみはしなかったろうし、従って、今のように森脇の副社長

るのである⽜ という部分である。したがって、
⽛交配花⽜は、円地

れていた程である。さらに、
⽛
［…］……あの人も死ぬ晩にはそのこ

れない気持ちになっていたんじゃないかしらん⽜
（二〇五頁）と言わ

いショックだったらし⽜く、
⽛本心は森脇商事二代目の座には坐りき

いうことが大学を出たての頃に明らかになり、その当時、
⽛相当ひど

の子供であると伝えられる以前の彼は、自身が雪谷の子ではないと

だろうと思うわよ⽜
（二二四頁）と語る。また美鶴が明郷に万里大路

ま た 明 郷 が 薫 的 な 人 物 と し て 捉 え ら れ る 背 景 は、さ ら に 時 間 を

を実の父への罪の物語として語り直した結果ともいえるのである。

自殺をする。この作り出された明郷のイメージは、
⽛橋姫⽜の薫の罪

しかし明郷は薫と異なり自身の出自が二転三転し、最後には絶望し

氏物語⽞の⽛橋姫⽜の薫像を再創造した一面もあると考えられる。

と罪の意識は、もう少し鋭く切り合ってほしい⽜という思いから⽝源

の⽝源氏物語⽞の薫の罪意識を記述した紫式部への⽛濁世厭離思想
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た明郷は、愛人である⽛私⽜の友人河内沙野の部屋で自殺を遂げた⽜⚙

になれたかどうかわからないけれども、生命の方は長くもっていた

とを言っていたわ。おれはあいつのわなにかかったって⽜
（二二七

遡って検討したらどうだろうか。この明郷の実父をめぐる物語は、
齊田 円地文子⽛交配花⽜論─⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻との関係から

頁）とも沙野は述べている。つまり沙野は明郷の自殺が美鶴によっ

10

けれども、雪谷家の男系の血統ではなかったわけよ⽜
（二〇四─二〇

配花⽜の明郷は、
⽛つまり、明郷さんは雪谷夫人の生んだ子ではある

なく女三の宮と柏木衛門督との間に生まれた子供である。また⽛交

くことができる。
⽝源氏物語⽞の薫は、周知のとおり光源氏の子では

⽛女三の宮と柏木衛門督との密通⽜
（一八九頁）との関係から読み解

くには人気もないので聞きつけて参るはずはない。わなわなと

宮は驚きと気味悪さに怯えて、人をお呼びになるけれども、近

く、
何やらわけの分らぬことばかり申上げつづけるではないか。

を上げて御覧になると、殿とはまったく別人であった。あやし

したので、夢の中で恐ろしいものに魘われたようで、やっと眼

かしこまった態度を見せてそっと御帳台の下にお抱き降ろし申
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五頁）と説明されていた。そのため、この部分からも⽝源氏物語⽞

慄えていらっしゃる御様子は、御召物に波うって、お肌えは水

わたしくはあるが、可憐なこともこの上ない。

のように汗にあえ、半ば正体のない御有様が、ほんとうにおい

の薫と⽛交配花⽜の明郷は重なる。
ただし、
⽛女三の宮と柏木衛門督⽜との密通とは大きく異なる。確
認のため⽝源氏物語⽞の該当する原文と円地訳を引用する。

めて見開けたまへれば、あらぬ人なりけり。あやしく聞きも知

て、床の下に抱きおろしたてまつるに、物におそはるるかとせ

ば、院のおはすると思したるに、うちかしこまりたる気色見せ

宮は、何心もなく大殿籠りにけるを、近く男のけはひのすれ

が、母親の積極的な関与があったにも拘わらずその母親の言葉は一

的 な 意 思 が あ っ た の で あ る。密 通 に よ っ て 生 ま れ た 明 郷 で は あ る

郷の血縁上の父）に指示をしている。つまり、背景には母親の主体

荘まで忍んで来るように⽜
（二二八頁）と、密通相手である花巻（明

⽛交配花⽜の明郷の実母の牧子は手紙で⽛この文をよんだら箱根の別

⽝源氏物語⽞では、女三の宮は⽛おびえている⽜が、それに対して、

らぬことどもをぞ聞こゆるや。あさましくむくつけくなりて、

切テクスト上に現れない。その代りに、沙野に⽛妖婦⽜と語られた

【原文】

人召せど、近くもさぶらはねば、聞きつけて参るもなし。わな

美鶴が出てくる。

そもそも⽛私⽜にとって美鶴とは、
⽛それはつい一時間ばかり前に、

なきたまふさま、水のやうに汗も流れて、ものもおぼえたまは
ぬ気色、いとあはれにらうたげなり。

あの四条のМ会館の会場で私の源氏の話をきいた後、不思議な質問

を出して私を当惑させた⽜
（二〇〇頁）という⽝源氏物語⽞解釈に対

して不思議な質問をした人物である。
⽛私⽜はその解釈を⽛まあ、

【円地文子訳】
宮は何心もなくお寝みになっていたのに、身近く男の気配が

ちょっと面白い見方でもあるのよね。私、盲点をつかれたようにも
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12

するので、
殿がお出でになったとばかり思っていらっしゃると、

11

督との密通⽜に関係するが、女性の主体的な意思によって密通が行

したがって、
⽛交配花⽜は、男性が能動的に密通を行う⽝源氏物語⽞

感じたの。常識で見えないところにあるものをぬけぬけと言ってい

して、
⽛私⽜は美鶴がそのような質問をした理由を探るために⽛私は

を逆転させ、女性が能動的に密通を行う物語を提示したのである。

われたという⽝源氏物語⽞の読み換えを試みたのである。

いつか作者根性を出して⽜
（二〇二頁）
、
⽛あの美鶴さんという奥さん

それを沙野の語りでは美鶴を⽛妖婦⽜としたが、
⽛私⽜を導入するこ

るわけでしょ⽜
（二〇一頁）と、興味深いものとして感じていた。そ

がどうしてそんなことを言い出したのかその根を知りたいような気

鶴を単なる⽛妖婦⽜とするのではなく、
⽝源氏物語⽞を翻案するため

とで⽝源氏物語⽞の主題と関係し、それを逆転させた。すなわち美

沙野が語った内容は、すでに二節で確認をしたため繰り返さない

の視座として導入したのである。したがって、
⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜

がするわね⽜
（二〇二頁）と、沙野に美鶴について話を聞いた。

が、重要なのは、語り手の⽛私⽜を導入することで美鶴や明郷といっ

的なモチーフや人物像を次々と変形したともいえるだろう。

自ら積極的に密通を行っている。加えて、妻である美鶴は、明郷が

性、明郷の母や美鶴は⽝源氏物語⽞に出て来る女性たちとは違い、

と沙野に語られた。さらに薫的な属性を付与された明郷の周囲の女

に固執し、結局運転手が実の父であることが分かると自殺をした、

したる影響になって変って来ない⽜
。一方、
⽛交配花⽜の明郷は血統

身の出世の謎が明らかになっても、円地の言葉によれば⽛それがさ

関するテーマとは、出生に関することであり、
⽝源氏物語⽞の薫は自

たがって、
⽛交配花⽜に⽝源氏物語⽞の現代語訳をする作家の⽛私⽜

この夫妻の物語は⽝源氏物語⽞に引き付けて解釈できるだろう。し

の現代語訳をしている最中であり、その⽛私⽜が回想的に語り直す

が語ったこととして強調される。というのも、
⽛私⽜が⽝源氏物語⽞

自殺したということであった。しかし、この内容はあくまでも沙野

と語る森脇夫妻の物語は、美鶴が⽛妖婦⽜で、美鶴によって明郷が

築された叙述によって編集されていた。その中で、沙野が⽛私⽜へ

⽛交配花⽜の沙野が⽛私⽜へと物語るあり方は、語りの事後性と構

五 おわりに

た森脇夫妻の周囲はいわゆる⽝源氏物語⽞との関係から理解できる
ことである。
したがって⽛私⽜は、美鶴を沙野の語りから解釈して、女性の視

公認してはいるが、明郷の子供以外に妊娠中の子供を含めると二人

が導入された理由は、この作品を⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜巻のバリ

点から⽛橋姫⽜に関するテーマの翻案を試みたのである。
⽛橋姫⽜に

の子供がいる。明郷の周囲の女性たちは、母も密通し妻も密通をす

エーションとして作り上げることにあった。

明郷の自殺は、このことを踏まえると円地の⽝源氏物語⽞の薫の

る、という反復が行われているのである。つまり、明郷の出生をめ
ぐる物語は⽝源氏物語⽞と同様、密通、特に⽛女三の宮と柏木衛門
齊田 円地文子⽛交配花⽜論─⽝源氏物語⽞
⽛橋姫⽜巻との関係から
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罪意識を記述した紫式部への⽛濁世厭離思想と罪の意識は、もう少
し鋭く切り合ってほしい⽜という思いから⽝源氏物語⽞の⽛橋姫⽜
の薫像を再創作した一面もあると考えることができる。さらに⽝源
氏物語⽞の薫は自身の出生の秘密を知っても光源氏の次男として官
位は、昇進し続ける。それに対して明郷は、森脇の副社長としてい
られなくなって自殺する点で、矮小化された⽝源氏物語⽞の薫とし
て準えられるだろう。
そ も そ も、薫 は 密 通 に よ っ て 生 ま れ た と い う 要 素 も あ る。し た
がって、明郷が生まれる要因は⽛女三の宮と柏木衛門督との密通⽜
から女性の積極性という読み換えがある。さらにそれを反復するよ

⽝円地文子事典⽞
、二〇一一年四月、鼎書房、一二二頁。

上坂信男⽝円地文子─ その⽝源氏物語⽞返照⽞一九九三年三月、右

土屋萌子⽛交配花⽜
⽝円地文子事典⽞前掲書、一二二頁。

⚒

⚓

阿部秋生、秋山虔、今井源衛、鈴木日出男校注・訳⽝源氏物語⽞五（新

文社、三六九─三七〇頁。
⚔

編日本古典文学全集 ）一九九七年七月、小学館、一四七頁。
⚕

円地文子訳⽝源氏物語⽞八巻、一九七三年四月、新潮社、一二二頁。

円地文子⽛罪の意識について⽜
⽝源氏物語私見⽞前期書、一〇三頁。

社。なお、引用は新潮社文庫（一九八五年一月）九四─九五頁による。

円地文子⽛罪の意識について⽜
⽝源氏物語私見⽞一九七四年一月、新潮

⚙

円地文子⽛罪の意識について⽜
⽝源氏物語私見⽞前期書、一〇三頁。

土屋萌子⽛交配花⽜
⽝円地文子事典⽞前掲書、一二二頁。

⚘⽝波⽞一九七二年一月、三─五月。

⚗

⚖

24

阿部秋生、秋山虔、今井源衛、鈴木日出男校注・訳⽝源氏物語⽞四（新

編日本古典文学全集 ）一九九六年一一月、小学館、二二三─二二四
頁。

円地文子訳⽝源氏物語⽞六巻、一九七三年二月、新潮社、二一六─二

23

うに美鶴もある種の⽝源氏物語⽞の女性達の物語と関係のある人物
となった。
つまり、沙野によって語られる物語では美鶴＝妖婦という側面で
あったが、
⽛私⽜を聞き手として導入することでその物語に⽝源氏物
語⽞的な要素を読み込むことが可能となった。その結果、
⽛交配花⽜
においては、沙野の語りによれば、明郷が美鶴に陥れられて自殺し
たとされていたが、そのこともやはり、
⽝源氏物語⽞との関係から理
解できるのである。
（さいだ はるな・言語文学専攻）

土屋萌子⽛交配花⽜
、馬渡憲三郎、高野良知、竹内清己、安田義明編、

【注】
⚑

一七頁。

＊円地文子⽛交配花⽜の引用は、
⽝花食い姥⽞
（一九七四年五月、講
談社）による。
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