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社会』創刊に寄せて

社会』は、東京大学人文社会系研究科・文学部の院生・学部生を

中心とする研究者が自由に原稿を投稿できる新たな電子学術雑誌プロジェク
トです。このプロジェクトでは、次の 4 つの目標を掲げています。
1. 東大人文社会系研究科・文学部のつながりを作ろう
東京大学人文社会系研究科・文学部には、さまざまな分野の研究室が存在
します。しかし、研究室間の交流は必ずしも盛んではありません。ましてや
人文社会系研究科・文学部全体の院生・学部生が協働して何か一つのことに
取り組むということは、従来ではあまりなかったことです。
『人文

社会』

では、異なる研究室に所属する院生・学部生が、共同で雑誌を刊行すること
を通して、研究室の枠組みを超えて問題意識を共有することを目指します。
2. 積極的な多分野交流を促進しよう
近年問題視される学問の細分化は、一概に悪いものとは言えません。細分
化された分野でそれぞれのディシプリンが確立されてきたからこそ、高度な
研究が発展してきた面もあります。しかしそれと同時に、積極的な多分野交
流を通して、既存の枠組みを超えて、新たな領域を創出していく努力も必要
です。この点は、東京大学人文社会系研究科・文学部においても十分ではあ
りません。
『人文

社会』は、人文・社会科学の研究者にそうした多分野交

流の場を提供することを目指します。
3. 独創的な研究を常に自由に発表できる場を作ろう
人文・社会科学では、従来の枠組みにとらわれない研究は、査読側が対応
できなかったり、そもそも投稿できる論文誌が存在しなかったりすることが
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あります。そうした状況は、研究者が独創的な研究に取り組む意欲を削ぐこ
とにつながりかねません。『人文

社会』は、研究者に常に自由に投稿でき

る場を提供することで、新たな研究領域への挑戦を支援することを目指しま
す。
4. 研究者が自ら将来を切り拓こう
人文・社会科学の研究者が大学常勤職に就くことは、年々難しくなってき
ています。大学の財政状況が厳しくなる中、こうした就職状況が劇的に改善
されることはないでしょう。これだけを考えるならば、悲観的な未来しかあ
りません。しかし研究者のキャリアのあり方は、もっと多様であってよいは
ずです。例えば、人文・社会科学においても、オンラインサロンを主宰した
り、民間の研究機関を創設したりすることは可能です。
このような新たなキャ
リアの可能性を創出してゆくためには、より社会に開かれた視点が必要とさ
れます。
『人文

社会』は、大学内外を問わずさまざまなアイデアをもった

研究者が交流する場を提供することで、多様なキャリアを支援することを目
指します。

『人文
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趣旨説明：何故大学を考えるのか
〈大学史の座談会が行われるに至った経緯〉
去る 1 月 20 日、Zoom 上にて大学史に興味関心を持つ 8 名の有志によっ

て大学史に関する研究会が行われた。これはその記録であり、残念ながら参
加の叶わなかった方にも当日の議論を共有することで更なる深化を促すべ
く、ここに公開したく思う。
さて、本研究会を行うに至った経緯であるが、直接の契機は実のところ昨
年 10 月に発覚した日本学術会議任命拒否問題にある。これを受けて本学の
文学部・人文社会系研究科の教員が主体となり、「文学部ラボ：学問と社会

の現在とこれからを考える」が開講されるに至り、人文諸学の第一線に立つ
研究者が自身の視角から学問と社会の関係を問うてきた。しかし、我が国の
研究状況に於いて西洋大学史の研究は極めて周縁的な位置づけにあることか
ら、学問と社会の関係を問う為の歴史的な前提が広く共有されてはいないと
言わざるを得ない。それ故、「学問の自由」はともすれば所与のものとして
想定されていた。しかし、問題の発覚以前より近世ドイツの大学を研究対象
としてきた身からすると、この問題は歴史的な視角からも問うべきものであ
るように思われた。「学問の自由」と呼ばれるものは、
実際のところ何なのか。
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学問と社会、時の政治権力との関係は如何なる歴史的過程を経て形成されて
きたのか。
本学日本史学研究室の谷川みらい氏の呼びかけにより、
本誌「人文 × 社会」
が創刊される運びとなったことは、僥倖であった。学生が主体となって文学
部を貫くような紀要雑誌を編むことで、各研究領域の交流を深化させ大学の
「自治」を支える体力を付けるという目論見は、社会に対する実践の意味で
も魅力的であったが、大学史の研究者である私にとっては、多くの人間が学
問や大学と社会の関係に熱い視線を注ぎ、議論をする場が整備されるという
ことが何よりの魅力であった。
実際のところ、ヨーロッパに大学が成立して以来、大学と社会の間には数
多の問題が存在していた。それ故、今日の大学・社会間の問題を考える上で、
大学史の知見は何らかの参照軸を提供するものとなるだろう。そしてその知
見は、歴史家のみならず諸人文学の研究者にとっても何らかの意味を持つだ
ろう。
この様な経緯と目論見から私は、人文系の諸研究者に開かれた本誌にて大
学史の座談会を企画した。勿論、参加者各位が同じスタンスから座談会に臨
んだわけではないが、だからこそ様々な角度から極めて活発に議論が為され
たと言えるだろう。諸研究者各位が学問と社会の関係を論ずる際に、何らか
有益なものをこの報告から得られれば幸いである。
今回は特に、大学と領域的枠組の関係を中心に問うこととしたが、質疑応
答では、必ずしもテーマに絞られないやり取りが為されている。参加された
諸研究者からの鋭い質問は、今日の大学と社会の関係或いは大学が担ってき
た歴史的な役割を問う上で、何れも重要な視座を提供するものであった。ま
た、時間的制約から惜しくも扱うことの叶わなかった諸問題についても別途
付記してある。
（望月

澪）
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問題提起：大学と領域的枠組
望月

澪

0. 導入
20/12/19 文学部ラボにて大学史について口頭報告 1
…フロアからの質問の一つに、
「大学の universal な性格は national
な枠組とどう折り合いをつける / つけてきたのか」という問
→ Q. 歴史的に大学は領邦国家や国民国家といった「領域」とどのような
関係にあったのか。

歴史学的にも、アクチュアルな問題としても重要な問。

1. 近世の大学と領邦
1-1. 研究状況
S. dʼIrsay [orig. 1933]2 人文主義・宗教改革に端を発する、「スコラの牙城」
としての大学批判

＆公権力の大学に対する統制の強化、自宗派の為の大学創立

ex) マールブルク、イエナ、ヴュルツブルク
↓

官僚養成機関としての大学
空間的に限定された大学

⇔
⇔

在野の「学問の共和国 」？
3

開かれた「共和国」？

…それ故、近世に於ける大学史研究は中世や 19C のそれに比べて、注目さ
れてこなかった。
＋

70 年代以降、制度史・政治史的な視座から社会史的・表象論的な視

座へ移行
＋

4

近代大学とそれ以前の大学の断絶を強調する「フンボルト神話」の存
在？

∴

旧い図式が十分に再検討されてきていない。

but 旧来の図式には幾つかの問題。

i. 旧い図式が適合する近世社会の理解が、これまでの研究で大きく刷新され
ていること 。
5

ii. 近世の大学が有した多様性（宗派・創立者との関係・学部 etc.）が捨象
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されていること。

iii. 「フンボルト神話」の払拭と近世後期からの連続性を Paletschek [2001]6
が示唆していること。

→

再検討の必要。

1-2. 領邦などの地理的枠組の有効性に関して

➢ プロテスタントの場合

P. Walter[2018]7
…17C に於ける Jena 大学等の研究から、大学が領邦議会に於いて等族 / 中
間団体として領邦の利益と自らの既得権益を天秤に掛けつつ行動していた
ことを指摘。
→

領邦君主の為の一機関ではないが、領邦という枠組は有効？

➢ カトリックの場合

・1520 Exsurge Domine の作成過程

8

1517 晩秋 マインツ他大司教アルブレヒトが教皇庁にルターの 95 か条を
報告
＋

マインツ大学神学部、ハレの宮廷顧問にも諮問。

1518 審問開始、ルターのローマ召喚

… ア ウ グ ス ブ ル ク へ の 召 喚 に 対 し て、 ル タ ー は Basel, Freiburg,

Leuven, Paris の所見を待つべきと主張し、撤回を拒否。
1519 Leuven 大学神学部から Köln 大学神学部と Paris 大学神学部へ、ル
ターの著作の異端性について照会。Köln 大学は焚書すべしとの
Censura を作成、Paris 大学は保留。
→ Leuven 大学と Köln 大学の Censura が後の教皇ハドリアヌス 6
世を通じて教皇庁へ 。
9

1520/4 Ingolstadt 大学の J. Eck による Leipzig に於けるルターとの討論
の報告

10

1520/6 Exsurge Domine これを受けて Paris 大学は Determinatio 作成、

体系的に弾劾。

・ヘンリー 8 世の離婚問題

11

1528 ケルン大学に、ヘンリー 8 世から多額の謝金と共にキャサリン・オ
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ブ・アラゴンとの離婚の合法性に関する鑑定の依頼
→

ケルン大学は「正当な婚姻を分かち他の婚姻を結ぶことは貴方に許さ

れていない」として、鑑定を拒否。
＊ヘンリー 8 世は同様に、オックスフォード、ケンブリッジ、パリ、ボローニャ、パドゥ
ア、オルレアン、アンジェ、ブールジュ、トゥールーズ、シエナ、パヴィア、ナポリ、
ルーヴァン、サラマンカ、アルカラ、グラナダ、ヴィッテンベルク etc. に依頼してい
る 。
12

領邦・国家など地域的な枠組はあまり意識されていない？
←

時期的な問題？

宗派的な問題？

…

カトリックに於けるプロテスタント国法学の受容や 、普遍教会に立
13

脚しているカトリック大学の公秩序観と自己認識（＋中世大学からの連
続性）を考えると宗派的問題か？

2. 近代の大学と国民国家 14
➢ フランスの場合

18C 末 … フランス革命 → 中間団体視、革命の理念に基づく大学総解体・
再編

ナポレオン主導の下、国家に直接紐づく世俗的な存在として。
＋
置

教育目的の Faculté から区別される研究特化機関 Grandes Écoles の設

ex) 高等師範学校

大学の位置づけ ＝ 世俗化と専門分化、能力主義的近代に於ける集権的で効
率的な生産の淵源
民衆→国家→大学というフローで、国民と国家に結び付けられる。
➢ ドイツの場合

18C ～ … 新人文主義の称揚 → 知的自由の場としての哲学部に高い地位
19C
… フランス革命の余波 文化的刷新の必要

研究と教育の「知の統一」と「学問の自由」
、教養市民層的理念を標榜。
→

現代の大学にまで続く諸要素の発生

ex) 諸学の有機的統一としての大学、カリキュラムの拒否、
国家統制からの解放、ゼミの誕生 etc.

6
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大学の位置づけ = 学問を体現する空間として。

教養市民層の涵養により、国家と民衆を架橋する効果。

cf. このような効果を目論んで大学を輸入したロシアは、国家と民衆を架橋
する市民階級の生産に失敗、革命の火種を抱えることとなった。

∵

国家の防御的近代化という目的と、大学の自由主義的理念の対立？

➢ イングランドの場合

15

大陸型との差異
✓目的：

知的到達＜社会的訓練

←ジェントルマン思想が大きく寄与。

✓形式：

学寮制・個人指導・カリキュラム・教養重視

✓国家：

オックスブリッジの、国家介入への頑強な抵抗

…一方で、中産階級の台頭に併せて、国家は大学拡張の試み ex) ロンドン、

バーミンガム

＋国家が教育に責任を持ち国力増強を図るという発想から、大学に資金投
入

But オックスブリッジは 1914 年まで資金援助を受けず。
→

分化した社会に対応するヒエラルキー的教育システムが確立。

大学の位置づけ = 社会の中の特定集団の特定の目的の為。
一方で国家・国民と関わりなし。

cf. イングランドに起源を持つ、アメリカ型大学ではこの合目的的傾向がよ
り顕著 。
16

小括：
大学と国民国家の関係は、特に近代初頭に於いては、それぞれの国家によっ
て大きく異なる。
…「国民」
「国家」の観念が国ごとによって異なっていたことも一因？
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〈座談会企画〉大学と社会を考える

質疑応答
2021 年 1 月 20 日（水）14:00 –17:00
Zoom オンラインミーティング
〈参加者〉
望月澪、笠松和也、有賀雄大、上西晴也
谷川みらい、筒井一穂、福田真人、田澤真衣

universal と university
笠松

望月さんのご報告の中では、大学の universal な性格と national な性

格を対比されていましたが、この universal な性格というのがちょっとよく

分かりません。university の語源である universitas というラテン語は、もと

もと「全体」とか「集まり」という意味ですよね。それがなぜ「大学」とい
う意味をもつ university という単語になったのか、その詳しい経緯はよく知
らないのですが、学者とか学生とかが一つの集まりを持っているというのが

語源ではないかと思います。けれども、現在大学の universal な性格と言わ

れる時には、そういう意味ではなくて、大学が世界に開かれているとか、世
界の学者共同体が一つになっているとか、そういう意味合いで取られている
のではないでしょうか。そこにはかなり乖離があると思うのですが、大学史
の観点から見るとどう捉えられるのでしょうか。どこかの地域や時代でそう
した universal な性格が大学に付与されたとか、そういうことなのでしょう

か。
望月

仰る通り、そもそも大学は中世以来ギルドとして立ち上がってくるも

のであり、それ故中世に於いて universitas と言った時には、これは基本的

に教師と学生の組合、集まりを意味して言われます 。例えばローマ法・教会
1

法でも universitas という言葉が出てくるけれども決して「大学」という意

味ではなく「集団」という意味で使われており 、collegium などと並んで用
2

いられています 。従って、中世に於いては universitas という言葉は「普遍」
3

とは関係のない語です。
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ただ、universitas と universal という語は概念上全然関係ないのですが、

当時の大学に universal な性格がもともとなかったかと言われればやはり存

在し、或いは studium generale と呼ばれるものもあり、卒業すると万国教

授資格 Ius ubique docendi / 万国教授免許 Licentia ubique docendi が与えら

れます 。ここにある種 universal な性格が出てくる。なので、語源とは別で
4

はありますが、或る種の universal な性格は、大学が中世に誕生した時から
あったと言うことができるかと思います。あとこれは今論文を執筆している
ところなのですが、カトリックの大学の考え方を見てもその性格は見出され
得ます。この考え方に於いては、大学自体が普遍に広がる教会に立脚する存
在として観念されるため、「正しい」知識を持っている大学も普遍的で、大
学自体もどこか地域のために奉仕するという観念があまりないように見受け
ます 。
5

以上のことから、universitas と university が結び付けられて語られる理由

は、歴史的な関連によるものではなく、後代にそのような言説をし始めた際
に実際に持っていた性格が影響しているのだろうと思います。シェリングと
シュライエルマッハーがこういうことを言っているらしいですね。彼らは思
い切り間違えていますけれども、これがすごく流行したようです 。
6

笠松

われわれはともすれば「university だから universal だ」と考えがち

だけれども、そこは歴史学的には違うということですね。
望月

違いますね。

笠松

その点は哲学研究者としてすごく反省しました。

大学に準ずるものの位置づけ
笠松

それで、二つ目の質問なのですが、大学の定義や範囲に関することで

す。今日ご報告の中で出された例は、本人たちも「大学」と名乗っているも
のですが、ヨーロッパの歴史上には大学っぽいけど大学とは言われないもの
もたくさんあります。これを大学史の中でどう扱うのかというのが気になり
ます。私が専門としている 17 世紀オランダだと、アムステルダム大学の前

身として、Athenaeum Illustre というものがありました。これは 19 世紀に
ならないと「大学」とは呼ばれません。こういう大学っぽいけど大学ではな
いものを、大学史の中ではどう扱っているのでしょうか。
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望月

これについては、W. Frijhoff が 2016 年に研究動向をまとめているの

ですが、これによるとかなり最近になって、
大学に準ずるものに注目が集まっ
てきているという話があります 。ただやはり大学ではなかったので、
研究が
7

立ち遅れています。アカデミーなどを研究する中で、ようやくここ 10 年く
らいで、例えば college など大学ではない高等教育機関も積極的に研究する

機運が高まってきました。なので、まだまだ全然研究が進んでいないと思い
ます。

国民国家と大学の関係
笠松

三つ目の質問は、国民国家と大学の関係ということで、ちょっと話が

飛んでしまうのですが、素人視点で考えると、国民国家と大学の関係はある
種必然的に、国家が大学への支配を強めていくようになるように思えます。
つまり、中世から近代にかけて、領邦から国民国家になった時に支配領域が
広がった、そうするとその広大な領域を支配するために優秀な官僚組織がな
ければならない、それで官僚を養成する機関として大学が注目され、国家が
大学を管理しようとするようになる、という流れが必然的に起こるのではな
いでしょうか。これについては、大学史の観点から見ると、それほど簡単な
ことではないという反論があるのでしょうか。
望月

そうですね。少なくとも大きな物語としてはずっと受け入れられてき

ました。大学の通史を著した S. dʼIrsay (1933) などがこの物語を提示し、基

本的に大学史研究はこれに則って議論を行ってきました 。ただ実際のところ
8

個々の大学史を見てみると、それほど単純ではないと私は考えています。そ
もそも絶対主義とよく言われるけれども、権力が絶対的に貫徹されたわけで
はない。例えば臣民の規律化に関する議論では、M. Dinges は「下からの」
視点を強調して、民衆による条例の扱いが実際の規律の形成に大きな意味を
持っていたと論じ 、
J. Schulmbohm や A. Landwehr は彼の議論を受けて「双
9

方向的な」視点を提唱するなど、現在では統治・被統治双方の視点を重視す
るようになっています 。それを踏まえて大学はどうなのかと考えてみると、
10

君主側に官僚育成の意志はあったとしても、本当にその意志が貫徹できてい
たのかは再検討する必要があると思います。
近代史になるとドイツ型の理念がこの問題を余計ややこしくさせていま
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す。フランスの場合は、笠松さんが仰ったような展開を遂げているのだけれ
ども、ドイツの場合はそうではない。総長のフォンターヌはパリの Faculté
の開学式に際して「一人の偉大な君主 [= ナポレオン ] が、古い大学と修道

会の瓦礫の山から単一の教育者団体をお作りになった」と述べ、ナポレオン
に対して感謝するけれども、フィヒテは「大学を本当に活気づける息吹、そ
の中で大学の全ての成果が最も喜ばしい形で発展し結実する天界の気とは、
疑いもなく大学の自由である」と述べ、その自由そのものを讃えるスピーチ
をしています 。少なくとも大学側の自意識においては国家側の語りでは語
11

れない部分がかなりあるのではないかと思います。70 年代以降にドイツの

理念は輸出されていくので、他の国についても国家側と大学側の意識の相違
はかなり考えた方がいい問題かと思います。
従って、少なくとも大学史の分野では、国民国家というものの成立に伴っ
て大学に対する支配が強まっていくという物語は、少なくとも国家の統治理
念としては間違いなく存在し、実際に貫徹しようとしていたけれども、一方
でその理念が貫徹されていたかとなると、大学側にもかなり自由な理屈は
あったと考えます。
笠松

ありがとうございます。私の説明だと、
「大学の自意識」という観点

が欠けていましたね。

近代ドイツの状況と教養市民層の形成
有賀

先ほども話題に上がった近代ドイツの状況についての質問です。この

時期はかなり国家というものがドイツ人にとって大事だった時期だろうと思
います。それまでバラバラだったドイツにプロイセンができて、一つのまと
まりを持ったとか、フランスへの対抗意識みたいなのも見えてきます。そう
いう中で、教養市民層の形成を目指した大学ができたということが、近代ド
イツの状況とどのような関係をもっているのでしょうか。つまり、今話題に
上がった官僚育成という仕方での国家の介入は明らかに質が違ったものだろ
うと思うのですが、国家を主導する側が教養市民層を形成することによって
ドイツという国をうまく作り上げていくというそういう話なのか、それとも
大学側の国家の力への対抗として残ったものがそうした理念だったのか、そ
この関係をまず教えていただけるとありがたいです。

〈座談会企画〉大学と社会を考える
望月

そうですね。この時代の代表として良いかは論争の必要がありますが、

かの有名なフィヒテの講演は「ドイツ国民に告ぐ」という名が与えられてお
り、彼は「他の民族に先駆けて模範になるような新時代を始めることが求め
られている」と語っています。また、フリードリヒ・ヴィルヘルムはプロイ
センの近代化を行うに際して「国家は、物理的に失ったものを、精神的強さ
を通じて取り戻さなければならない」と述べたそうです。『近代ヨーロッパ
大学史』を著した R. D. Anderson は、
（こちらを読んでいただければ、はる

かに正確かと思いますが）ここに、学識者が指導者として帯びた特別な義務
を読み取っています 。何故かと言えば、近代ドイツ揺籃期には政治的分裂
12

があったが故に、それを超克し得る学識者がその使命に適すると考えられて
いた為でしょう。
このような教養を通して国民を「作る」という意識については、学識者に
もあったと思われます。例えばフンボルトが「教育機関内で具現化された規
律化された知的活動という理念は、これは当該国民の道徳文化の最も価値あ
る要素」であり、「国家は、科学と学問を実践するのに必要な組織的枠組と
資源を供給しなければならず」、「大学が最高の目標を達成したならば、その
時大学は国家目標をも、しかも遥かに高い水準のそれを実現することになる」
ということを言っています 。教育機関で規律化された知的活動によって国
13

民を作るために、言い換えればドイツ型の理念を通じた市民層というものが
国民になるために、大学があるという発想ですね。官僚の支配機構みたいな
国家とは違うものですが、理念として国民を作る存在として大学と学識者が
観念され、
それに支えられる存在として国家があるという理解かと思います。
但し、一方で国家から完全に自由とも言っていません。曰く「大学の条件
は国家の直接的利害にあまりにも緊密に結びついており、大学教授の任命権
は排他的に国家に留保される以外の在り方はどんなものであれ許容できな
い」。支配の形態としての国家ではありませんが、相応しい知的教育を受け
た集団としての国家はすごく重要な存在として立ち現れる。いずれにせよ、
私の報告の言い方だと、国家は支配機構みたいな言い方になっていましたが、
そうではないような国家のあり方が、特にドイツの成立期には重要視されて
いたと思います。
有賀

気になるのはそれがどういうロジックで、ドイツという単位に貢献す

ると考えられていたのかというところで、おそらく、「道徳文化」なるもの
が何らかの仕方で国力増強等に結びつくという見込みが抱かれていたのでは

13

14

『人文

社会』第 1 号

ないか、と私は推測するのですが。
望月 『近代ヨーロッパ大学史』の第 4 章がまさにドイツとフンボルトモデ

ルを詳しく論じています。ここでは Bildung が重要な役割を果たしますが、

要するに、ドイツでは大学によって Bildung を陶冶する、そうするとその

Bildung が陶冶された集団というものが国家を形成するという枠組があった

ように思われます。しかし、国力の増強という観点は少々この時代に合致す
るか判じかねます。未だ統一国家となっていない以上、国力の増強等を本格
的・現実的に問わなければいけないのはもう少し後の時代ではないでしょう
か。なので、踏み込んで 19 世紀初頭に国力の増強を基軸に据える議論を見
ることは、慎重な検討を要するのではないでしょうか。
笠松

確か第 4 章あたりにはフィヒテとかヘーゲルとかも出てきたので、わ

れわれ哲学研究者も考えなければいけないところですね。
望月

確かに大学と国家をめぐる思想については哲学界隈の人が詳しいと思

います。むしろ国力増強の点については、既に統一国家であるフランスの方
が見えやすいですよね。ドイツはそういう部分は後からついてきているのか
もしれません。というのも、国力を増強するという前にまずは一つにまとま
る必要があるからです。なのでプロイセンの様な強「国」はドイツ統一を見
越して国力の増強を見越している可能性は考えるべきでしょうが、ドイツ全
体で見ると国力の増強を考えることは、少なくとも 48 年以前は前面には出

てきていないと思います。

近代イングランドの状況
有賀

もう一点お聞きしたいのはイングランドについてです。望月さんは、

国家が介入してくる前の大学が目指していたものが、知的到達よりもむしろ
社会的訓練だとまとめておられました。その具体的内容についてご説明いた
だけますか。というのも、例えばその一要素として教養重視というものが
挙げられていますが、これはドイツの Bildung としての「教養」と、言葉と

しては同じものになっています。これらは具体的内実においてどのように異
なっているのでしょうか。また、「社会的訓練」の「社会」というものを国
家と切り離して考えるとすると、社会的訓練とはどのような訓練ということ
になるのでしょうか。
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例えばラテン語やギリシア語などの西洋古典に通暁していることな

ど、ジェントリという階級として持っていなければならない知識をここでは
教養として呼んでいます。ただこれは知的な話だけではなく、
学寮制が関わっ
てくる部分ですがその階級にふさわしい振る舞い方、服装や風紀倫理、そう
いった全人的な人間形成に等しいことが想定されています。社会的訓練と書
きましたが、これは人間形成に近いものです。その階級として外に出ても恥
ずかしくないような全人的な教育を大学で行っています。なので、大陸側の
教養とは大きく印象が違います。確かに、寮に入るという概念はパリ大学に
もあったのですが、すぐに廃れてしまいました 。結局残ったのは、オック
14

スフォードとケンブリッジだけです。実を言うと、私が専門で研究している
近世のケルン大学にもあるのですが、こういう仕組みではありません 。
15

有賀

ジェントリの一員を育成する全人的な教育は、ジェントリが支配階級

であるという事実と切り離せないのではないでしょうか。それを国家という
単位で考えるべきかは判りませんが、少なくともある共同体を支配する集団
としての自覚が、上記の教育理念と深く関係しているのではないでしょうか。
望月

そうですね。それは事実だと思います。実際オックスフォード・ケン

ブリッジ出身のジェントリが実際に parliament に選出されてそこを動かし

ていきます。その時には学友や同窓という関係と政治的なものとの関係は考

えて然るべきでしょう。私の報告で国家や国民と関わりがないと言ったのは、
要するに国家とか国民とかいう理念というものを大学のシステムが何か担保
するのかといえば、大学としては関わらないということです。確かに、大学
の学生が将来国を動かす重要な構成員になるというのはそうであろうけれど
も、イングランド型の大学がイギリスという国家全体に位置づけられて何ら
か機能を持っているわけではないという意味で、国家や国民とはあまり関わ
りがない、むしろ特定の集団のためのものだという書き方を、私はしていま
した。なので、実態においては確かに国家を動かしている部分は必ず考えな
ければならないと思いますが、理念の上では国民や国家という理念とは切り
離して考えた方が良いかと思います。

近代日本との比較から
上西

コメントが一つと質問が二つあります。コメントの方ですが、笠松さ
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んの最初の質問で universal とはどういうことか、語源にさかのぼって考え

なければいけないというご指摘、大変勉強になりました。universal なもの

と territorial なものとの関係を考える時に、事前に参考としてご提示いただ

いた、望月さんの 2019 年史学会大会研究発表「近世ドイツの法学識者の役

割

一六世紀ケルン市を事例に」の報告資料では、ケルン市とケルン大学の

関係を題材に、ケルン市の法学識者の任用は、必ずしも市政の側が一方的に
学識者を利用する関係ではない、ということを論じられていました。その背
景として、第一に、市の側が持っていない専門性やネットワークを学識者の
側が持っていること、第二に、政治権力の側が必ずしも一元的ではないこと
が指摘されていました。territorial な権力が持ち得ない universal な機能を、
大学の側が実際に持っていたという論旨だったかと思います。日本の場合、
戦後、大学の自治、あるいは学問の自由ということが、論説として力をもっ
た時期があったと思います。それは、一つには GHQ が入ってきて、それま

での政治権力が相対化されたことと、学者の中でも戦中に学界全体が国家の
政策遂行機関になってしまったという反省があった。それで、人文社会系の
学問を強化する、とか、研究者の自治を強化する、とかいうことが、学者の
中でも言われるし、社会的にもある程度の力を持った、そういう状況があ
りました。東京大学に社会科学研究所が出来るのが 1946 年で、京都大学の

現在の人文科学研究所が改組・発足したのが 1949 年ということで、
「人文」

とか「社会」とかいうものを学問として追求することの必要性が説得力を持っ
ていたのが、戦後直後の状況だったのではないでしょうか。翻って、現代に

おいて大学の universal な部分というものを支持する社会的な力というか、

バックボーン的なものがあるのかな、と考えた時、
結局個々の研究者が頑張っ
て人文学の大事さを訴えていくしかない、みたいな結論しかないのかな、と
いうことは感じました。以上がコメントです。
質問の方ですが、1 点目として、日本の近代史の中で考えますと、教育史

の天野郁夫先生の議論によれば、戦前期あるいは戦後まで通じての大学に対
する批判として、日本の大学というのはヨーロッパからの移植学問を外国語
で教えなければならないので、初等教育や中等教育と大学で教えていること
のレベルが乖離している。そこで、大学のレベルを引き下げるべきとか、あ
るいは研究専門の大学と社会教育を重視する大学を分離すべきとか、そうい
う議論が明治時代からずっとあったようです（天野郁夫『大学の誕生』上・下、
中央公論新社、2009 年、など）。そういうことは近代になって初めて起きる
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問題なのか、それとも近世のヨーロッパにおいても、大学は無駄ではないか、
とか、その他の教育機関との関係において乖離が起こっているとか、そうい
う議論がされていたのかどうか、お聞きしたいです。

2 点目は、先ほどの有賀さんの質問の中で、教養と国力の関係についての

議論がありましたが、そこから連想したのが、日本近代技術史の沢井実先生
の議論です。沢井先生は、戦前の実業教育、工場の職工養成についての研究
の中で、多能工養成か、単能工養成か、という議論を紹介されています。多
能工とは、自分の判断で様々な局面に対応して仕事ができるような技能・判
断力をもった職工で、多能工論者か単能工論者かを問わず、工業化、技術発
展が進んでいく今後の社会ではそうした職工が必要だ、という認識が実業教

育界では共有されていました（沢井実『日本の技能形成』
、
名古屋大学出版会、

2016 年、p.15-37）。沢井先生はまた、特に 1930 年代後半の実業教育におい

て、普通教育化を志向する流れがあり、その要因の一つに、
「細分化された、
それ故すぐに役に立たなくなる知識の吸収ではなく、不確実な事態に対処で
きる対応能力、それを支える教養、素養の涵養」が重要だという考えがあっ
たことも指摘されています（前掲沢井書、p.40）
。今日の議論で論じられて

きたのは、主に知的階級の中での教養の必要性についての話だったと思いま
すが、労働者や農民にとっての教養の必要性、ということが近世ヨーロッパ
において論じられていたのかどうか、知りたいと思いました。
望月

一つ目に関して、戦後日本に於いて学問の自由が強調され、人文や社

会といったものが力を有したという歴史的経緯に鑑みた時、そうすると現代
の大学は universal な性格のバックボーンを結局どこに見いだすのか、結局

個人にしか見いだせないのではないかというコメントだったかと思います。
これをあえて質問として捉えると、現代の大学の universal な精神的支柱を

歴史の中に求められるかという質問として組み替えられると思うのですが、
その理念を求めるとしたらやはりドイツではないかという印象を抱きます。
学問が自由であって開かれているという往時の理想は、少なくとも univer-

sal であるという理念を見いだす時のバックボーンとなると思います。
1 点目の質問についてですが、大学教育がそれ以前の中等教育のレベルと

乖離しており大学のレベルを引き下げている、あるいはそもそも大学教育に
意味があるのかという近代日本の議論を引いて、ヨーロッパでも歴史的に類
例があるのかという問いだったかと思いますが、大学教育に意味があるのか
という議論は実はすごく盛んに行われています。アメリカの近代大学史を見
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ると、この部分はすごく大きな議論です 。少し話をしますと、アメリカの
16

大学はイングランドから持って来られたという話をしましたが、イングラン
ド型大学ですから、ジェントルマン的なものを育成する為の教育のあり方を
持っていくわけです。ただアメリカにもともとジェントリがいたわけではな
い。むしろ新しく社会を一から形成するんだという話になっている。そして
アメリカというのは存外広いわけですね。[ アメリカの大学が始めに創立さ

れた ]13 植民地から比べると全然広く、これから拡大していくという話をし

ている時に、そんな教養 [ 知識人層 ] とかジェントルマンとかを育ててどう

にかなるのかといえば、ならない面があります。そうなってくると、ジェン
トルマン型のイングランドの教育に重きを置いている大学に対する批判が起
こってきます。ハーバード大学はもともとイングランド型なのだけれども、
その教育が実社会で全く有用でないという批判は大きいものでした。そうい
うわけで、高等教育の意味を問う議論はしばしば行われています。あといく
つか例として挙げると、近代フランスには faculté がありましたが、これは

実は今われわれが faculty と呼んでいるようなものではありません。19 世紀

に faculté が成立したころには、文科 faculté と理科 faculté という文理の二
つがあったのですけれども、これは実質的には中等教育の延長線上なんです

ね 。ここを卒業すると、大学を卒業したことになるわけですが、グランゼ
17

コールとは大きく異なるものでした。類例と批判は他の時代・地域でも出て
きますし、解決策も色々です。近世にまで遡ると、大学に入る時点でラテン
語の素養に対する要求も実際には幅があります。学芸学部が実際にはラテン
語の読み書きの為の準備学級みたいになっていたということも聞きます。大
学がそれをしないので、ギムナジウムで全部やっていたという解決策もあっ
たようです。結局この手の発表だとなりがちな結論ですが、「その地域とそ
の時代による」という包括的な回答にしかならないですね。
上西

日本の大学史の中でも、それぞれの時代の当事者は、ヨーロッパやア

メリカの事例を参照して議論しているわけなのですが、それぞれの立場に
よって、たとえば「ドイツ型はダメだからアメリカ型にしよう」というよう
に、欧米のモデルの中のどれかを理想化する議論になりやすいところがある
ので、見渡してみるとそれぞれに苦労している、というのは、当然のことで
はありますが、大事なご指摘だと思いました。
望月

二つ目の質問は、沢井先生のご研究を引かれて、実学における教養の

必要性を問う議論が近世ヨーロッパでも行われていたか、という質問でした

19
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が、これは教養とは何かというのが難しい問題だと思いますが、[ 近代ドイ

ツにて成立した大学以前という意味の ] 近世までの大学というのは、基本的

に実学のための大学なんですね。中世や近世の大学は [ 法・神・医の ] 上級
三学部と、もう一つ学芸学部・教養学部と言われる学部があって、それらか

ら構成されているのですけれども、この上の三つは基本的に全部実学です。
法学部は法学者になるため、神学部は神学者になるための空間でした。しか
し上級三学部に行く前の段階に学芸学部を通っていなければいけない 。中
18

世においても近世においてもここを通っていなければいけなかったという意
味では、教養は必ず必要だったと回答されます。ただ学芸学部で教えられて
いた自由七科は、現在言うような教養とはまた少し違います。教養ではなく、
必要な基礎技能とも言えます。
上西

非常に重要なご指摘です。私も沢井先生の研究が依拠した元の史料を

見ているわけではないので、そもそも同時代的に「教養」という言葉を使っ
ていたのか分かりません。ただ、たとえ「教養」という言葉を使っていたと
しても、基本的にそれは人格的な陶冶というような抽象的な話ではなくて、
将来工場や商店で働く際に対応できる能力を身につける、ということであっ
て、いま私たちが「教養」という言葉でイメージするものと一緒なのかどう
かは、注意しなければいけない問題だなと思いました。
望月

中近世ヨーロッパの場合、外に出て役に立つような [ 一般 ] 技能など

は全然想定されていません。他分野の知識さえ微妙かもしれません。法学部
と神学部は密接に関係しているけれども、医学の知識を持っているかは判り
ません。広がりを持たせるという意味の「教養」もないだろうし、あるいは
有益で実地的な技能も近世においては [ 教養という形で ] 想定されていない

だろうけれども、その学問のために必要で、他の分野にも応用できる基礎技

能という意味であれば、
「教養」と言えるものがあるというくらいでしょうか。

ドイツにおける大学と社会のあり方
谷川

先ほどから何度か議論に上がっているドイツの大学について少し疑問

に思っていることがあります。寺崎昌男先生の『日本における大学自治制度
の成立』という本があるんですが、そこで日本の帝国大学の成立過程につい
て論じられているところを見ますと、ドイツの公法学者のシュタインやロ
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ウェスウェルが、日本の為政者に対して国家に奉仕するような形での大学
を作るべきだと助言したとあって、特にロウェスウェルは 1890 年に、国家

行政の一機構として学問があるべきだと主張したそうです 。そのようなイ
19

メージでドイツの大学を捉えていたのですけども、望月さんの議論だと意外
にも、ドイツの大学のリベラルさと言いますか、今の大学に通じるような観
念が強調されていて、もう少しドイツの大学と当時のドイツの社会の在り方、
法学者の位置などを知りたいと思いました。
望月

恐らく二つの回答ができると思います。
一つは学問の領域の問題です。

学問の自由を強調するという部分で言うと、哲学部はその点にすごく重きを
置きます。哲学部の教員は国家の統制とは関係なく、自由なあり方をしよう
と言う一方で、対して上級三学部は実学のためのものであって、実際の活用
が肝要というところがあります 。なので学問の自由に対する意識の部分が
20

実を言うと少し違います。私の発表だと、ドイツの大学を全部ひっくるめて
リベラルみたいに語っていましたけれども、実のところ少し違っていて、学
部のカラーというのは存在するということは言っておかなければならないこ
との一つですね。法学部は国家と距離が近いので、シュタインがそういうこ
とを言っていたとしても、それほど違和感はないかなと思います。
もう一点は時期ですね。フンボルトモデルとして語られるような 19 世紀

初頭のドイツの学問の雰囲気に関しては、ドイツはまだ国民国家をもってい
なかった。国民国家を形成していくという時代状況と、国民国家ができてい
て列強として肩を並べているというような時代状況、二つの間には差異があ
ると思います。近代大学史ということでひとまとめにしていますけど、前半
と後半あるいは序盤と終盤では大きく性格を変えているのは間違いないの
で、そこについてはある種時代もすごく違うということは一つ言えるのかな
と思いますね。なので、学問領域と時代が違うということですね。シュタイ
ンがそのように言っていたのは、やはり彼が法学者だったというのと、19

世紀末だったからということが言えると思います。ただ、その時期において
も過去にそういう理念を標榜しているはずだから、そこを何らか引きずって
いるのではないかと言われれば、そこはしっかり考えなければいけないと思
います 。
21
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大学のユニバーサルな性格
筒井

大学史の知見を伺うことよりもむしろ、普段大学史を研究されている

望月さんの感触を伺うことに重きを置いて質問いたします。先程来問いに挙
がっている「大学の universal な性格」に関してです。先程笠松さんと望月

さんの議論を通じて、universal という語の本来の意味が少なからず明らか
になりましたが、私としては、望月さんご自身がこれをどういうものとお考
えなのかを知りたいと思います。とはいえ、望月さんに限らず、他の普段あ
まり交流のない分野の方々のお考えも伺いたいところです。
質問の意図を述べます。私自身は、大学が（
「まとまり」という原義であれ、
「普遍」という意味であれ）ユニバーサルな性格を持っていると本当に言え
るのか、疑わしいと思っています。
第一にすべての学問が普遍的な性格をもつわけではありません。例えば数
学や論理学のような普遍的で必然的な真理を探究する学問は、それはユニ
バーサルでしょうけれども、当然もっと限定的な地域研究や文化研究のよう
な個別的な学問も大学で行われています。
第二に、すべての学問で統一された真理基準を持っているということもあ
りません。あるところではエビデンスを持ってくれば、とりあえず学問的に
真だと言えるけれども、別のところではそれは probable なだけだから全然

真ではないということを言われてしまうわけです。

第三に、学問の方法論が統一されているわけでもありません。
以上を踏まえて、大学が、あるいは学問と言い換えてもいいかもしれませ
んが、どういう意味でユニバーサルであり得るんだろうかということを考え
てみると、いまいちよくわからなくなってきます。
もしかすると例えば、学問が明らかにすることが、「人間」とか「世界」
に関して一般的に何か大事なことを教えてくれるという意味でユニバーサル
だとする答え方もあるかもしれないのですが、それは多分今の普通の人々に
あまり刺さらないように思います。
「自分は人間の心の仕組みとか知らなく
ても食っていけるし、それを知って自分には何のメリットもない」と考える
人がいっぱいいると思うんですよね。
それはその人たちが間違っているのかもしれないけれども、そう簡単な問
題ではないような気がします。大学のユニバーサルな性格というのはどうい
うものか。またもう少し踏み込んで聞けば、そもそも必要なのか。必要なら
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ばどうあるべきなのか。大学史の知見からお答えいただくほどちゃんとした
質問ではないので、お考えを教えてもらいたいと思います。
望月

ご質問に対しては、実際怪しいのはその通りだと思います。一方で大

学という空間にわれわれが集まっていることで、分野が違うとも少なくとも
研究者を名乗るし、学者を名乗るし、大学人だって名乗り方をすることがあ
る、そういうことを考えると何かしら共通性があるのではないかと思ってい
ます。ディシプリンは様々に違うかもしれないけれども、人種なり性別なり
何でもいいのですがその個々の人間が持っている特質ではない共通の特質が
あると私は考えているところがありますね。
そういう意味では、
私がユニバー
サルをどういうふうに捉えているのかと問われれば、ナショナリティやジェ
ンダーではない何か、多分知などと呼ばれる何かに対する態度という点で共
通している何か、そういうものをユニバーサルと私は呼びたいですね。これ
は大学史の知見とは関係なく、一個人としての見解ですが。学者としての見
解というより個人としての見解ですね。
筒井

少し質問の意図を補足しておくと、学問のユニバーサルな性格を保証

するというのはやっぱりなんかちょっと古い学問観みたいなものが必要なん
だと思うんです。例えば中世では、「神が存在しなければ世界も存在しない」
というような世界観によって、一番上にくる神学に物理学などを従属させる
ような仕方で、つまり、何かファンダメンタルな学問知識を設定するような
仕方で、学問のユニバーサルな性格を確保できる。おそらくこういう見方は
中世・近世くらいまでは普通にあったと思いますが、現代ではすでに採用で
きなくなっているでしょう。そもそも、いわゆる基礎的な知識というものが
本当にあるとか、基礎づけ構造を維持できるとか、そういったことさえ現代
ではだいぶあやしい話だと思われます。その意味で、学問のユニバーサルな
性格もかなりあやしいものなのではないかというのが、質問の意図でした。
望月

それは確かにそうだと思います。実際、私は [ 価値観が ] かなり古い

人間だと自認しているのですが、私の言っている内容もすごく古い考え方だ
とは思います。ただ、一つ気になることとしては、そのファンダメンタルの

ものというのが、[ 知的態度などの ] 振る舞い方辺りにまで至れば、現代に

も残りうるのかなと思います。学問をすると言った時に、
こういう手法を使っ
ているからそれが学問だとか、こういう性質を持っている事実をこういうふ
うに扱っているからそれが学問だとか、こういう基盤を共有してないから学
問じゃないみたいな言い方はやはり確かにできないと思いますが、これは学
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問ではないという判定の仕方、そういう意味での振る舞い方は残りそうな気
がしております。そういう意味では、どの分野でもやはり共通して「それは
さすがに学問とは言い得まい」というものは多分あると思います。そう考え
ると、もしかしたら今でも残っているのかもしれません。

国家のための大学
谷川

大学が持っているとされるユニバーサルな性格とは何かという議論

で、望月さんから、「ナショナリティやジェンダーではない何か」を共有し
ていることではないかというお話がありました。少し話がずれますが、日本
における大学は、長らく国家のためにあったのではないかと私は思っていま
す。ヨーロッパにおける大学は、望月さんのご研究にあるように、必ずしも
領邦に基づいているものではなく、カトリックやプロテスタントのような宗
派にも関わりを持っていて、必ずしも国家に奉仕するものではなかったけれ
ども、日本においては徹頭徹尾国家があったのではないかと思います。帝国
大学ができた経緯はもちろんそうですし、戦後新制大学になってからも、日
本国民が新しい国を作るのに奉仕する大学であるということが多分観念され
てきたのではないかと思います。それが今崩れかけていると言いますか、国
家のための大学だというその理屈が、研究者にとっても一般の人にとっても、
なかなかストンと落ちなくなってきているというところに問題があるんじゃ
ないかと今私は思っているんですけれども、そういうふうに考えるのは日本
史の人間だからなのかもしれません。哲学の方や西洋史の方は、もう少し西
洋の大学で生きてきた人たちの意識と共通するような形で、自分たちの大学
というものを捉えていらっしゃるかもしれないなと今思ったんですけども、
そのあたりはどうでしょうか。それぞれの分野において、自分たちは何のた
めに奉仕する学問をやってきたと考えられているのでしょうか。そして今学
問が危機を迎えているともし考えられているんだとすれば、それはどうして
そうなったとお考えになるのでしょうか。
望月

例えば日本史・法学・経済をはじめ色々な学部・研究室は、国家の為

の大学という意識があると思うのですが、
「[ 国家への ] 貢献」という角度で

は語り得ない学部や研究室があるだろうと思っています。しかし哲学は相当
古い研究室ですよね。彼らは、そういう語り口で存在をどうやって認められ
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るんだろうか、ちょっと多分その [ 国家による ] 設置と存続 [ が認められた ]

理由には「貢献」と違うものがあるのではなかろうかと思います。一つ気に
なるのは、確かに日本の大学のあり方は国家の為の大学として国家側から規
定されていたが、内側はどうだったのか、自意識として皆それに忠実に生き
ていたかと問われればそうではない人が多分いるのではないかと、少し思っ
たのですが、[ 他の研究室の方は ] どうですか。

谷川

もちろんそれはおっしゃるとおりだと思います。大学の中の人で、自

分が国家に奉仕しているわけではないと思っている人は、多分たくさんい
らっしゃると思うんですけれども、その代わりにどういう説明がなされてき
たのか、いろんな皆さんの考えを聞いてみたいなと。

東京大学は「大学」なのか
笠松

谷川さんが提起してくださったことはすごく重要で、東京大学の成り

立ちを考えた時に、その歴史の中でどこから「大学」と言えるのかというの
は、ちょっと考えた方がいいと思います。東京大学のウェブサイトにある沿
革略図（https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/history/b03_02.html）のところ

を見ると、
東京大学が歴史上どこから「大学」と言えるのかが判然としない。
望月さんの視点からすると、どこからが大学なのでしょうか。
望月

笠松

一応私は明治 10 年の 4 月に置くべきかと思っていますね。

旧東京大学の創立のタイミングなんですね。ですが、旧東京大学はそ

もそも官立学校という位置づけから始まっていて、それは大学なのかと言わ
れると、答えに困る気がするのですが。
望月

単純に法的に観念すると、多分ここだろうという判断です。大学の機

能を以て、大学を「大学」と呼ぶ基準にしてしまうと、国によっては大学が
一つもないという話にもなり得ます。あるいは、我が国で「大学」と呼ばれ
ていないものも大学だと言うことにもなり得ます 。そうすると、その国で
22

大学が法的に規定されているかどうかというところで、大学かどうかを考え
るのが一番現実的だなと思うんですよね。なので、明治 10 年 4 月の旧東京
大学の設立が、法的に観念できるところの最初かなと思います。
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日本の大学の歴史的な事情
笠松

あと日本の大学をどう考えるのかというのも、歴史的な事情を考える

必要がありますよね。私も最近天野郁夫先生の本で勉強しているんですけれ
ども、例えば大学の法人化も、明治中期からずっとあった議論で、なぜそん
な議論が日本において生まれてきたのかというのがすごく面白い。帝国議会
の開設（1890 年）よりも帝国大学（1886 年）の設置の方が先だったからな
んですよね。これに気づかされた時、「ああ、そういうことか」と合点がい

きました。帝国大学を先に作っておいて、その後に帝国議会ができた。する
と帝国大学の予算は帝国議会で議論するのかという問題が後から出てくる。
その時に、大学の自治を守るために大学を法人化するかどうかという問題が
初めて出てくることになります。そういうふうに歴史的事情を見るというの
はすごく大事だと最近思っています。
谷川

今笠松さんが言われた帝国議会との関連のところでも、帝国議会から

独立するための一方策として出てくるのが、皇室に直接紐づけるという話な
んですよね。そこで国家の行政機構と対立するものとして出てくるのが皇室
しかないというのは興味深いですね。
笠松

天野先生の本には当時三つの案があったと書かれていますよね。（1）

完全に民営化するという案と、
（2）国家の機関として行政の管理下に置かれ

るという案と、
（3）皇室の下に置かれるという案があったと言われています
ね。
望月

皇室というのはすごい発想ですね。

笠松

行政が皇室の権利を制限するわけにはいかないので、行政から独立し

つつ、民営化もしないとなると、その選択肢しか残らないですよね。

faculty、department、college
上西

ちょっと細かい話になってしまいますが、東京大学はいつの時点で大

学になったのかという話で気になったんですけれども、日本語でいう大学の
「学部」は、ドイツ語では何という単語なんでしょうか。
望月 Fakultät ですかね。

上西

それはわりと統一された感じで、どこの大学でも、あるいは時代を通
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じてずっと Fakultät と呼ばれてきたのでしょうか。

望月

私 の 知 る 限 り は Fakultät で す ね。Theologische Fakultät と か Juris-

tische Fakultät とか。ほぼ例外なく Fakultät という言い方をしていると思い

ます。
上西

英語で考えるとそこが必ずしも明確ではないというか、学部と日本語

で訳すものが faculty だったり department だったり、あるいは college だっ
たり、いくつか違う系統のものが全部、日本語にすると「学部」になってい
るような気がします。日本の大学は、学部の集合体で成り立っている、とい
う観念がわりと強いと思うんですけれども、それがどこから来たのか興味が
あります。学部という概念が成立したときが、日本における大学の成立なん
じゃないかなと個人的に考えています。ただ、それは総合大学の場合の話で
すが。
望月

まず少し私が単語でわかっていないものが 1 個あって、department

というのはどの位の集合を指すのですか。

上西 department は、大学だとそんなに使わないですかね。
望月

ドイツだとあまり聞かない印象を個人的に受けるというだけで、使う

かもしれないですけど。
笠松

東京大学では、例えば「哲学研究室」を英訳すると Department of

Philosophy となりますよね。
上西 そうか、研究室が department になるんですね。
笠松

でもそれは本来おかしいですよね。

笠松

公式には department を使っているのではないでしょうか。

望月 Seminar とかではないでしょうか。
望月

本当だ、西洋史学研究室の英訳でも department を使っていますね。

何故そんな話をしたかというと、私はドイツ史を専攻しているので、あまり

日本の学部の集合の部分 [ 学部＝ Faculty] に違和感を抱いてこなかったとい
うところがあります。対して college などの単位で学校を観念するのは、イ

ギリスの考え方だと思います。そちらの系統からは、確かに faculty や de-

partment、college などが登場してきます。その区分が日本語で訳すときにご
ちゃごちゃになっていそうですね。

日本の場合は、少なくとも東京大学ができたルーツを考えるとドイツの系
統が強いと思います。その意味では、それを受けて [ 日本の大学が ] 創立し

ていることを考えると、ドイツでは総合大学が基本的な単位なので、[「大学」

〈座談会企画〉大学と社会を考える
成立に学部という観念が関わっているという意見は ] 仰るとおりかと思いま

す。ちなみに、college という発想は、かなり日本だと遅いのではないかと
思うのですが、単科大学は日本だといつ頃から創立されるのですか。
上西 1920 年代ですかね。

望月

大学令の時でしょうか。

上西

そうですね。ちょっとうろ覚えですが、1919 年の大学令施行の時に、

高等商業学校や高等工業学校の単科大学への昇格が始まっていると思いま
す。
望月

ドイツでも科学技術系の工科大学というのがありましたけれども、

1899 年に正式の「大学」になる、要するに [ ディプロマや博士 ] 学位授与
23
権が認められるわけですが 、その潮流は [ 近代大学成立と比しても ] かなり
遅いです。それを考えると、やっぱり大学という概念を輸入した時期に立ち
戻った時には、総合大学を基本とするドイツ的な意味で「大学」と呼んでい
るような気がしますね。

大学の予算と国家
福田

望月さんの結論は大学史は国ごとに違うという率直な真実を示してい

るものであるとは思うのですが、他方で議論の論旨としては物足りなさも感
じており、何らかの類型化を試みたいと思いながら聞いておりました。その
中で考えた仮説は、結局のところ金の出し手が何処なのかによってかなり大
学の構造は規定されるのではないかというものです。大学が高等教育でエ
リートを輩出する機関であるという面を重視するのであれば、その教育コス
トを誰が負担するかということ自体がけっこう組織の構造とかにも大きく影
響しているのではないでしょうか。例えばフランスの場合は国家がエリート
を養成するんだという意識が強いからこそ、教育内容もどちらかというと国
家に貢献する技術官僚とかを育成するような内容になっている印象を受けて
いて、他方でアングロ＝サクソン系はどちらかというと、むしろ個人が高等
教育を受けるために教育支出を積極的に行うことで大学が経営されているた
めに、教養を重視しているように思えました。特に疑問に思っているのが、
まだ国民国家が形成されていない段階のドイツですけれど、その時点での大
学の運営予算というのがどういうふうに出ていたのでしょうか？
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お金の話ですが、基本的にドイツの場合は「国」が出します。ただ、

厳密に言うと、全員に出ているわけではないです。19 世紀のドイツには、
私講師（Privatdozent）と呼ばれる地位がありました。彼らは授業料を自分

で取って教えていました。我々も同じように、テニュアに就くまでは、何か
しらの給料を得て待機状態を経験します。当時も、教授資格を持つ身分の人
たちが自分たちの授業料をとって大学で授業を行っていました。それが私講
師です。しかし、基本的には国がお金を出しています。
福田

領邦ということですかね。

望月

君主ですね。時代によってですが、君主以外が作っている大学があり

ます。例えば、[ 中近世については ] 教会や都市が創立している場合もあり

ます 。そうなると君主以外の創立者がお金を出します。なので、「[ 統治者
24

という意味での ] 君主」という言い方にしかならないですね。
福田

僕の議論はただの仮説なんですけど、要するに大学が個人のレベルか

らその地域社会とかその教会とか、あるいは国民国家のレベルまで、いろん
な段階がある程度メリットを受ける行為である以上は、どこの階層もコスト
負担をする可能性があり、その負担した階層に大学が大きく左右されるとい
う問題があるんじゃないでしょうか。その負担を担っている団体がやっぱり
ある程度大学の組織構造を決めているような印象を望月さんの議論から推測
して持ったんですけど、どうでしょうか。
望月

それは実際すごく真っ当なご指摘であります。やはり財政の出資者が

発言権を持つということは、事実です。実際、さっきの [ 近代 ] ドイツの例

だと、国家が結局お金を出しているので、教授任命権というのは国家に担保
されていました。けれども、だからといって国家が好きなように人を任命で
きるかと言うと少し違うところがあって、教授任命の際に提出されるリスト
には教授団が推挙した人間が掲載されます。イメージとして分かりやすいの
は、この前の学術会議の話がまさにそれですけど、要するに「この人間を任
命してくださいね」というリストを学者が作って、それを提出して、向こう

が「分かりました、じゃあ任命します」ということをやっていました 。な
25

ので、出資者が、非常に強く組織に影響力をもつのは事実なのですが、彼ら
が専管的にもっているという言い方はできない。私の近世の研究でもそれに
関して少し議論をしている箇所があります。16 世紀のケルンの大学につい

てですが、
基本的にお金の出所は教会ないしは都市です。
都市から俸給を貰っ
ている教授は都市に対する奉仕義務があります 。だからといって、その都
26
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市教授が完全に市によってコントロールされているのかというとそうではな
い 。任命さえ、市の意向と言えるのか、微妙なラインです。なので、給与
27

というのは非常に重要で力を持つが、出資者が排他的かつ決定的に力を持つ
ということは全然なく、雇われる側の力もかなり大きいし、それこそ給与の
体系が複線化されていれば、[ 実際の影響関係は ] もうめちゃくちゃですね。
その場合は雇われる側の力がかなり強くなりもします。なので、福田さんの
仮説に関しては、非常に真っ当なご指摘であって、かなりの点で正しいと思
いますが、やはり部分的にはそう簡単に説明できないような反証もあるとい
う印象です。
福田

学術会議の話もありますけど、結局何かお金を出しているからといっ

て介入することはどこまで許されるのかというのはかなり議論の余地がある
し、歴史的な前例もかなり参考になると思いました。

日本における私大の位置づけ
上西

今日の議論で何度か言及されている天野郁夫先生の研究では、日本の

高等教育の特徴的な点として、私立のセクターが非常に大きいことが指摘さ
れていました。戦後における高等教育の量的拡大のなかで、私立大学が、量
的には 8 割くらいを占めるようになったことが、諸外国と比した時の特徴だ

と（天野郁夫『日本の高等教育システム』
、
東京大学出版会、
2003 年、p.95-97、

p.148-151）。今回の勉強会は、もともと東大の文学部の学生のなかから始まっ

た集まりなので、東大の学生が東大の話をする内容になっています。だか

ら、それ以外の大学のあり方を視野に入れて議論することが今後の課題なの
かな、と思いました。
望月

そうですね、私大という存在はすごく面白いですね。[ 高等教育に於

いては ] ドイツやフランスには殆どないです。逆に英米圏は「有るのか？」

というくらい国立大学がない。日本の場合、天野先生は私立大学の比重が大
きいと仰っているけれども、個人的には少し違う印象を持っていて、これほ
どいろんな大学の種類が混在して、全部の種類がありますという国はあまり
ないのではないかと思っています。単科大もあれば総合大学もあり、私大が
あって国立があって、極めて雑多な印象があります。
戦前から伝統のある私大というものは、特に日本では、先ほど谷川さんが
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日本の大学は国家のためのものだったのではないかという指摘をされていま
したけれども、そこ [= 国家に対する貢献との関係 ] においてどういう説明
をすべきなのかということを考えた時に、日本の私大はその意味では国家へ
の奉仕の義務は原理的にはないですよね。そういうことを考えるとすごく面
白いですよね。

私立大学における「国」への意識
田澤

私が通っている成城大学は、創立者の澤柳政太郎や、民俗学研究所に

かかわりの深い柳田国男について主に取り上げられます。
望月

そうすると、大学を語ることにおいて、国があまり出てこない感じで

すか。
田澤

澤柳は元官僚ですので「国」とは切っても切れない関係にありますが、

成城小学校、成城学園を設立するにあたっての教育観などが取り上げられま
す。
「国」というものの存在はある種自明と捉えられているのかもしれません。
柳田も元官僚で、その経験の中で「国家」や「歴史に名を残す人」へのアン
チテーゼとして「常民」という概念を確立させました。学問や大学の先に「国
家」があるというより、「国家」という存在との距離、という感覚で大学が
語られるように感じています。
望月

それは例えば、田澤さんのご専門である観光人類学や柳田民俗学と

いった学問を説明する時に、
「国家」みたいなワードがあまり出てこないと
いうことでしょうか。つまり、学問の目的の先に「国家」というものを見い
だしたりするのかということですが。例えば歴史学であれば、歴史学は何の
ために行われるのかというと、戦前の語り口で言えば国家みたいなものがど
うしてもチラチラすることはあるわけですよね。
田澤

私は大学のカリキュラム上、文化人類学を自分の専門として語ること

が多いのでその話になるんですけれども、文化人類学史を学ぶにあたっては
勿論「国家」「社会」についての話はあります。しかし、学部生の意見で恐
縮ですが、文化人類学では「国家とどう付き合っていくか」という営みに重
点が置かれて民族誌が書かれていることが多いと感じます。
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私立大学における独立精神
筒井

私は出身高校と大学が早稲田大学なので、修士で東大に来て雰囲気が

違うなというのは思いました。早稲田大学で教え込まれた理念の中では、
「学
の独立」というのが一つのキーワードでした。おそらく、国家あるいは国立
機関にはないものを、民間で独立的に進めていくという方針を強く打ち出し
ているという印象はありました。慶應に関しても、多分同様に「独立」とい
う言葉はやはり重要なところがあると思われますので、そこに私大のいくつ
かは重きを置いているのではないでしょうか。
望月
筒井

なるほど、そういうところに重きがあるんですね。
私大は大学なのに在野とか言いますからね。一般的には在野と呼ばれ

ない立場でも、理念として在野であるというのをもっているような気がしま
す。
望月

そういう場合に [= 私立大学を指して ] も「在野」という言葉が使わ

れるんですね。
筒井
谷川

早稲田大学の場合には、ウェブサイトにもちゃんと書いてあります。
早稲田大学や柳田国男の学問において「野」として観念される範囲は、

日本の国内の一般の人というか、権力者ではない人なのでしょうか。それと
も、もっと国際的なイメージをもって学問の意義を語ることも [「在野」理

念の中で ] 積極的に行われているのでしょうか。
笠松

それは、現在の雰囲気というよりも、建学精神みたいなところでそう

なっているのだと思います。今私立大学になっているところも、もとをたど
れば、（当初は大学ではなかったかもしれないけれども）大正とか昭和前期
に建学された私立の教育機関で、そこでは帝国大学や高等師範学校といった
ものに対抗して、「私たちは別の路線でやろう」という建学精神があったの
だと思います。また、戦前に私立大学と認定された教育機関にとって、私立
大学という地位を得ることにどのようなメリットがあったのかというと、そ
こで学位が取れるとか教員資格が取れるとか、実利的な面がすごく重要なん
ですよね。
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私立大学におけるミッションの位置づけ
望月 「在野」を掲げているそのミッションというのは何なのでしょうか。
筒井

これはさっき笠松さんが言ったような、建学の理念を引き継いで、何

を目指しているのかということを非常に抽象的な言葉でもって語るところで
す。
望月
筒井
笠松

そこは現代的にも意味があるのでしょうか。
もちろんそれは少なからずあると思います。
そういう理念がどの程度現在において重要視されているのかというの

は、大学によって違っていると思います。例えば、哲学者の井上円了が創立
した東洋大学は、名称に「東洋」を掲げているとおり、初期の帝国大学のよ
うにお雇い外国人が英語で教えるのではなく、日本人が日本語で教えるとい
うことを当初は重要視してきたのですけれども、現在ではそれをことさら理
念としては掲げていないはずです。外国語教育が重視される現代においては
当然なのですが。

私大の建学理念と実情との間のねじれ
筒井

私大に関して考える時には、建学時の理念だけでなく、現代どうなっ

ているのかというのはやはり重要です。
今日の私大では学費の負担が大きく、
結局私大に通うだけの金銭的な余裕が求められるというのは、やはり少なか
らずあると思います。そうなってくると、
「在野」とか「市井の人々」とか「権
力を持たない人々」とかいうくくり方が、学生視点で見ればかえってしっく
りこない。むしろ経済的にうまく行っている人たちの集合体ができあがって
しまう。かえって公立の学校の方がより広く門戸を開いているというのが、
現状としてはあるわけです。建学理念と今日の実情との間のこうしたねじれ
をちゃんと考慮しなければならないだろうと思います。また、こういう視点
で国公立を捉える場合には、入学のために（一般的には）それなりの教育投
資を要する東大をモデルに考えるのは若干偏っており、地方の国公立大学を
考えなくてはならないでしょう。
田澤

成城も学費が高いこともそうですし、成城という町そのものが「お金

持ち」のようなイメージを持たれていて、学園や町がメディアで取り上げら
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れた時もそのイメージを再生産している印象を持ちます。その雰囲気は一学
生としては少し息苦しく思います。
笠松

私大に関しては、メディアや広告を通じた積極的な広報で、人とお金

を集めていかないと運営できないというのが、学問的な問題としてもあると
思います。
望月

お金の話でいうと、私大の比率が圧倒的ないしは私大しか存在しない

世界というのは、アメリカがそうですが、アメリカの大学は 19 世紀前半に

叢生するのですが、当時の大学の殆どはお金がありません。本当にないので、
お金がないから開講さえ覚束ない、或いは教師に給料が出せませんみたいな
世界なんですね。結局そうすると人と金を集めてどうにかしないといけない
から、時代に即していないジェントルマン教育の継続が困難となり、非常に
実利というか、例えば農業などに重点を置いていた時代があります。なので、
ある意味では今の日本の私立大学の状況というのは、アメリカのその時期と
つながる部分があると思います。
それが少し暗い話の方向に見えていますけれど、実はこれがプラスに動く
こともあります。アメリカでいうと、財政的な問題がある種教育のあり方を
刷新したという部分もあったかと思います。例えばハーバードが結局ユニ
バーシティになった理由は流行を追う必要があったからです。お金がないか
らユニバーシティをやめるのではなく、時流に押されてユニバーシティにせ
ざるを得なかった。ジョンズホプキンスが 1870 年代に、アメリカにもドイ

ツ型の研究型大学を作ったのがアメリカの最初の university なのですが、皆

この理念に飛びつかざるを得なくなった。もう college の教育をやっていて

も誰も集まらないと言って、ユニバーシティの理念に飛びついて、実験室を
作って理系教育をしていくというのが、19 世紀末の大まかな流れかと思い

ます 。
28

ある意味では、そのような変化の速さが私大の可能性の一つなのかなと思
います。要するに、今の私大でお金を集めるのが重要になってきたという話
があったと思うのですが、ある種学問観の転換が起こる時に、お金がないか
ら最先端のものに飛びつくということができて、国 [ 公立 ] より簡単かつ早

くできます。アメリカの例で言えば、お金がないのでドイツ型のユニバーシ
ティを真似ますと言って、そうすれば人が集まるから、ドイツ型ユニバーシ
ティが流行しました。実を言うと、[ 大学の形態がお金に左右されるという
のも ] 一長一短なのかもしれません。

（了）
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更なる問題提起

歴史学的な問として：
大学と領域の関係は時代と地域によって異なっており、一様には説明でき
ない。自明の結論ではあるが、ここから得られる知見もある。つまり、大学
に於ける universal な性格と territorial / national な性格の関係を考える為に

は、先に考えなければならない中間項や観念が存在する。ここではその中で
特に重要である幾つかを挙げて、議論の導入としたい。

Q. 1 大学の自意識：「大学は何によって立つと語るのか」

領域的な枠組との関係は、大学が自らをどのような存在であると認識して

いるか、という問に拠る。即ち、教会や自由な学問など普遍的な概念に自ら
を立脚させて観念するか、或いは領邦や国民国家といった特定の社会と関係
するものとして自らを規定するか。勿論、殆どの実際の大学はこの二つを兼
ね備えるものであるが、彼らがどのように考えているか、は重要な問題であ
る。
また、この問は起源や連続性といった更なる問をもたらすだろう。

Q. 2 学問の境界：「どこまでが内側か、内側たる「資格」は何か」

自意識にも密接に関わる問題であるが、学識者はどこまでを「身内」と捉

えているだろうか。そしてその要件は何か。
「共和国」のように領域や所属、
宗派を問わない場合もあれば、他方プラハ大学の国民団の対立のように領域
を強く意識する場合もある。或いは逆に学問のネットワークである大学・学
界がこの境界として意味を持たない場合もあるだろう。

Q. 3 学内・外の緊張：「社会と大学、社会の中の大学」

万人が内側と看做されない限り、外側は存在する。その時、外とされた集

団と内側の関係は如何なるものであり、その集団は領域そして学知をどのよ
うな価値として捉えているか。大学が社会の中にある以上、内外の緊張は何
らかの形で存在し、往々にしてここに universal と territorial / national の緊

張が表出する。

〈座談会企画〉大学と社会を考える
アクチュアルな問として：
上に掲げた問題は、決して歴史学的な性格のみを帯びるものではない。寧
ろ学内・外の緊張、universal と national の緊張が先鋭化している今日に於

いては、極めてアクチュアルな問としても考えられるべきだろう。特に、今
回は扱い得なかったものの、科学技術が現代の社会・現代の学問に於いて占
めている比重、所謂理工系の学問のディシプリンが我々人文系の学問に与え
つつある影響を考えることは重要である。幾つか、これに関わる今日的な問
題を提起しておこう。

Q. 4 学問の多様化：「大学は一つの集団か、何故一つなのか」

今日、学問は圧倒的な多様化を経験している。神・法・医と学芸の四学部

しかなかった時代や、科学技術を正規な学部として大学に組み込むか議論の
あった時代とは、明らかに異なる状況にある。しかしこれに伴い、それぞ
れの領野毎に学外との関わり方、universal / national 理念との関わり方も異

なってきている。少なくとも理工系と人文系は社会との関係に於いて相当程
度の違いがある。ここから一つの問が生まれる。今や、我々は何を以て大学
という一つの集団を名乗るのか。そもそも一つの集団を名乗り得るのか。そ
してもし名乗り得るならば、一つの集団として何を語り得るのか。

Q. 5 学問の規格化：「成果のオープン化かディシプリンの浸潤か」

学問が専門化・多様化するということは、異なる領野からの判断のハード

ルを高くすることにつながる。一方、実際上の問題として専門家のポストは
有限である。こうして、例えばドイツ地域研究の講座をめぐって、フライブ
ルクに於ける環境政策の専門家と 16 世紀ライン地方に於ける魔女裁判の専

門家が争うことになる。しかし、どちらの研究者がより優れていると判断す
るのか？目下、導入されつつある解決策の一つは、理工系の評価方法から着

想を得た業績の点数化である。これは適切なことだろうか。Q. 4 とは逆に、

universal / national な性格はその業績の評価に関して規格化され得るだろう

か。
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学外から見る人文学のあり方・可能性

エッセイ①

社会と向き合う人文学―人文学の外から考える、人文学を
学ぶ意義（中村芳雅）

エッセイ②

『人文

人文学が与える社会活動への論理（福岡洸太郎）

社会』の創刊にあたり多くの研究者が研究領域の垣根を越えて学

際的な研究発表を投稿されると思うが、
ここでは研究領域自体を乗り越えて、
研究領域外の社会に活動基盤を持つ人間による人文学論を紹介する。執筆者
はいずれも人文学の出身者（あるいは所属者）であり、またこのような場に
出稿をするということは、人文学に対して親和性を持つ人間である。
したがっ
て、研究領域外に基盤を持つとはいえ、社会一般の人文学論として見るには
あまりにも偏りが大きい。そのため、本企画名は学外における人文学の一般
論のような響きを持つかもしれないが、執筆の意図にそのような意図は一切
ない。
執筆者は世にいうところの「社会活動」に多少なり携わる（と自負してい
る）ものだが、その活動に至った背景には人文学の学知があることを強く感
じるものが集まっている。本企画が示そうとするのは、人文学が社会からど
のように見えるかという話でも、社会でどのように人文学が役立つか、とい
う話でもない。人文学のいかなる特徴が「社会活動」の背景となり、またそ
の原動力になるか。これを各執筆者の視点から検討していく。
『人文

社会』のような学術誌は研究者の綿密な議論により、学術の深化

を目指して論文が寄稿されるのが一般的ではないかと思う。しかし、「人文
学と社会をつなぐ領域を開拓する」ことを目指すならば、人文学の学知を直
接的な形で用いるのではなく、その学知を「社会活動」の理念的背景とする
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人文学観は、人文学研究に従事する方にも参照できるところもあるのではな
いだろうか。
なお、本企画の内容は研究の深化を目的とするものではなく、実証的資料
を用意して綿密な論理展開を行うが困難なものであるため、投稿形式は論文
ではなくエッセイとした。そのため、資料的な甘さや読みづらい点なども多
いと思うが、ご了承いただければ幸いである。
（中村芳雅）

〈エッセイ集企画〉学外から見る人文学のあり方・可能性

エッセイ①

社会と向き合う人文学
人文学の外から考える、人文学を学ぶ意義
中村 芳雅

本稿は人文学の最前線で研究をする人間ではなく、人文学から距離を置い
て社会で活動する人間から、人文学を学ぶ意義を語ることを試みたものであ
る。筆者は現在も大学院の人文学科に所属しているが、同時にシステムエン
ジニアの会社を経営しており、また鹿児島県の離島に在住して無料の学習教
室を運営している。これら活動の理由は、単純に「私がやりたいだけ」とい
う個人的理由に還元できるが、同時に「なぜ私がやりたいか」という理由は
確実に人文学で得た学知が反映されている。その理由そのものは個人的な領
域のため本稿では触れないが、社会で活動する理由に人文学がいかなる役割
を有したかということについては、かねてより論じたいと考えていた。
そこで本稿は、社会活動をするに至った背景を作り出す人文学的な理由を、
個人的問題ではなく可能な限り一般化して論じたいと思う。

1. 「人文学」と社会のつながり
ミネルヴァのふくろうは、たそがれがやってくるとはじめて飛びはじめ
る。

1

1 ヘーゲル 著、藤野渉・赤沢正敏 訳（2014 年 4 月 25 日 4 版）
『法の哲学 I』中央公論新社、
p.30
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ヘーゲルによれば哲学は現実の一段落したところでその姿を現すものとし
て捉えられており、これに従えば哲学とは現実に積極的に作用するものでは
なく、
あるいは現実の中でその行く末を占うようなものでもないことになる。
哲学は現実に先立つものではなく、また現実を構築するものでもなく、あく
まで現実の観察者の位置に徹するものと言えるかもしれない。したがって人
文学の本質を「ミネルヴァのふくろう」と同位とするなら、冒頭から非常に
悲しい結論ではあるが、「人文学と社会をつなぐ」という試みはその出発点
から挫折を味わうことになる。なぜなら、「ミネルヴァのふくろう」の本分
は過ぎ去った現実を総括するところにあり、
ようやく飛び立とうとするとき、
その現実は既に過去のものと化しているためである。
現在はヘーゲルの活躍から 200 年に近い年月が過ぎており、人文学の領

域もヘーゲルの時代に比べれば深く広く発展している。そのため、一概に人
文学と「ミネルヴァのふくろう」を同一視することはできない。フィールド
ワーク研究などは社会との結びつきなしには成立しえない研究領域であり、
現在では社会と結びついた研究は数多く存在している。学科や領域、あるい
は研究者個人によって、同じ人文学内でも社会と結びつきやすいこともあれ
ば、そうでないこともあるだろう。
また、ヘーゲルの哲学論も突き詰めればヘーゲル個人の哲学論に過ぎな
い。マルクスやエンゲルスがそうであったように、
「ミネルヴァのふくろう」
とは異なる人文学を唱えたとしても、それが批判こそされても否定されるい
われはない。そのため、積極的に現実に作用する人文学を模索する道もある
し、人文学の見地から未来を推測することもあってよいかもしれない（現に
メディアなどでは多領域の専門家がこれに類することを行っている）
。
「人文学と社会」の関係性を包括的に論じることは難しいが、現代の人文
学では研究内容次第で既に社会と結びついて成立する領域もあるだろうし、
また新たな領域を開拓していく可能性も十分にある。研究が社会との関連性
なしで成立しないならば、研究者は積極的に社会と関わっていくだろう。研
究領域あるいは研究者個人に焦点を絞るなら、社会と結びついた人文学研究
は少なからずあり、ここで改めて研究のあり方を問う必要はない、というの
が少し極端ではあるが個人的意見である。
しかし、人文学の包括的問題として「人文学と社会のつながり」を見るな
ら話は変わる。研究内容に応じた社会との結びつきとしてではなく、包括的
問題として人文学と社会の結びつきを考えるなら、それは「ミネルヴァのふ

〈エッセイ集企画〉学外から見る人文学のあり方・可能性
くろう」としての学問のあり方への挑戦にもなりえるからだ。

2. 人文学と社会の根本的不一致
「ミネルヴァのふくろう」としての人文学、すなわち学問を「時間的な過
ぎ去りゆくものの外見のうちに実体を、しかも内在的な実体を、そして永遠
なものを、しかも現在的な永遠なものを、認識すること」 と見るならば、そ
2

の学問は本質として真理への志向性を有している（と言って過言ではないだ
ろう）
。先に挙げたフィールドワークのような社会と結びついた研究は、確
かに社会と結びつくことで研究が可能になるが、基本的にその立ち位置は観
察者に留まり、現実に積極的に作用しようとする例はあまりないのではない
だろうか。なぜなら、「ミネルヴァのふくろう」は現実の観察を通じて真理
に近づくことを志向はするものの、真理に基づいて現実を再構築することは
領域外だからである。
そのため、必然的に人文学においては学問領域外の社会とはそう簡単に結
び付けられないような研究が行われることもある。
「ミネルヴァのふくろう」
を学問の本質とするなら、むしろ社会と結びつく研究の方こそ偶発的なもの
になる。ところが、昨今の CSR と同期軸で「研究者の社会貢献義務」のよ

うなものを人文学に求められると、この関連性が逆転してしまう。すなわち、
「研究は社会貢献を本質とするものであり、真理の追究は偶発的なもの」と
されてしまうと、ヘーゲル以前より引き継がれてきた学問の伝統はここで覆
されることになってしまう。
研究者に余力があり、その余力で社会貢献をすればよいとも考えられそう
なものだが、こちらもなかなか難しいように思われる。研究者も企業のよう
に目に見えて分かりやすい経済力という資産を持つなら、CSR のような社

会貢献の体裁を繕うことくらいできるだろう。しかし、
研究者の資産は「知」
である。この「知」が真理を志向するものであるならば、研究領域外の社会
でも真理が追究されているのでもない限り、そう簡単に「知」と社会が結び
つくことはできないだろう。
人文学と研究領域外の社会がともに、歩みをそろえて同じ方向を目指すの
でない限り、人文学と社会が結びつくことは難しい。それならば、真理を志
2 前掲、p.25
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向する限りにおいて人文学が社会に何らかの寄与をすることは、絶望的なも
のにすら見えるかもしれない。人文学を包括する問題として社会との結びつ
きを検討するなら、ヘーゲル以前より引き継がれた「ミネルヴァのふくろう」
を学問の本質として認める限り、その出発点から論理矛盾を発生させてしま
うように思われる。繰り返しになるが、これが障害なく可能になるのは、両
者が歩みをそろえて同じ方向を目指した場合、すなわち人文学研究が「ミネ
ルヴァのふくろう」としての本質を捨てて研究領域外の社会への寄与をその
本質とする場合、あるいは研究領域外の社会が人文学と共に真理を追求した
場合、
このいずれかにおいてであろう。突き詰めれば、
研究内容に応じた個々
の問題としてではなく、人文学の包括的問題として研究領域外の社会との結
びつきを考えるならば、そこで課題になるのは人文学と社会の志向するもの
の不一致に至りつくように思われる。
人文学と社会の方向性の不一致ゆえに、両者が結びつくのは困難、という
のは一見深刻そうにも見えるが、これは極論である。実際には方向性が一致
しないものがつながった例はいたるところにある。例えば研究界隈において
も学科が違えば方向性は違うが、それでも共同研究は今日でもしきりに行わ
れている。社会が異なれば方向性も異なるというのは、別段取り立てて扱う
までもない話であり、ここで人文学と社会が結びつく方法を模索することは
いくらでもできる。
しかし、これを研究内容あるいは研究者の個別の問題ではなく、人文学を
包括した問題として考えるとき、両者の方向性の相違は中々に譲りがたい話
になる。なぜなら、真理を志向する人文学が研究領域外の社会と方向性を共
有できないとすれば、それは社会が真理を志向していない、ということにな
りかねないからである。ここで文字通りに「真善美」が一致するならば、社
会が真理を追求していないということは、社会に倫理上の善も、審美上の美
も存在しないということになる。人文学を学ぶものから見れば、危機感を感
じずにはいられない事態ではなかろうか。

3. 人文学の「真理」と社会の「真理」
「研究領域外の社会には、真も善も美も存在しない」というのはさすがに
言いすぎの感があるが、このように言えば当然次のような反論が来るだろう。
「それでは人文学には真理があるのか」と。ここで明確な返答ができるもの

〈エッセイ集企画〉学外から見る人文学のあり方・可能性
は存在しない。真理の何たるかを知るのは神のみである。人文学の研究者は、
真理の追究者に過ぎず、真理の保有者でも管理者でもない。もちろん真理が
明らかになればそれに越したことはない。しかし、真理の追究者であること
が「ミネルヴァのふくろう」として人文学を人文学たらしめるものであるな
らば、研究領域外の社会が同じ方向を向かないということは、すなわち社会
が真理を追求していないか、あるいは人文学の追究するものが全く真理に結
び付いていないかのいずれかになる。
「ミネルヴァのふくろう」を唱えたヘーゲルは、同じ文中で以下のように
述べている。
諸政府がこの学科に専念させた学者たちに、哲学の教育と中味について
はまったく彼らを恃むという信頼を表明したとすれば、──どうも、と
きおりは、それは信頼というよりはむしろ、この学そのものにたいする
無関心さであった（中略）──、諸政府はしばしばそのような信頼にひ
どいむくいをされたことになるか、それとも、あとの場合、無関心さが
見られるようだったとすれば、その結果として根本的な認識がおちぶれ
たことは、どうやらこの無関心さの罰金とみなされねばならないか、ど
ちらかであろう。

3

この言には、これまで本稿が述べてきたことに類似する点もある。ヘーゲ
ルの問題とするところは政府だが、政府の志向するものと哲学の志向するも
のは全く異なる。したがって、政府が哲学の中味に関心を持たず、その内容
をすべて哲学者に委ねた場合、その成果は政府の思惑とは全く異なるものに
なる。本稿の言わんとするところは、政府を社会に、哲学を人文学に、それ
ぞれ置き換えたに過ぎない。重要なことは、
社会が「ミネルヴァのふくろう」
に無関心であることである。
考えれば不思議なことではないか。今の世には研究者にならずとも、大学
において学問を修めた人間は少なくない。研究領域外の社会という広範な領
域ではなく、ヘーゲル同様に社会の範囲を政府に絞っても、
そこは大学でしっ
かりと学問を修めた優秀な先生方で占められているはずである。このような
状況において人文学が等閑視されてしまうならば、それこそ異常事態ではな
3 前掲、p.19
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いか。政府において「ミネルヴァのふくろう」が一定の価値を有するものと
して認められているならば、わざわざ人文学の側から社会との結びつきを問
うまでもなく、社会の側から人文学は求められそうなものである。
ところが現実はそうではない。人文学の側から社会への結びつきを唱える
論は数多あるが、その逆は全く耳にすることがない。「真理」とはきわめて
曖昧であるが、研究領域外の社会においても、それに類するものを希求する
声がないわけではない。世の中には「正義」を求める声があふれている。
「永
遠なるもの」を求める人は少なからずいそうなものである。しかし、社会で
希求される「正義」や「永遠なるもの」が必ずしも「ミネルヴァのふくろう」
に結び付けられるわけではない。「正義」や「永遠なるもの」が求められて
いたとしても、そこで人文学の研究が求められるわけではなく、研究者が記
した論文や研究書が人文学外の社会で参照されないとすれば、それは非常に
悲しい話ではないだろうか。
「それらの軽蔑のなかで最もたちのわるいのは、前述のように、だれでも
が何もしないでもそのままで哲学一般にかんして、よくわけを知っていると
信じこみ、ひどい批評をすることができると確信しているということであ
る」 これもヘーゲルの言だが、この状況は現代もそう大きく変わっていない
4

ように思われる。仮に、「人文学は社会に役立つ研究をすべきである」ある
いは「人文学は社会に全く役に立たない」という論が成立するなら、それは
人文学を熟知しつくしたか、あるいは自分こそは人文学を熟知していると
知っていると信じ込んでいなければ出てこない言葉ではないか。
もしかすると、研究領域外においても人文学を熟知した仙人のような人間
もいるかもしれない。ところが研究経験がある人間ならば、または人文学の
一端に触れた経験があるならば、人文学はその領域の熟知が困難であること
を熟知しているだろう（念のために申し上げるが、本稿も人文学の一側面を
述べているに過ぎない）
。この熟知できないことの熟知は、研究者が人文学
をただ学知として知っているのみではなく、その長い伝統と歴史を内面化す
ることで成立する。人文学を内面化するということは、研究者が真理の保有
者や管理者ではなく、真理の追究者の一人として、その議論の中に参加する
という側面も持つ。
もちろん、人文学の進む道が本当に真理に近づくものであるかという保証
4 前掲、p.15

〈エッセイ集企画〉学外から見る人文学のあり方・可能性
はない。研究領域外の社会にこそ真理がある可能性は十分にあり、そのこと
は誰にも否定できない。しかし、人文学の学知は、たとえそれが先駆者たち
の個人的見解の集合であったとしても、長い伝統の中で継承されてきた様々
な論を反映している。研究領域外の社会の人文学に対して無関心は、学問の
伝統への無関心に等しい。社会で真理や正義などが求められているにも関わ
らず、そこで人文学が顧みられないとすれば、社会の追求する真理や正義が
全くの偶然的なもの以外のなにものでもないことになる。

4. 人文学の学知
浅薄さというやつのおもな了見は、学を思想と概念の展開のうえに立て
るかわりに、むしろ直接的な覚知と偶然的な思いつきのうえに立てよう
とすることである。

5

研究内容や研究者による個別的問題ではなく、包括的問題として人文学と
社会のつながりを考えるなら、その難点はこれまでも述べてきた通り、人文
学と社会が志向するものを異にしていることが根底にある。しかし、社会が
人文学の志向する真理や、あるいは正義などを求める声は多く、これら自体
に無関心なわけではない。彼らが無関心なのは、人文学が積み重ねてきた伝
統や学知に対してであり、真理や正義を求めても学の蓄積に無関心でいられ
るのは、
「直接的な覚知と偶然的な思いつき」により、自分たちが「よくわ
けを知っていると信じこみ、ひどい批評をすることができると確信している」
ことによる。これは人文学を学ぶ側からすれば、非常に恐るべき事態であろ
う。
しかし、逆説的かもしれないが、このヘーゲルが言うところの「浅薄さ」
こそ人文学と社会がつながる一つの契機になる。人文学は今日において様々
な学科や領域に細分化され、また研究内容も非常に深く発展しているが、そ
れでもその学の体系が人間を研究するもの、という点では共通している。そ
れ故に、人文学を継承するということは、伝統的に培われてきた人間観を継
承するという面を持つのであり、また研究を通じて新たな学論を導き出すこ
とは、人間観を更新するという面を持つと言える。それは人文学という研究
5 前掲、p.16
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領域の内部で継承されてきたものであり、一面においては閉鎖的なものと言
えるかもしれないが、一方でこれは決して研究領域内で充足する性格のもの
ではない。なぜなら、人文学が人間について語るならそれは研究者だけでは
ない人間一般について語るのであり、真理や正義について語るならそれは研
究者同士でのみ共有しうる真理や正義ではなく、真理一般あるいは正義一般
について語るからである。
したがって、人文学研究の意義は決して研究領域内の学論を発展させる自
己充足的なものにとどまるのではなく、自然科学などと同様に社会でも適用
される価値体系を導き出している。しかし、実際に社会に人文学の学知が求
められることはあまりに少なく、あったとしても表層的なものにとどまるこ
とが大半である。そこで社会を「浅薄」と悪しざまに言う必要もないが、人
文学の学知を通じてその社会を相対的に見ることが可能になる。もちろん、
人文学が長い伝統を有するからと言って真理に近いという保証はなく、社会
にこそ真理があるという可能性もある。問題はどちらが正しいかという話で
はない。少なくとも人文学を学ぶことで、人文学が生み出してきた人間観と
は決定的に何かが異なる社会を、この学問の伝統的な学知を通じて少しだけ
客観的に眺められるようになれる。そこであなたは何をするか。それを考え
させるのが人文学ではないのか。
「ミネルヴァのふくろう」として、人文学は現実を分析はするものの、そ
こに作用することは本文ではない。そのため、人文学が社会に直接的に役立
つというケースはあまりなく、結果的にそのような誹りを受けることも多い
のではないかと思う。しかし、それこそが人文学の本領ともいえることも確
かではないだろうか。
人文学を継承することは、過去の先駆者が導き出した人間像を継承し、そ
して自身もまた現実を分析してその人間像を更新していくということ面が含
まれている。この過程において、「ミネルヴァのふくろう」は現実の観察者
としての立ち位置に徹し、基本的に現実に直接的に作用することはない。し
かし、ここで得られるものは確かに人文学領域内における閉鎖的な学知の更
新として受け取れられることもできるが、同時に現実を俯瞰するための視座
の提示にもなりえることも事実だろう。
それゆえに、人文学は直接的に「社会がいかにあるべきか」という押しつ
けがましい問いかけをすることはないものの、その伝統の継承者に「自身が
社会で何をすべきか」を問いかける。これは人文学が社会といかにつながる

〈エッセイ集企画〉学外から見る人文学のあり方・可能性
かという問いへのアンチテーゼでもあり、同時にこの問いを肯定的な捉えた
私なりの意見でもある。なぜなら、人文学はその性格的に社会とのつながる
ものというよりは、その学習者に社会とのつながり方を考えさせる契機を与
えるにとどまるものであり、同時にその契機を得たものがそこで社会とのつ
ながり方を考えるということが、人文学を学ぶことの醍醐味の一つではない
かと思うためである。
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エッセイ②

人文学が与える社会活動への論理
福岡洸太郎

本稿では人文学に取り組むことがどう社会へ適応可能かを下記の文脈で記
述する。
まずは人文学を学ぶこととは何かを捉え直し、次にそれを学ぶことによっ
て得る思考、社会的な表現をすればスキル、を捉え、かつそれがどう社会へ
適応され得るのかを記載していく。

1. 人文学を学ぶとは
「人文学の在り方・可能性」を考える上で「人文学を学ぶこととは何か」
を考えておくことは避けられない。結論から記述すると、本稿では人文学と
は自然科学・社会科学以外の人間に関する学問であると捉える。
この人文学とは何かという議論は歴史的にひも解く必要があるが、これを
問い始めるとそれだけで内容が完結してしまうため本稿では割愛する。本稿
は、
「自然科学と社会科学という、ふたつの科学分野が自立する（中略）展
開のなかで、自己の存在を再認識」され、「なしくずしの様相をもって認知
された」という理解に基づき、人文学を広く自然科学・社会科学に属さない
学問とする程度にとどめたいと思う 。
1

自然科学・社会科学

以外

とすると広範な定義だが、人文学を学ぶこと

とはすなわち、言語文化、行動文化、歴史文化、思想文化を学ぶことであると、

2016 年の東京大学学科再編前の研究科編成にならって考えることとする。
1 『歴史学事典 11 宗教と学問』（弘文堂）p.382
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具体的に学ぶことは何かを考えていくと、この「学ぶこと」の中には大別
すると、知識を蓄え、考え方を学ぶこと、すなわちインプットにあたるもの、
およびゼミ発表や論文を執筆すること、
すなわちアウトプットにあたるもの、
これらの二種が内包されている。
東京大学において 2016 年に４つの学科が統合されて人文科学が設立され

た。その主旨は、「複雑な世界の課題に対して教育の相乗効果を期待し、人

文学的叡智を統合的に運用する人材を輩出することにある」 とされる（私は
2

2014 年卒業であり、当時は思想文化学科であった）。

また、文部科学省の「人文学及び社会科学の意義・役割・目的について」

という項においてその意義・役割・目的は「文化の継承」であり、
「英知の
創生」であると記載があり、続いてその実践を「社会への貢献」および「教
育への貢献」と表現している。この「社会への貢献」という文言は一見する
と人文学の社会適応のあり方を具体的に示唆していると期待してしまうが、
「文化行政、環境問題、情報化社会への対応、科学・技術との融合や協働な
ど、社会への貢献も人文学の大きな意義のひとつ。新しい発見、科学技術、
あるいは様々な自然科学の発見のベースには、人文学の成果がある。社会全
体が二極化し、格差社会が進行している中にあって、人間の真の生き方や考
え方について提言し、それを支援するという人文学の役割は非常に重要」と、
その具体的な貢献の中味については非常に曖昧な記載にとどまっている。ま
た、「教育への貢献」にいたっては人文学そのもの位置づけに関する提案と
生涯学習のために意義を捉え直すことができるのかもしれないという程度に
留まっている 。
3

人文学に限らず理科系の研究における新しい技術でさえ社会実装は難し
く、大学内における成果で留まることは多いだろう。海外大学における実証
実験がその学内から外に出ないという課題はよく挙げられる課題だ。かつ、
上に述べたその人文学の定義に従えば、直接社会への適応をすることは前提
2 「文学部「人文学科」の設置について | 東京大学」（https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/
ja/articles/n_z1305_00004.html - 2021 年 3 月 1 日 確認）
3 「2．人文学及び社会科学の意義・役割・目的について：文部科学省」（https://www.
mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/015/siryo/attach/1343073.htm - 2021 年
3 月 1 日 確認）
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から極めて困難である。そのような中でその意義が議題にあがりやすい人文
学の社会実装を考えるなら、直接的な役割ではなく、間接的な意義を考える
必要がある。すなわち、人文学を学ぶことで身に付くものであり、かつ社会
にも適応しうるスキルを探ること、およびそのスキルを媒介としていかにし
て社会に適応可能であるのかを考えることが、人文学の間接的な意義を考え
るうえで必要になる。当然ヒトのスキルは個によって異なるため、反証例を
探すことはたやすいが、ここではその可能性を極力論理的、すなわち一般化
しやすい形で記述していきたい。

2. 人文学を学ぶことで身に付くこと
上で確認したように人文学を学ぶことがすなわち言語文化、行動文化、歴
史文化、思想文化を学ぶことであると捉えた場合、この学ぶ行為によってど
の様なスキルが身に付くのだろうか。
結論を先に述べると、非常に一般的な表現で言えば、 考える

に尽きる

と考えられる。
言語の成り立ちや発展の背景、人類の行動に関する研究、歴史という人類
の営みに関する研究、思想という人類による事象の捉え方に対する研究を通
して、人類は

考え

てきた。

例えばヘーゲルは言わずもがな、それを批判したマルクスの言う外化など
の相反する考え方、また日本においても例えば西田幾多郎の言う純粋経験の
場という考え方は目の前の事象から自己を引きはがし、自己とそれ以外との
関係を

考える

きっかけとなってきたと言えるだろう。この様に外界から

自己を含めた現世界を捉えようという試みは人文学に特徴的な 考えること
であると言えるだろう。さらに西欧世界において、無神論的実存主義とされ
るサルトルやニーチェの論考は西欧において生活する人類が神を前提にせず
自己存在を捉え、その前提となっていた行動からの解放と目の前の生活に対
して新たに向き合うよう
この

考える

考え

させてきたように思う。

スキルは人文学という、目の前の生活とは直接的にはほと

んど無縁の学問、一方で人類が直面した課題に一定の方向性を与えてきた学
問を学ぶことで身に付けることができる。至極端的な例でいうと、二元論的
な考え方とその否定、ジャック・デリダの脱構築等を学ぶことで極端な資本
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主義が産む社会課題に対して
この

考える

考える

ことができるようになる。

ことを学問・議論を通して学び、その力を身に付けられる

のは、既存の市場経済論理からも政治的力学からも一歩引いた場所で活動す
ることが出来る人文学という場の特徴であろう。

3. 社会への適応可能性
ではこの

考える

スキルを身に付けることがどの様に社会適応可能かに

ついて記述する。
このスキルの適応可能性を考える際にいくつか注意しなければならないこ
とがある。一つは個によってその身に付け方と発露の程度と方向性は異なる
ということ。二つ目は人文学を学ばないと必ず身に付けることが難しい訳で
はなく、人文学を学んだ個に与えられる十分条件ではないこと。三つ目は 社
会

への適応はいつ、どこの社会でという前提を常に検討する必要があるこ

とである。これらの前提がある時点で具体的な社会への適応としては限定的
なものにとどまっており、既に一般化に失敗している。しかし具体的な事例
としてではなく

考える

という非表象的な現象の発露としての社会適応を

考えるなら、逆説的だがまずその社会的な行動の具体的なあり方について検
討する必要がある。なぜなら社会への適応の発露として考えるものは、具体
的な行動を通して認知できないからである。
この発露形態において好ましい形態は
然考えるスキルを得たことで社会的に

利他
否

と呼ばれる活動だろう。当

とされている活動へと進んでい

く可能性もあることは付しておく。ここで断っておきたいのは、人文学を学
んだ人類が

誰かのために動く

いう意味ではない。ここでいう

という社会的に評されやすい行動を取ると
利他

活動は主体の利己的な考えから発露

されている。すなわち、考えるための枠を学び、それを実社会の現象に適応
した際に、 それが正しい

そうあるべきだ

と絶対的な価値判断を避ける

ようになる。その上で、ではどうあるべきか、と考えるようになる。ここで
重要なことは絶対的な価値判断を、考えるスキルによって放棄しているとい
うことだ。このことにより、人類は自身を含めあらゆる既存の価値観、判断
基準をそのまま受け入れるという活動から離れる。その際に、利己的に根拠
がなくとも

これはおかしい

と否定をする。ヘーゲルの言う否定に近しい
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観念だ。この否定とその解決（昇華）により現れるのは時として既存の実社
会が見向きをしていない、見ていたとしても自己および自己の属する集団の
目的と目標と利益とを優先することで放置されている課題に目を向ける視点
であり、それは

利他

と呼ばれる活動に結び付く論理を与える。

この放置される課題に対して目を向けることができる考え方が正解として
絶対的に存在しているのではなく、それは事象を観たときに考えるきっかけ
を手にできる可能性があるという程度のものだ。それは、より一般的な表現
を借りれば

客観的にものを捉える

ことでそうなっている背景や原因、要

素に目を向けるということである。ただ

客観的

と強調したのは、それを

客観として捉えるのは常に主体であり、その結果絶対的な客観は存在せず、
それがゆえに人文学を学んで身に付けた事象に対して
定に

客観的

考える

スキルは一

に行使されるものではなく、あくまで主体的、すなわち利己

的に行使されるものであるからだ。
このプロセスを経るためには現存する社会という枠組みを文化・歴史・言
語・思想といった背景を

考え 、極力客観的にとらえようと試みる人文学

の学問だからこそといえるのではないだろうか。
最後に本論の失敗と成功の事例として筆者サマリーを記載する。

4. 筆者サマリー
2012 年〜 2014 年思想文化学科宗教学宗教史学専修課程において宗教学概

論、死生学、カント哲学、西田哲学、神秘主義等の講義を受けつつ、卒業論

文の研究テーマとしては「日本の仏教徒が抱く自死・自殺に対する価値観」
を設定した。
日本の仏教研究者が必ず議題に挙げることは、第二次世界大戦中の僧侶が
国と一体化を唱えたことである。すなわち無になることが具体的行動として
は戦争への賛成と参画へと結びつき、その先に自己犠牲による死を想定して
いたという事実である。そこで仏典との整合性、および現代の僧侶による自
殺予防活動の仏典との整合性を確認し、社会変動に左右されずに今後自殺予
防活動を継続できるのかという問いのもとに研究をした。
この研究は宗教者の社会的活動の可能性、現代で言う自殺予防活動の論理
の強度を測ることを目標にしたものだった。しかし、今になって考えれば研
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究そのものは社会への適応に何ら関係が無いのだが、当時は研究することが
社会への適応するものであると無条件に考えていたため、結果的にこの研究
は先行研究に従って私の知的好奇心を満たすのみに留まった。
これを機に、研究そのものが直接社会へ適応可能であるとは考えなくなり、
そこから

社会

へ貢献するためには普及と活動の促進が求められると考え

るに至った。一方で既に僧侶による自殺予防活動は、とりわけ東北大震災以
降、宗派を超えて行われてる。この宗派を超えて活動している（考え方の垣
根を越えて手を携えている）ところに、原点仏教の整合性や論理の強弱は関
係を及ぼすことは期待できず、社会活動は社会活動であり、宗教活動とは異
なるのだろうと考えるようになった。
卒業論文では研究自体と社会活動の違いを学び、社会活動の原動力は世に
いうところの

教義

ではないことを悟ることができた。しかし、これでは

現在私が社会活動をする原動力は何かということを説明できていない。私が
社会活動をする原動力、すなわちここに寄稿する理由はもう一つある。
それは各種思想や定義の探求をする中で、現代の資本主義や民主主義に対
する懐疑と過去の過ちを繰り返さないための論理づくりという取り組みを始
めることができたのは、人文学を学んだことが大いに寄与していると考えて
いるからだ。
例えば仕事をする前に

仕事とは何か

を考え、そこで資本主義への賛同

と参画の論理を組み立て、後の世への影響を納得し、覚悟する前に実行する
ことをしない（正しくはできない）姿勢が身に付いた。この思考は、近代以
降の

自由

と

主権

および冷戦以後の

資本主義グローバル社会

を前

提とせずに捉え直す思想家、たとえばサルトルの自由に対する問いやデリダ
の二項対立に対する問い、の書籍を読み、学友と議論したことが最も重要な
体験だったと考えている。本稿で強調した

考える

スキルは同じ人文学を

学ぶ学友との議論の中で培われたのであり、当時の研鑽なしに現在の私を考
えることは到底不可能であるようにすら思われる。
私は現在、インドに基盤を置いて仕事をしており、様々な要因から努力を
したくても努力することができない環境を無くすことを目的として活動して
いる。インドも日本同様

民主主義

を標榜し、そこには個人の権利と責任

が前提とされている。すなわち自己努力による経済的な自立が求められてい
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る。同時にインドにおいて顕著なことは、
この自己努力の困難さである。カー
スト制度の影響による貧困の固定化、差別からそもそも自己努力の機会すら
与えられずに生を受けている。この土地で影響を及ぼすようになり、それま
での学問が現在にどう繋がっているのか、極力一般化に努めながら記載した
次第である。
最後に断っておきたいのは、当然ながらこの様なものの捉え方は大学を出
ることやまして人文学を学ぶことは必要条件でも十分条件でも決してあり得
ない。人文学を学んでいるからこそなどという姿勢では学問も社会活動も経
済活動も不用意な課題へ向かってしまうであろうことを付し、自己への戒め
とともに論を終えたい。

〈論文〉

中国帰国者一世・二世・三世の
中国語に対する意識調査
今後の日本における、多文化共生社会の実現に向けて
井上 晴美

1 はじめに
私は中国生まれ、日本育ちである。母語は中国語だが、日本語の方が能力
が高い。なぜ自分は日本へ来たのか、なぜ自分は中国語と日本語の 2 つの言

語環境で生活しているのか。これらはすべて、私の中国帰国者である祖母の
生い立ちと大きく関係している。
本研究では中国残留孤児（中国帰国者一世）と彼ら・彼女らの子孫（中国
帰国者二世・三世）たちが日本という国で、これまでどのように生きてきた
のか、これからどのように生きていこうとしているのかについて、一世の母
語である中国語に対する意識を中心に調査・研究し、「今後、日本社会とど
のようなかたちで共生していくか」について考えていく。

2 研究目的および方法
本研究の目的は、日本に住む中国帰国者 3 世代（残留孤児自身の世代、子

どもの世代、孫の世代）それぞれの中国語に対する意識を中心に、被験者の
アイデンティティに関わることを含めて調査を行うことによって、彼ら・彼
女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかにし、今後の日本にお

ける、多文化共生社会の実現に向けたヒントを「エンパワーメントの観点」
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から探っていくことである。特に、彼ら・彼女らが日本社会で生きていくな
かで、
「中国語を使う意味」は何であるか、また三世が「中国語を使いたい」
あるいは「使いたくない」と思う背景には何があるのか、そして「中国語が
使えなくなった」場合、どういった問題が生じるのかなどを、アイデンティ
ティの関連からインタビュー調査を通して考えていく。
上記の目的を達成するために、以下の順序で研究を進めていく。
①中国帰国者の言語やアイデンティティに関する先行研究を収集し、それら
を整理すると同時に、問題点を明らかにする。
②中国帰国者一世と二世を対象とした、言語や生活に関するインタビュー調
査を行い、その結果を整理・分析・考察する。
③一世と二世の調査結果をもとに、今後の研究に向けた課題を探る。
④中国帰国者の言語とアイデンティティに関する先行研究を再収集し、それ
らを整理すると同時に、新たな問題点を明らかにする。
⑤中国帰国者三世を対象とした、言語や生活に関するインタビュー調査を行
い、その結果を整理・分析・考察する。
⑥一世・二世・三世の調査結果をもとに、中国帰国者の言語に対する意識と
彼ら・彼女らの生き方との関係性について考えていき、今後の日本におけ
る、多文化共生社会を実現するためのヒントを考えていく。

3 中国帰国者とは
はじめに「中国帰国者」について説明する。
「中国帰国者」とは、第二次
世界大戦の「敗戦時」、その後の「戦後の混乱」で生き別れとなって中国人
家族に育てられた日本人や、「生き残る」ために中国に残留を余儀なくされ
た日本人で、その後の調査などで判明した肉親や、身元保証人を頼って日本
へ帰国してきた人々のことである。「中国残留孤児」と呼ばれる人々の内、
日本に帰国をしてきた人々は、この「中国帰国者」の中に含まれる。
「中国帰国者」について整理すると、戦前、中国に渡った日本人の敗戦後
の引揚げは、次の三度の変節点が存在すると言われている。

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
第一期 1945 年〜敗戦直後
連合軍、日本政府に海外の日本軍・民間人の日本への引揚げを指令
日本政府、中国東北地区（旧満州）に対し「民間人は現地に定着させよ」
との指令
中国東北地区（旧満州）の日本人の民間人は、日本からの援助も途切れ、
生存のため現地人家庭に入ったり、乳飲み子を預けたり、もらわれたりし
ていた。
連合軍・国府軍・中共軍で日本人送還委員会設置、日本人引揚げ再開
中国人家庭に入った「婦人」「幼児」を残し、引揚げはほぼ終了
第二期 中華人民共和国成立 (1949 年 ) 後 1953 年〜
1949 年に国会で引揚げ促進を決議し、中国からの集団引揚げが再開された
にもかかわらず、日本政府は中華人民共和国の成立と同時に国交断絶し、
中国からの引揚げが中断された。
しかし、中国政府、赤十字社、民間団体が人道的立場から、集団引揚げを
再再開する。(1953 年〜 )
ところが、中国に対する敵視政策をとっていた日本政府は 1958 年、長崎
における中国国旗侮辱事件を契機に中国と国交を全面断絶し、中国からの
引揚げは再び中断された。
第三期 日中国交回復後〜
1972 年の日中国交正常化により、20 年近く凍結されていた中国残留日本
人の引揚げが再開される。その後、厚生省による肉親捜しや、帰国後の定
着促進センターの開設など、受け入れのケアが本格化する。

厚生省は、敗戦時、中国において満 13 歳未満の残留日本人を「中国残留

孤児」と規定し、肉親捜しや帰国旅費の支給、帰国後の日本語教育・住宅・
就労などのケアの対象とした。しかし、13 歳以上の女性（「残留婦人」）は、

自分の意思により結婚・残留したものとして、「残留孤児」と区別されてい
た 。
1

このように、「残留孤児」や「残留婦人」などの「中国帰国者」を発生さ
せたのは、日本政府の敗戦時の引揚げ援護政策の混乱であるということが分
かる。
「中国帰国者」の配偶者は、純粋な中国人の場合が多く、その子どもであ
る二世・三世は、日本人と中国人の間で生まれた子どもであり、この配偶者・
二世・三世は、厳密には「中国帰国者」とは言えない。

1 「中国残留孤児」と「中国残留婦人」を合わせて「中国残留邦人」と呼ぶ。
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4 先行研究
本研究では、先行研究を大きく分けて、下記の 3 つに分類する。

4-1 母語・継承語
中国帰国者の母語や継承語に関する研究として、齋藤 (1997) と高橋 (2008)

の調査結果がある。齋藤 (1997) は母語保持教室に通う 4 人の帰国者子女を

対象に、インタビューと教室での言語行動の観察記録をデータとして母語喪
失と日本語獲得の実態を記述し、母語喪失を促進する要因を探ることを試み
た。その結果、⑴口頭能力と読み書き能力には差があり、前者に比して後者
は喪失しやすいこと、⑵家庭での母語使用はそれだけでは母語保持の決め手
とはならないこと、⑶来日時の読み書き能力の有無が母語保持か喪失かを決
定する要因の一つと考えられること、以上の 3 点が明らかとなった。

高橋 (2008) は「継承語教育」に焦点を当て、中国帰国者集住地域にある

小学校で行われている中国語授業の実践例を参考に、その課題と展望を探っ
た。その結果、中国語を母語と呼べるほどの能力をもたない日本生まれの子
どもたちへの中国語継承語教育に関しては、多くの課題が見つかった。高橋
はそれらの課題を⑴社会的な問題、⑵学校側や制度的な問題、⑶親や子ども
側の家庭的な問題、としてそれぞれまとめている。

4-2 中国帰国者のアイデンティティ
中国帰国者のアイデンティティに関する研究として、永井 (2014) と李・

佐野 (2010) の調査結果がある。永井 (2014) は思春期に中国から日本へ文化

間移動を行った（つまり言葉ならびに価値観を含む文化が異なる空間へ移動
した）中国帰国者のアイデンティティが、日本で時を経るに従って、どのよ

うに変化するのかを明らかにしようと試みた。思春期に来日した 4 人のイン
フォーマントに、来日 10 年後、18 年後、24 年後の 3 回に渡って追跡イン

タビューを実施し、それぞれの語りから 4 人のアイデンティティの変化を読
み取った。その結果、以下のような仮説が立てられた。「思春期に文化間移

動を行った中国帰国者は、日本滞在の方が長くなった頃に、一定の定型（安
定）性をもち、変化の少ないアイデンティティをもつに至る。そして、来日

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
後四半世紀が経っても、急速に “ 日本人化 ” は進まず、2 つの国の狭間に立

たされていることによる、定まらないアイデンティティをもつことが常態化、
定型化してしまう場合がある。差別やいじめに代表される日本社会がもつ中
国帰国者に対する負の圧力は、アイデンティティの形成に大きい影響を与え
ている」。
李・佐野 (2010) は半構造化面接を通して、中国帰国者三世の文化的アイ

デンティティ の形成における来日年齢と在住期間・異文化体験・生活環境
2

の変化との関連を明らかにすることを試みた。面接内容は、来日の経緯およ
び来日に対する評価、友だち関係、民族的帰属感、日本と中国への思い、中
国帰省の有無などについてである。調査の結果、中国帰国者三世の文化的ア
イデンティティの形成、とりわけ民族的帰属意識において、来日年齢や在住
期間が重要な要因であることが明らかになった。

4-3 中国帰国者二世・三世の日本語指導と継承語
中国帰国者の日本語に関する研究として、広崎 (2006) の調査結果がある。

広崎は学校教育の中で行われている、日本語を母語としない子どもたちを対
象とした「日本語指導」を、子どもたちがどのように経験しているのか、子
どもたち自身の立場から接近することを試みた。その結果、同じ形態の「日
本語指導」を受ける場であっても、個々人によって異なる意味づけがなされ

る場合があることが明らかとなった。子どもたちにとって、
「日本語指導」
の場は、⑴他者との関係を構築する場、⑵ニーズへの対応と主体性の尊重が
なされる場、⑶「特別扱い」の場といった 3 つの機能をもっている。

真嶋は (2014) は、定住二世児の二言語能力の縦断研究を行った。中国ルー

ツの CLD 児 の二言語能力について、どのような傾向が見られたのか、現地
3

語（日本語）と家庭言語（中国語）の複数言語環境に育つ子どもたちが、二
言語能力をどのように伸ばしていったのか、などについて紹介されている。

2 文化的アイデンティティとは、国籍がどこであれ、自分が何者であるかということ
からくる深い感情、ライフ・スタイル、立居振る舞い、考え方などを全部ひっくる

めたものを言う ( 箕浦 1984)。大西 (2001) は文化的アイデンティティを、個人があ
る文化的集団の一員として形成する自己概念、所属感と定義する。

3 CLD とは、Culturally Linguistically Diversity の略。要するに、CLD 児とは、文化的・
言語的に多様な背景をもつ児童のことである。
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4-4 先行研究から見えた課題
以上のように、中国帰国者を対象とした母語や継承語、アイデンティティ、
日本語指導に関する研究は少なくない。ただ、齋藤 (1997) では、なぜ母語
の保持が必要なのかについて触れられていなかった。また、高橋 (2008) の

中で、母語を喪失してしまうと「親子間のコミュニケーションができなくな

る」、
「母文化を保持できなくなる」、「アイデンティティの形成に負の影響を
与える」と述べられていたのだが、筆者は二世もしくは二世の配偶者がある
程度日本語を話せる場合、親子間のコミュニケーションにそれほど大きな問
題はないと考える。さらに、アイデンティティの形成において、どういった
負の影響が与えられるのかについて詳しく述べられていなかったので、この
点に関しても考えていく必要がある。そして、中国帰国者 3 世代それぞれの
中国語に対する意識の研究は今のところ見られず、同時に、彼ら・彼女らが
日本社会において「中国語を使う意味は何であるか」に関する研究も今のと
ころ見られない。したがって、中国帰国者 3 世代それぞれの中国語に対する
意識および被験者のアイデンティティとの関連性、彼ら・彼女らの生き方と
の関係性を本論文で明らかにすることを試みる。

5 母語・母国語・第一言語・継承語・アイデンティティの定義
ここまで母語・継承語・アイデンティティという用語を使って論を進めて
きたが、本章ではそれらに類似した用語である「母国語」と「第一言語」に
ついても言及し、それぞれの用語を定義しておく。
＜母語の定義＞

基準／定義

◦出自／人が最初に学んだ言語
◦運用能力／人が最もよく知っている言語
◦機能／人が最もよく使用する言語
◦アイデンティティ

a. 内的なもの／人が自分のものだと認識する言語
b. 外的なもの／他者によってその言語のネイティブスピーカーだと認識
される言語

( 高橋 2013：Skutnabb-Kangas 1989)

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
なお、高橋 (2013) は、母語は多様な基準をもっており、1 つの定義でま

とめることが難しいと述べている。また、スクトナブ＝カンガスは母語の多
面性を指摘し、人が複数の母語をもつことを認めている。
日本に住んでいる中国帰国者の子どもたち（三世四世） の場合
4

◦出自で見ると、母語は「中国語」と考えられる。
◦運用能力から見ると、母語は学校での教育言語である「日本語」と考え
られる。
◦機能から見ると、（学校を含めた社会で接触する人々のほとんどが日本
語話者であり、日本語の使用量が最も多いことから）母語は「日本語」
と考えられる。
◦アイデンティティから見ると、内的には「中国語」あるいは「日本語」
、
外的には「中国語」が母語だと考えられる。
高橋 (2013) いわく、このように考えると、中国帰国者三世四世の子ども

たちは、
「日本語」と「中国語」という 2 つの母語をもっていることが分かる。
＜母語と類似した用語＞
Ⅰ．母国語
ほとんどの日本人は、母語も母国語も日本語であるために、これらの違い
が理解しにくい。母国語は、自分が国籍をもっている国の国家語あるいは公
用語を指す。
人によって母語と母国語が異なる場合を考えてみよう。例えば、在日コリ
アンの母国語は韓国・朝鮮語だが、日本で生まれ育ち、両親も日本語で子ど
もを育てる、あるいは学校教育を日本語で受けるなどした場合、母語は日本
語であることが多いそうである。
また、世界には一国家一言語ではない国家が数多くあり、それらの国でも
母語と母国語が一致しないケースがあると言われている。例えば、ジャワ語
4 日本で生まれ育っているが、中国語話者の両親や祖父母に育てられている。人によっ

て日本語や中国語に触れる量や質に差はあるが、家庭では主に中国語が、学校や社
会では日本語が使用されている環境で育っている。
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を母語とするインドネシア人の母国語はインドネシア語である。さらに、歴
史的や政治的な背景から、その国家に「母国」としての思いをもっていない
人もいるだろうと言われている。
このように考えると、母語と母国語が全く異なる性質をもつということが
分かる。
Ⅱ．第一言語
最初に獲得した言語を第一言語、その後に学習する言語を第二言語と呼ぶ。
第一言語という場合、その言語の運用能力のみが問われ、母語にあるような
親子のつながりや、その集団への帰属意識などは含まれないそうである。
Ⅲ．継承語

Heritage Language（継承語）は、多民族国家カナダで生まれたことばだが、

最近になって、日本で母語教育を推進する人々の間で使われるようになった
と言われている。特に、母語と呼べるほどの運用能力をもたない子どもたち
にとって、人間形成や親子のコミュニケーション促進、言語・文化継承をさ
せるための教育が大事だという意味合いを強くもっているそうである。
継承語は、
「母語・母文化が危険にさらされるマイノリティ言語の子ども
のみが必要とするもので、母語が社会の少数言語であるため、社会の主要言
語で教科学習を余儀なくされる子どもが対象となる」言語であり、継承語教

育は、
「異言語環境で親のことば、文化を育てる」教育である ( 高橋 2013：

中島 2005)。

高橋 (2013) は、どのようなことばを使うにせよ、人間の心とことばの成

長に重要な役割を果たしているのが母語であることに間違いはないと言う。
＜アイデンティティの定義＞

アイデンティティ論を確立させたのは E.H. エリクソンと言われている。

エリクソンはアイデンティティを「自我（ego）
」の側面と「自己（self）」の
側面から考察しているそうである。

「自我アイデンティティ」は自我の心理・社会的機能、すなわち統合力に
注目したものであると言う。自我アイデンティティが確立されるには、①個
人が自分自身についてさまざまな次元で抱いているイメージ（例えば、
能力、
社会的地位、対人関係など）を統一すること、②それが時間的に連続してい

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
ると感じられること、すなわち人間の生涯を通じて変化する主体の発達とし
て捉えること、さらに、③それ（自分自身についてのイメージ）が他者にも
合致したものとして認識されていること、が同時に実感されていなければな
らないと言われている。これに対し、「自己アイデンティティ」とは、個人
が統合された自己ないしは役割のイメージを保持しているかどうかを示す言
葉である ( 小野原 2004：Erikson,E.H.1968,1950)。G. ストーンによれば「あ

る人間が社会関係に関与したり、ある共同体のメンバーであることなどが他
者から認知されることで、社会的存在として確立されること」だと言う ( 小

野原 2004：Stone,G.1962)。

エリクソンが強調するのは「自我アイデンティティ」であり、すなわちア

イデンティティの中心は自我アイデンティティであるとされている。エリ
クソンが、自我アイデンティティとは「さまざまな自己像を徐々に統合し、
アイデンティティ感として完成させる」アイデンティティである ( 小野原

2004：Erikson,2003b,p.291) と言う時、人は同時に複数のアイデンティティ

の束に包まれていることを言っているそうである。そして、そこから状況に
応じて望ましいアイデンティティを選択し、望ましくないアイデンティティ
を返上することにより、自己の存在を価値あるものと証明しようとしている
のである。例えば、言語的アイデンティティ、文化的アイデンティティ、民
族的アイデンティティ、国家的アイデンティティなどは輻輳するアイデン
ティティの一つであり、それらの内どれをどのようにして自分のアイデン
ティティとして統合していくのか、ということが重要であると言う。
中国帰国者の場合、日本と中国、2 つの国の言語や文化と接触しながら生

きてきた・生きているため、安定したアイデンティティを保持することが難
しいのではないかと考えられる。それは本人の言語能力や生活環境など、
様々
な要因によるものだと考えられる。例えば、本人が日本社会で「自分は日本
語を使う日本人である」と主張したとしても、日本社会からそのように認識
されなかった場合、
「自分は一体どちらの国に帰属する人なのだろうか」と
いう悩みを抱えながら生きていくことになる。言い換えると、本人は「アイ
デンティティに揺らぎを感じながら」生きていくことになる。
本来なら、相手の母語が何であれ、アイデンティティが何であれ、日本社
会で暮らす人たち一人一人が、「セルフエスティーム（自尊感情）
」と「リス

ペクト（尊敬・尊重）」の感情をもちながら相手に接することができれば、
アイデンティティに深く悩まされることなく生きていける人たちが増えてい
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くのではないか、と筆者は考える。

6 調査
6-1 調査目的
中国帰国者 3 世代の日本での生活について、主に「中国語」と「日本語」

の言語環境・言語能力（本人の自己評価によるもの）・言語使用状況に着目
しながら、彼ら・彼女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかに
することが目的である。

6-2 調査方法
今回は中国帰国者一世 4 名、二世 3 名、三世 3 名に対して半構造化イン

タビューを実施し、分析と考察を行った。インタビューは協力者の言語能力
に応じて、中国語と日本語の両言語を使用し、音声記録に残した。質問に関
する説明は以下の通りである。
まず、一世は Q1 〜 11、二世は Q1 〜 10、三世は Q1 〜 8 までが「本人

の生い立ち」に関する質問となっている。次に、「本人および本人と異なる
世代の言語能力や言語使用」に関する質問は、一世が Q12 〜 19、二世が

Q11 〜 18、三世が Q9 〜 16 までとなっている。

なお、それぞれの世代における「境遇」が異なるため、質問項目は世代に

より少し変わっていることがある。例えば、一世を対象とした Q7 〜 9 は、
二世と三世には質問していない。また、二世を対象とした Q9 と Q10 は、
一世と三世には質問していない。さらに、三世を対象とした Q4、Q6 〜 8、

Q9 〜 11 は、一世と二世には質問していない。
ただし、一世を対象とした Q4 と Q6 は、三世には質問していないが、二
世を対象とした Q4 と Q6 で違う問い方をしている。加えて、一世を対象と
した Q10 〜 13、Q16、Q19 は、三世には質問していないが、二世を対象と
した Q7、Q8、Q11、Q12、Q15、Q18 で問いかけをしている。
その他の質問項目に関しては、3 世代すべてに共通しており、同じような
問いかけだと考えてよい。

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）

6-3.1 一世に対するインタビュー内容
以下は、一世 4 名への質問内容とそれらに該当する回答を表 1 にまとめ

たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-3.2 の分析のところで詳しく述べることにする。
（資料 1 を参照）
＜本人の生い立ちに関する項目＞

Q1 お名前は何ですか、今年いくつですか。
Q2 生まれた場所、育った場所はどこですか。
Q3 国籍は何ですか。
Q4 いつ帰国しましたか、帰国して良かったですか。
Q5 自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
Q6 日本名の名付け親はだれですか。
Q7 肉親やきょうだいは見つかりましたか。
Q8 養父母はどんな人でしたか。
Q9 あなたにとって日本と中国はそれぞれどんな国ですか。
Q10 中国での教育経験はありますか、何年間教育を受けましたか。（学歴）
Q11 中国での職業は何でしたか。
＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞

Q12 日本語能力はどうですか、どうやって日本語を習得しましたか。
Q13 どれくらいの期間、日本語を学習してきましたか。
Q14 お子さんやお孫さんたちと意思疎通するとき、どの言語を使います
か。

Q15 お子さんやお孫さんたちの言語能力（中国語と日本語）はどうですか。
Q16 お子さんやお孫さんたちはどうやって中国語を獲得し、日本語を習
得してきましたか。

Q17 あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q18 あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q19 あなたはお子さんやお孫さんたちに中国語を継承・保持してもらい
たいですか。また、その理由は何ですか。
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表 1：一世の調査結果をもとにまとめたもの
IN さん（女性） TR さん（女性） NT さん（女性） TY さん（女性）
名前
インタビュー
時の年齢
出生地／生育
地
帰国した年と
当時の年齢
母語
国籍
自分を何人だ
と思うか
中国での学歴
中国での職業
肉親
帰国に対する
評価
自分にとって
日本と中国は
それぞれどん
な国なのか
本人の自己評
価による言語
レベル
日本語学習支
援の有無・期
間
二世・三世と
の意思疎通に
ついて

中国名と日本名

中国名と日本名

中国名と日本名

中国名と日本名

76 歳

77 歳

79 歳

84 歳

1998 年
54 歳
中国語
日本

1996 年
53 歳
中国語
日本

未詳／中国・ハル
ビン
1998 年
57 歳
中国語
日本

日本人

日本人

日本人

未詳／中国・延吉 日本／中国・琿春

日本／中国・長春
1986 年
50 歳
日本語
日本
日本人

師範学校
師範学校
小・中学校の先生 小学校の先生
見つからなかった 見つかった

中学校
教育経験なし
工場員
農家
見つからなかった 見つかった

満足している。

満足している。

満足している。

満足している。

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…一時的な居
住国

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：高

あり
1 年ほど

あり
1 年ほど

あり
1 年ほど

あり
1 年ほど

二世…中国語
三世…中国語

二世…中国語
三世…中国語

二世…中国語
三世…中日混合

二世…中日混合
三世…日本語

二世…中国語：高
一世からみた
日本語：中
二世・三世の
三世…中国語：中
言語レベル
日本語：高
中国語と日本
語、どちらと
中国語
接触する機会
が多いか
次世代に中国
語を継承・保 継承・保持しても
持してもらい らいたい
たいかどうか

二世…中国語：高 二世…中国語：高 二世…中国語：高
日本語：中
日本語：中
日本語：中
三世…中国語：中 三世…中国語：低 三世…中国語：低
日本語：高
日本語：高
日本語：高
中国語

中国語

中国語

継承・保持しても できれば継承・保 できれば継承・保
らいたい
持してもらいたい 持してもらいたい

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）

6-3.2 一世における調査結果および分析
⑴ 一世の間に見られる共通点

4 名の中国帰国者一世にインタビュー調査を行った結果、①性別が女性で

あること、②中国名と日本名をもつこと、③国籍が日本であること、④自分
のことを日本人だと思っていること、⑤帰国に対して満足していること、⑥
日本語学習支援の経験があること、⑦中国語と接触する機会が多いこと、⑧
次世代に中国語を継承・保持してほしいこと、といった 8 つの共通点が見ら
れた。

②日本名に関して、IN さんと NT さんは、中国人の養父母に名付けられ

た中国名や自分が育った地域の名前を日本名の一部に取り入れており、日本

と中国、2 つの国に対する強い思い入れが感じられる。また、TR さんと TY
さんは、日本人の生みの親の名字をそのまま使っている。

③国籍に関して、
IN さんと TR さんは、日本国籍を取得したのではなく、
「取

り戻した」と強く主張していたのだが、これは本人たちの日本への帰属意識
と大きく関わっていると考えられる。

④「自分を何人だと思うか」という質問に対して、4 人とも日本人である

と答えた。これは肉親が見つかった・見つからなかったという事実よりも、
日本人の肉親が実際に存在していたことが本人たちにとって重要であるのだ
と考えた。TR さんは、「血縁から判断すると日本人だが、正直、今でもよ

く分からない。自分の日本名の意義や意味もよく分かっていない」と言って
いた。また、本人たちの日本語能力の高さは、本人たちが自分のことを何人
だと思っているのか、ということとあまり関係していないと言える。
⑤帰国に対する評価に関して、
「自分の祖国に帰って来られたこと」や「自
分の肉親と会えたこと」が “ 満足している ” という結果につながっている。
ただ、IN さんと NT さんは、自分の肉親を見つけることができなかったのに、
帰国に対して満足しているそうである。IN さんの場合、「自分の子どもの世

代は収入が安定し、孫の世代は順調に学業を修めていて、全体的に日本での
生活が良くなったこと」が理由として挙げられる。帰国したばかりの時、日
本社会に適応するためにあらゆる面で苦労していた時期、帰国してから数十

年たった今、それぞれにおける心境の変化は大きいだろう。IN さんは帰国
したばかりの頃、「日本への帰属感はあまりなかった」と言っており、
「日本
人とは表面上のつき合いしかできず、近いようで遠い距離感があった」
と言っ
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ていた。「帰国当初は中国にいる親戚・同僚・教え子たちがとても恋しかった」
という IN さんの気持ちがよく分かる。

⑥日本語の学習支援に関して、4 人とも「日本へ帰国後、中国帰国者定着

促進センターで日本語の指導を受けたことがある」と答えた。IN さん・TR
さん・NT さんは中国語が母語であり、本来の母語である日本語を「第二言

語」、
「外国語」として習得してきた。TY さんの場合、母語は日本語であり、

さらに小学校 2 年生まで日本で暮らしていたため、帰国後の日本語学習にそ
れほど苦労はしなかったと言う。

⑧「次世代に中国語を継承・保持してもらいたいかどうか」という質問に
対して、IN さんと TR さんは、「日本にいる家族だけでなく、中国で暮らし

ている親戚たちとも意思疎通ができるようになってほしいから」と答えた。
また、IN さんは、「（三世は）今後もずっと日本社会で生きていくことにな
るだろうから、自身の生きる術としても中国語を忘れないでほしい」と言っ

ていた。この 2 名からは、日本に住み続けていても、中国とのつながり、中
国にいる人たちとのつながりを大事にし続けてほしい、という思いが伝わっ
てくる。一方、NT さんと TY さんも「家族間での意思疎通に必要だから」

と答えていたが、例えば、
TY さんの孫のように「中国語は嫌いじゃないけど、

あまり好きでもない。
（本人は）中国人と言われるのが嫌だって」という三

世もいる。NT さんも TY さんも「他人より 1 つ多くの言語ができるのは良

いことだ」と思っており、たとえ三世自身に中国語を継承・保持する意思が
あまりなかったとしても、日本語と中国語の両方ができる三世への期待は、
少なからずあるのではないかと考えた。また、その期待というのは、かつて
自分たちが中国語を通して中国の養父母たちとつながり合えたように、三世
たちにも日本語や中国語を通して日本と中国をつなげていってほしい、とい
う思いがあるのではないかと考えた。
⑵ 一世の間に見られる相違点
一方、相違点は①年齢、②出生地／生育地、③帰国した年、④母語、⑤中

国での学歴、⑥中国での職業、⑦肉親が見つかったかどうか、⑧本人にとっ
て日本と中国はどんな国なのか、⑨本人の言語レベル、⑩二世・三世との使
用言語であった。
①年齢に関して、4 人とも養父母に引き取られた時の年齢が異なっている。

IN さんの場合、未だに自分の正確な生年月日が分からず、実年齢が不確か

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
であると言う。また、IN さんは他の 3 人より少し事情が複雑であり、三つ
の家庭で育ってきたという経験がある。IN さんが 6 歳か 7 歳だった時、一

人目の養母が亡くなり、以来、一人目の養父とともに畑仕事を中心に生活を
していたそうである。しばらくして、一人目の養父も亡くなり、二つ目の家

庭に引き取られたが、そこの養父母とあまり良い関係を築くことができず、
三つ目の家庭でようやく落ち着いた生活を送ることができたと言う。NT さ
んは、幼い頃に（日本人の）母とともに中国へ渡ったそうである。1979 年
に日本へ肉親を捜しに行く機会を与えられたが、本人いわく、中国での暮ら
しが安定していたため、日本へ帰国したいという気持ちはそこまで強くな
かったと言う。NT さんの養父母は実の娘が存在していたそうなのだが、19
歳の時に亡くなってしまい、それから NT さんを引き取ったそうである。学

校へは 6 年間だけ通い、以来、養父母とともに饅頭を売りながら生活をして

いたと言う。養母は怒った時に「あんたは金で買ってきた子なんだよ」と発
言する時もあったそうなのだが、NT さんは、
「敵国の子を育ててくれた中

国の養父母はとても親切であった」と感謝の気持ちを表していた。

④母語に関して、TY さん以外の 3 名は、能力的に日本語より中国語の方

が高いからそう認識していると考えた。また、配偶者が中国人であったり、
親戚や同僚も全員中国人であったりするので、要するに、「中国語によって
育てられ、中国語を通じて関わってきた人が多い」からだと考えた。
⑤中国での学歴や⑥職業に関しては、本人の意思というより、養父母の
生活環境・経済力・教育に対する意識などによって決まった部分が大きい。

IN さんの三人目の養母は「日本人」であり、残留孤児当事者である IN さ

んに対して同情心が強く、将来は経済的にも精神的にも豊かに暮らすことが

できるよう、教育に力を注いでくれたと言う。TR さんは、4 人の中では比

較的裕福な家庭に引き取られたそうである。本人いわく、「自分は周りの中
国人の子どもたちより恵まれた生活をしていた」
と言う。
ただ、
それが原因で、
小学生の時はよく「外国の子、外国人のくせに」など、周囲の大人や子ども
たちに悪口を言われていじめられたこともあったそうである。しかし、そ
ういうことが起きる度に、TR さんの養母は必死に守ってくれたと言う。TR

さんの養母は教育経験がなく、字の読み書きができない人であった。そのた
め、TR さん本人にはしっかりと教育を受けさせようという気持ちが強かっ

たそうである。TR さんは、「養父母は自分に対して我が子のように愛情を

注いで育ててくれた」と言っていた。
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⑧「日本と中国、自分にとってそれぞれどんな国なのか」という質問に対
して、4 人とも日本は自分の祖国であると答え、自身のルーツを重視してい
る傾向があった。TY さんと TR さんは、日本で、日本人の両親の間に生ま

れた子どもなので、日本が祖国だというのは理解できる。しかし、IN さん

と NT さんは出身地が未詳であり、かつ日本人の生みの親も見つからなかっ

たのに、
日本を自分の祖国だと思っている。ここでもやはり、
肉親が見つかっ
た・見つからなかったという事実よりも、日本人の肉親が実際に存在してい
たこと、また肉親の出身地・生育地が日本であることが、本人たちにとって
は重要であると言える。
⑨本人の言語レベルに関して、実際に言語能力を測定するためのテストな
どを行ったわけではなく、本人へのインタビューを通して定めたものである。

IN さん・TR さん・NT さんは、自身の日本語能力について、「日常生活に

おける簡単なあいさつや会話はできる。病院へ行く時は必要に応じて通訳の
人を呼ぶ」と言っていた。TY さんは日本語母語話者なので、帰国したばか

りの時は日本語があまり話せなかったが、時が経つにつれて、次第に忘れか
けていた日本語を思い出すようになったと言う。
⑩二世・三世との使用言語に関して、IN さんと TR さんは、「子どもたち

や孫たちとは中国語を話す」と答え、特に三世に対して、中国語を継承して
ほしいという思いが後の 2 名よりも強く感じられた。一方、NT さんは、
「子

どもとは中国語を話すが、孫とは日本語を話すことが多い」と答え、TY さ

んは、
「子どもとは日本語と中国語を交えて話すが、孫たちとは日本語を話
す」と答えた。NT さんも三世に対して、中国語を継承してほしいという思
いはあるが、三世自身に継承したいという思いがないらしい。これは三世の
中国語のレベルが低いことからも読み取れる。また、TY さんは三世に対し

て、中国語を継承する必要はあまりないように見受けられた。これも三世の
中国語のレベルが低いことから読み取れる。一世と二世は中国に住んでいた
時から互いの母語である中国語を使って意思疎通をしてきたので、日本へ帰

国・来日しても、その習慣はほとんど変わっていない。ただ、三世の場合、
中国生まれの人もいれば日本生まれの人もいる。また、
同じ中国生まれでも、
来日時の年齢や日本での在住期間が異なる。小学生になる前に来日した三世
や日本生まれの三世は、たとえ母語が中国語であっても、家庭外の言語環境
において日本語を話す機会が増えていくと、中国語より日本語の能力が高い
場合が多い。

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）

6-4.1 二世に対するインタビュー内容
以下は、二世 3 名への質問内容とそれらに該当する回答を表 2 にまとめ

たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-4.2 の分析のところで詳しく述べることにする。
＜本人の生い立ちに関する項目＞

Q1 お名前は何ですか、今年いくつですか。
Q2 生まれた場所、育った場所はどこですか。
Q3 国籍は何ですか。
Q4 いつ来日しましたか、来日して良かったですか。
Q5 自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
Q6 日本名の名付け親はだれですか。
Q7 中国での教育経験はありますか、何年間教育を受けましたか。（学歴）
Q8 中国での職業は何でしたか。
Q9 日本での職業は何ですか。
Q10 今の職場における中国人の割合を教えてください。
＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞

Q11 日本語能力はどうですか、どうやって日本語を習得しましたか。
Q12 どれくらいの期間、日本語を学習してきましたか。
Q13 お子さんやお孫さんたちと意思疎通するとき、どの言語を使います
か。

Q14 お子さんやお孫さんたちの言語能力（中国語と日本語）はどうですか。
Q15 お子さんやお孫さんたちはどうやって中国語を獲得・日本語を習得
してきましたか。

Q16 あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q17 あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q18 あなたはお子さんやお孫さんたちに中国語を継承・保持してもらい
たいですか。また、その理由は何ですか。
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表 2：二世の調査結果をもとにまとめたもの
名前
インタビュー
時の年齢
出生地／生育
地
来日した年と
当時の
年齢
母語
国籍
自分を何人だ
と思うか
中国での学歴
中国での職業
日本での職業
来日に対する
評価
父と母のどち
らが残留孤児
なのか
本人の自己評
価による言語
レベル
日本語学習支
援の有無・期
間
一世・三世と
の意思
疎通について
二世からみた
三世の言語レ
ベル
中国語と日本
語、どちらと
接触する機会
が多いか
次世代に中国
語を継承・保
持してもらい
たいかどうか

IT さん（男性）

TA さん（女性）

K さん（女性）

中国・延吉

中国・寧安

中国・琿春

1998 年
28 歳

2000 年
39 歳

1998 年
26 歳

中国語
日本
中国人

中国語
中国
中国人

中国語
中国
中国人

専門学校
警察
正社員
満足している。

中学校
専業主婦
パート
満足している。

中学校
農家
パート
満足している。

母が残留孤児

母が残留孤児

母が残留孤児

中国語：高
日本語：中

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

あり

なし

なし

一世…中国語
三世…中日混合

一世…中国語
三世…中国語

一世…中国語
三世…中国語

中国語：中
日本語：高

中国語：高
日本語：高

中国語：高
日本語：高

両言語とも接触するが
中国語の方が多い。

中国語

中国語

継承・保持してもらい
たい

継承・保持してもらい
たい

継承・保持してもらい
たい

中国名と日本名
50 歳

1 年ほど

中国名と日本名
59 歳

中国名のみ
48 歳
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6-4.2 二世における調査結果および分析
⑴ 二世の間に見られる共通点

3 名の中国帰国者二世にインタビュー調査を行った結果、①出生地／生育

地が中国であること、②母語が中国語であること、③自分を中国人だと思っ
ていること、④来日に対して満足していること、⑤母が残留孤児であること、
⑥次世代に中国語を継承・保持してほしいこと、といった 6 つの共通点が見
られた。

②母語に関して、3 人とも「中国語」であると答えた。これは、母語の定

義に基づいて考えると、出自的にも運用能力的にもそう認識できると考えた。
③「自分を何人だと思うか」という質問に対して、3 人とも「中国人」だ

と答えていたのだが、これは本人の母語と一世の母語が一致していることや、
本人の父である一世の配偶者が中国人であることが理由だと考えた。一世の
場合、日本人でありながら中国人として生きてきた人たちであり、二世の場
合、日本にルーツをもちながら中国人として生きてきた人たちだと言える。
⑥「次世代に中国語を継承・保持してもらいたいかどうか」という質問に
対して、3 人とも「継承・保持してもらいたい」と答えた。IT さんは、
「生

活するうえでも就職するうえでも必要となるから。使える言語は 1 つでも 2
つでも多い方が良い」と言っていた。また、TA さんは、「将来、もしかし

たら中国で仕事をすることになるかもしれないので、中国語ができていた方
が良いと思っている。あと、将来どこの国で暮らそうとも、中国語はできて
いた方が良い」と言っていた。そして、K さんは、
「近年は中国の経済がめ
ざましく発展しているようなので、中国語ができれば（就職する際に他人よ
り）優位に立てると思うから」と言っていた。今回インタビューした二世の
みならず、他の二世やその配偶者たちも、日本での教育経験はほぼないと考
えられる。また、彼ら・彼女らの場合、一世と違って家族を養っていかなけ
ればならないので、来日してすぐに働く必要があった。ただし、働くと言っ
ても、自身の中国語の能力や、中国で培ってきた仕事のスキルなどを生かせ
る職業に就けたわけではない。加えて日本語の壁もあり、二世のほとんどの
人たちは（その配偶者たちも）限られた職場で働かざるを得なかったと言え
る。そのため、人によっては劣等感を抱いている場合もあるだろう。だから
こそ、三世の人たちに対して、日本語と中国語の両方ができる優秀な人材に
育ってほしい、自分たちよりも良い職業に就いてほしい、という強い思いが
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あるのだと考えた。
⑵ 二世の間に見られる相違点
一方、相違点は①性別、②日本名があるかどうか、③年齢、④来日した年、
⑤国籍、⑥中国での学歴、⑦中国での職業、⑧日本での職業、⑨本人の言語
レベル、⑩日本語学習支援の経験があるかどうか、⑪中国語と日本語に触れ
る機会の多さであった。
②日本名に関して、IT さんは日本語指導の先生に名付けてもらい、TA さ

んは自分で付けたそうである。2 人とも母と同じ名字をもち、日本名の一部

に中国名の漢字が取り入れられている。K さんは日本名をもつ必要は特にな

いと思っているため、中国名のまま日本で生活している。3 人とも日本名に

対して、特別な思いがないように感じられた。

⑤国籍に関して、来日後、IT さんは日本国籍を取得したが、TA さんと K

さんは今も中国籍のままである。IT さんは、「日本国籍の方が何らかの手続

きをする時や、仕事上都合が良いから」と答えていた。本人は自分のことを
中国人だと思っているのにもかかわらず、日本社会で「外国人として見られ
る」ことを避けているように感じた。
⑨本人の言語レベルに関して、一世と同様、実際に言語能力を測定するた
めのテストなどを行ったわけではなく、本人へのインタビューを通して定め

たものである。3 人とも中国語母語話者なので、言うまでもなく、中国語の
能力が高い。一方、日本語能力について、IT さんは日本人が多い職場で働
いているため、日常会話だけでなく、職場での上司や同僚とのやりとりも多

少できると言う。TA さんと K さんの場合、中国人を含めた外国人の多い職

場で働いているため、日本語を話す機会が少ないか、あるいは日本語を話す
機会が全くない環境に置かれている。
⑩「日本語学習支援の経験があるかどうか」という質問に対して、IT さ

んは「ある」と答え、TA さんと K さんは「ない」と答えた。IT さんは、
「来
日してから 1 年ほど、中国帰国者定着促進センターで日本語を学んだことが

ある」と言っていた。一方、TA さんの場合、「来日したばかりの頃、日本

語を含め、何も分からない状態だった。日本語教室があるということも知ら
なかった」と言っていた。TA さんは、日本の生活に慣れるのに 1 年ほどか

かったそうである。また、K さんの場合、
「来日してすぐ保証人の方に仕事
を紹介してもらい、働くことになった。日本語は職場で少しずつ身につけて

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
いった」と言っていた。学校で三者面談がある時、K さんは子どもに通訳を

してもらいながら先生とやりとりをしているそうである。TA さんと K さん

の話によると、それぞれの配偶者も来日してすぐ働くことになったため、日
本語教室などで日本語を学んだことはなかったと言う。しかし、配偶者たち

の、職場での日本人との会話を通して身につけた日本語能力は、TA さんと

K さんよりも高いそうである。そのためか、日本で生活をしていくうえで、
TA さんと K さんが自分たちの日本語能力があまり高くないことに対して、
それほど気にしているようには見えなかった。

6-5.1 三世に対するインタビュー内容
以下は、三世 3 名への質問内容とそれらに該当する回答を表 3 にまとめ

たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-5.2 の分析のところで詳しく述べることにする。
＜本人の生い立ちに関する項目＞

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

お名前は何ですか、今年いくつですか。
生まれた場所、育った場所はどこですか。
国籍は何ですか。
中国名はありますか。
自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
中国へ行ったことはありますか。もしなかった場合、行ってみたいで
すか。

Q7 中国人の友人はいますか。もしいなかった場合、ほしいですか。
Q8 あなたは日本の友人に、あなたの家庭環境について話したことはあり
ますか。

＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞

Q9 あなたの日本語と中国語の能力について教えてください。
Q10 あなたは中国語を勉強していますか。
Q11 あなたにとって中国語は必要ですか、それとも必要ないですか。また、
その理由は何ですか。

Q12 祖父母や両親、また（従）兄弟や（従）姉妹と会話するとき、どの
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言語を使いますか。

Q13 祖父母や両親、また（従）兄弟や（従）姉妹の言語能力（中国語と
日本語）はどうですか。

Q14 あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q15 あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q16 あなたは今後、中国語を継承・保持していきたいですか。また、そ
の理由は何ですか。

表 3：三世の調査結果をもとにまとめたもの

IS さん（男性）

名前
インタビュー
時の年齢
出生地／生育
地
母語
国籍
自分を何人だ
と思うか
中国へ行った
ことがあるか
中国人の友人
はいるか
自分にとって
日本と中国は
それぞれどん
な国なのか

日本名
14 歳

本人の自己評
価による言語
レベル
中国語を勉強
しているかど
うか
中国語が必要
かどうか

IE さん（女性）

日本名と中国名
16 歳

KS さん（女性）

日本名と中国名
16 歳

日本（東京）／日本（東 日本（東京）／日本（埼 日本（東京）／日本（東
京）
玉）
京）
日本語
日本語
中国語と日本語の両方
日本
日本
中国
日本人
日本人
中国人
ある

ある

ある

いる

いない

いる

日本…自分の生まれ
育った国、親しみが強
い。
中国…親とかが生まれ
た所、自分と関わりの
ある国

中国語：低
日本語：高

日本…母国、家のよう 中国は友だち思いの人
が多いと感じている。日
な感じ。
中国…自分にとって「飾 本も中国も故郷のよう
り」となる国、テレビ に感じるが、中国に対
とかで中国が出てきた してはその思いがより
ら結構興味が湧く。自 一層強い。
分は日本の子と比べて
中国に対する理解が深
いと思っている。
中国語：中
中国語：高
日本語：高
日本語：中

特にしていない

特にしていない

特にしていない

必要

必要

必要

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
一世・二世・ 一世…中国語
三世との意思 二世…中国語
疎通について 三世…日本語
※三世：
（従）
兄弟・
（従）
姉妹
中国語と日本 両言語とも接触するが
語、どちらと 日本語の方が多い。
接触する機会
が多いか
中国語を継 継承・保持していきた
承・保持して い
いきたいかど
うか

一世…中国語
二世…中国語
三世…日本語

一世…中国語
二世…中国語
三世…日本語

両言語とも接触するが
日本語の方が多い。

両言語とも接触するが
日本語の方が多い。

継承・保持していきた
い

継承・保持していきた
い

6-5.2 三世における調査結果および分析
⑴ 三世の間に見られる共通点

3 名の中国帰国者三世にインタビュー調査を行った結果、①出生地／生育

地が日本であること、②中国へ行ったことがあるということ、③中国語の勉
強は特にしていないこと、④中国語が必要であること、⑤一世・二世・三世
と意思疎通する時に使う言語が同じであること、⑥中国語と日本語に触れる
機会の多さ、⑦中国語を継承・保持していきたいこと、といった 7 つの共通
点が見られた。

①出生地／生育地に関して、3 人とも日本生まれ日本育ちであった。また、

3 人とも幼い頃に中国へ行った経験があると言う。KS さんの場合、2 歳か
ら小学校 4 年生まで中国で暮らしていたそうである。小学校 4 年生の途中
から現在（高校 2 年生）まではずっと日本で生活しており、はじめは両親と
旅行で中国へ行っていたのだが、向こうでの生活が楽しかったため、日本へ
戻るまで親戚の家に滞在していたと言う。2 歳の時に日本の幼稚園に通って

いた（日本語が少しできていた）そうだが、日本語は日本へ戻って来て、一
から勉強したそうである（小中一貫校にある外国人児童のための日本語学級
で、小学校 6 年生まで学んでいた）。午前は日本語学級、午後は一般のクラ
スなど、教室を行ったり来たりしていたそうである。当時は日本語の学習を
中心に先生に指導してもらっていたため、他の教科の学習は周りの日本人の
子ほど多くは行っていなかったらしい。また、普段は日本語学級の子たちと
仲が良く、日本人の子たちと関わる機会は少なかったそうである。しかし、
中学生になってから一般のクラスで過ごすようになり、日本人の子たちと関
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わる機会が増えていったと言う。幸い、周りにいた同級生は明るい子たちば
かりで、KS さんに興味をもって、優しく接していたようである。KS さんの

クラスにはたまたま日本語と中国語の両方ができる子がいて、時々その子が
通訳をしてくれたらしい。

③中国語の勉強に関して、3 人とも「特にしていない」と言っていたのだが、

彼ら・彼女らは、家庭内での両親との会話や中国語のテレビ番組などを通じ
て、中国語を習得してきたと言える。

④「中国語が必要である」ことや⑦「中国語を継承・保持していきたい」
ということに関して、3 人とも「祖父母や両親とコミュニケーションをとる

ため」であることは間違いない。ただ、IS さんの場合、「これから日本に中
国の人たちが増えてくるかもしれないから、その人たちと中国語を通じて理
解し合いたい」という気持ちがあるそうだ。また、IE さんの場合、
「これか

ら中国語の需要が増えていくと思うし、中国語ができることは自分にとって
アドバンテージになる。もし中国語ができなくなったら、自分の自慢できる
ことが減ってしまう」と言っていた。そして、KS さんの場合、
「将来は中国
で仕事をしてみたい、中国で暮らしたい」という思いがあるそうだ。
⑵ 三世の間に見られる相違点
一方、相違点は①性別、②中国名があるかどうか、③年齢、④母語、⑤国
籍、⑥自分を何人だと思うか、⑦中国人の友人がいるかどうか、⑧本人の言
語レベルであった。
②中国名に関して、IE さんと KS さんは「ある」と答えていたのだが、お

そらく本人たちの日本名が、中国へ行った時の「呼び名」として機能してい
るからではないか、と考えた。つまり、中国にいる親戚などは日本語が分か

らないため、IE さんと KS さんの日本名を中国語の発音で呼んでいるのでは
ないか、ということである。

④母語に関して、IS さんと IE さんは「日本語」と答えていたのだが、こ

れは中国語より日本語の方ができるため、そう判断したのだと考えられる。
一方、KS さんの場合、中国の小学校へ通っていた時期があるので、日本語

より中国語の方が先にできるようになったため、そう判断したのだと考えら
れる。
⑤国籍に関して、IS さんと IE さんは「日本国籍」であり、KS さんは「中

国籍」であった。KS さんは、
「自分は日本で生まれたから日本国籍だと思っ

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
ていた。でも、中国籍であることに対して、違和感や嫌悪感はない」と言っ
ていた。
⑥「自分を何人だと思うか」という質問に対して、IS さんと IE さんは「日

本人」と答え、KS さんは「中国人」だと答えた。IS さんの場合、「自分は
日本生まれ日本育ちで、日本との関わりが強いから」というのが理由であっ

た。また、IE さんの場合、
「自分は国籍が日本だし、日本に住んでいるから。

あと、日本語に触れる機会が多いから」というのが理由であった。そして、

KS さんの場合、「自分は日本で、日本語で生活をしているが、家ではずっと

中国語を話すし、中国へ行きたいという気持ちがずっとある。テレビやケー
タイで中国の番組を見る度に、中国に帰りたいと思っている。日本も当然好
きだけど、中国の方が親近感がある」というのが理由として挙げられた。

⑦「中国人の友人がいるかどうか」という質問に対して、IS さんと KS さ

んは「いる」、IE さんは「いない」と答えた。IS さんは小学生の時に、2 人
の中国にルーツをもつ子と知り合ったと言う。また、IS さんは、自分の生

い立ちや家庭環境について、周りの日本人の子たちに話したことはなく、今
後も話そうと思っていないようである。一方、KS さんは、
「自分の生い立ち

や家庭環境について、小学校と中学校の同級生たちは知っている。でも、高
校生になったばかりの頃、自分が中国人であることを周りに打ち明けたくな
かった。それが原因でいじられることが嫌だったから（中学校の時にたまに

そういう出来事があった）。でも、日本人の子たちに話してみたら、“ 羨ま
しい！ ” とか “ めっちゃ良いじゃん！ ” と言ってくれて、少しずつ自分の生
い立ちや家庭環境について打ち明けられるようになった。今ではほとんどの
人が知っている」と言っていた。そして、IE さんは、「自分の生い立ちや家

庭環境について、小学校と中学校の仲の良い子たちは知っている。でも、高
校生になってから、そういう事を話すことに対し、少し抵抗を感じるように
なった。今は相手に聞かれた時だけ話す」と言っていた。
⑧本人の言語レベルに関して、IS さんは、
「日本語は読む力・書く力・聞

く力・話す力すべて問題ない。中国語は聞く力と話す力は特に問題ないが、
読む力と書く力が日本語より劣る」と言っていた。また、「日本語は日常生
活で必要な言語、中国語は親とかとコミュニケーションをとるために必要な
言語」であると教えてくれた。一方、IE さんは、
「中学 1 年生の時にはすで

に両親と中国語で会話をすることができていた。また、中国にいる親戚など
と中国語でコミュニケーションをとることもできていた。自分にとって、中
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国語は母語と外国語の間っていう感じ。外国語ほどできないわけではない
が、母語ほどできるわけでもない。今のレベルでは中国語で授業を受けた
り、中国の社会で生きたりすることはできないと思っている。あと、両親と
の会話で、自分が言いたいことを中国語で表現できない時がある。いつか中
国語の独特な表現を学んでみたい」と言っていた。そして、KS さんは、
「自

分は中国語の方ができる。日本語は未だに完璧ではない。日本語は学校での
会話は問題ないが、授業中に時々わからない単語が出てくる。今でも日本語
に困っていることがある。いつか中国語の検定を受けてみたい」と言ってい

た。KS さんの話によると、どうやら国語や社会、理科などの学習関連用語
が分からない時があり、そういう時は学校の先生や友だちに聞いたり、塾で

勉強したりして何とか乗り切っているそうである。さらに、「年の近い弟や
いとこたちとは日本語を話している。祖父母は中国語しかできず、日本語を
話している姿を見たことがない。祖父が病院へ行く時は自分が通訳をしてい
る。両親も日本語がほとんどできない。学校の三者面談などでも自分が先生
と親の通訳をしている」と言っていた。KS さんの話によると、どうやら両

親の職場は外国人の割合が高く、日本人や日本語に触れる機会が少ないそう
である。加えて「中国語は物事を考える時のベースとなる言語、中国語も日
本語も母語のような感じ。もし自分に子どもができたら、その子に中国語を
教えたいと思っている」と話してくれた。

7 調査結果を踏まえての考察
7-1 中国帰国者家族における国籍と異文化間コミュニケーション・ギャッ
プについて

鄭暎惠は (2003)、“ 複数の国家やエスニック・グループに重複して所属し

ている場合、また、ひとつの国家に所属していたとしても国家とエスニック・
グループの間に対立がある場合、それが＜家族＞という立場にいかなる現象
をもたらしうるのかを「中国帰国者」の子どもたちの日常は端的に物語って
いる ” と述べている。
「残留婦人」もしくは「残留孤児」当事者である一世の日本への永住帰国
にともない、その家族（二世・三世）も日本へ移住するというのは、「中国
帰国者」によく見られるパターンである。また、一世の日本国籍の取得にと
もない、一世の子どもである二世やその配偶者、さらに二世の子どもである

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
三世が日本国籍を取得するというケースもよく見られる。しかし、今回イン
タビューした TA さんや K さん（両者とも二世）、また KS さん（三世）の

ように、一世とは異なる国籍、つまり「中国籍」を保持したまま、あるいは
初めから「中国籍」を取得しているというケースもある。
鄭暎惠は、“ 国籍とは、どの国家に帰属意識を持っているかを示す大きな
メルクマールである。そのために、家族のメンバーが異なる国籍を持ってい
るということは、家族が見えない国境線によって分断されていることを意味
する ” と述べているが、今回インタビューした TA さんや K さん、また KS

さんの語りからは、国籍の違いによる家族内の葛藤は特に見られなかった。
ところが、鄭暎惠も指摘しているように、中国帰国者家族のような、異な
る文化圏に移動した家族が抱える問題は、各世代間における帰属意識の相違
だけでなく、家族内「異文化間コミュニケーション・ギャップ」や、三世も
しくは四世の人たちの母語教育・継承語教育をどう行っていくのかなど、よ
り複雑な様相を呈している。鄭暎惠のことばを借りて言うと、“ 家族成員そ
れぞれによって、異文化間を移動した時点での年齢が異なるため、その後の
新しい文化への適応度が時間を追うごとにますます異なっていき、家族内に
おける文化的同質性が失われてしまう ” と言うのである。
今回インタビューした一世・二世・三世それぞれの家庭内において、母語
に対する認識の違いや国籍の違い、また帰属意識（自分を何人だと思うか）
の違いなどによる「異文化間コミュニケーション・ギャップ」は特に見られ
なかった。しかし、本研究ではまだ調査できていない中国帰国者家族の中に
は、親子間あるいは祖父母と孫の間で上手くコミュニケーションがとれな
かったり、それが原因で子ども・孫たちが両親や祖父母のことを良く理解で
きなかったり、さらにそれに起因して子ども・孫たちが両親や祖父母とつな
がりのある国の言語や文化に対して、劣等感を抱いたりするというケースも
実際にあるだろう。こうした問題を引き起こさないためにも、今の時代を生
きている三世や、次の時代を生きていくであろう三世もしくは四世の人たち
が、自分の母語（母文化）・祖父母や親から受け継いだ言語（文化）
・生活地
の言語（文化）などを否定的に捉えることのないよう、むしろ自分にしかな
い価値のある財産として認め、それらを磨き上げていけるような環境を整備
する必要がある。
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7-2 中国帰国者家族が中国語を使う意味とは何か
今回、中国帰国者一世・二世・三世に対するインタビュー調査を行った結
果、3 世代すべてに共通するのは、日本社会で「中国語を使う意味」であっ
た。
それは、
「家庭内において、自分と異なる世代の人たちとコミュニケーショ
ンをとるため」であった。
特に、一世は三世に対して、「中国語を継承・保持していくことによって、
将来は日本と中国の懸け橋となる存在になってほしい」という思いがある。
また、二世は三世に対して、「中国語を継承・保持していくことによって、
将来は自分たちより優れた人材に育ってほしい」
という思いがある。そして、
三世自身も「中国語を継承・保持していくことによって、将来的に自分の言
語資源として生かしたい」という思いがある。
今後の日本において、三世の人たちは自身の「日本語」と「中国語」の能
力を生かしつつ、自分たちにしか感じ取ることができない「日本社会での生
きにくさ」や「アイデンティティの揺らぎ」などを、外国にルーツをもつ人
たちだけでなく、日本の人たちとも共有しながら、その人たちと一緒に多文
化共生社会のあり方について考え続けていく必要があるだろう。

7-3 相互交流・相互理解の場を目指して
では、多文化共生社会を実現させるためには何が必要であろうか。まず、
学校教育の場が、外国にルーツをもつ子どもとそうでない子どもたちの「相
互交流・相互理解の場」として機能する必要があると筆者は考える。なぜな
ら、例えば、外国にルーツをもつ子どもたちがどんなに頑張って日本語を習
得しても、彼ら・彼女らが日本の子どもたちと関わる機会があまり設けられ
ていなかったり、もしくは日本の子どもたちの方に彼ら・彼女らに対して何
らかのステレオタイプがあることによって、その子たちと関わろうとしな
かったりしていたら、いつまで経っても互いのことをよく理解できず、誤解
や差別を生じさせるおそれがあると考えるからだ。また、小学生になる前か
ら日本へ移住してきた、あるいは日本で生まれた外国ルーツの子どもたちの
中に、自分や自分の家族が生まれ育った国についてよく理解していない子が
いる可能性もあると考えられる。したがって、その子たちがもし、一部のマ
スメディアによる偏った情報などを通して、自分や自分の家族が生まれ育っ
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た国を誤って認識したり、否定的に捉えたりしていたら、自分や自分の家族
のことも肯定的に捉えることができなくなってしまうおそれがある。さらに
それに起因して、安定したアイデンティティを確立することができなかった
り、母語もしくは継承語などを継承・保持することができなかったりしてし
まうおそれがある。
これらの問題が起きないよう、小学校や中学校といった教育現場において、
日本の子どもと外国にルーツをもつ子ども、さらにその親たちが、多文化共
生の実現に向けた（継承語教育を含めた）様々な活動を行っていく必要があ
るだろう。

7-4 中国語を継承・保持する意義
ことばの使用には 2 つの機能があると言われており、
1 つは「コミュニケー

ション機能」、もう 1 つは「アイデンティティ機能（自分の存在の主張・確認、
自分の価値証明）」である。筆者にとって、
「日本語」だけが自分を表現でき
る唯一のことばではなく、
「中国語」も自分を表現する時に欠かせない大事
なことばである。言い方を変えると、どちらの言語も自分が安定したアイデ
ンティティを保つうえで欠かせないものである。（例えば、日本人であり中
国人でもあるというアイデンティティ、もしくは日本人でなく中国人でもな
い新たなカテゴリーのアイデンティティなど。
）
また、筆者も自身の祖父母や両親と同じように、中国語で生きてきた時間・
生きている時間を有しており、自分が中国語を失うということは、「自分の
家族と生きてきた時間・生きている時間を失う」ということになる。台湾生
まれ日本育ちの作家である温又柔は、“ 人のことばにはその人やその家族の
歴史が刻まれている ”、“ ことばに家族の歴史が重なる ” と言う。三世もし
くは四世の人たちが中国語を継承・保持する意義は、まさにここにあるので
はないだろうか、と筆者は考える。

8 多文化共生社会に向けての国や地域の取り組みとそれに関
する提案

ここまで、日本における学校教育の場が、外国にルーツをもつ子どもと日
本の子どもたちにとって、（外国にルーツをもつ子どもの継承語教育を含め
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た）相互交流・相互理解の場として機能する必要があるということを述べて
きた。
では、多文化共生社会の実現に向けて、国や地域は実際にどのような施策
や取り組みを行っているのだろうか。
まず、国の情報・法令について、各省庁のホームページを調べてみると、
以下のような情報が掲載されていた。

8-1 国の施策
⑴ 総務省−多文化共生の推進
◦地域における多文化共生プラン（令和 2 年 9 月改訂）
◦多文化共生事例集の公表（平成 29 年 3 月）

◦災害時外国人支援情報コーディネーター
◦多文化共生アドバイザー制度

◦多文化共生に関する研究会および意見交換会
◦多文化共生地域会議
⑵ 法務省−外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
ここでは 2018 年 12 月 25 日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣

僚会議」にて了承された、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
についての情報が掲載されている。この政策は、
外国人材を適正に受け入れ、
共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせ
る社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共
生に関して、目指すべき方向性を示すものとして策定されたそうである。
⑶ 文化庁
日本語教育
「生活者としての外国人」に対する日本語教育に役立つ事業に関する情報
などが掲載されている。
日本語教育の推進に関する法律
令和元年 6 月 28 日に公布、施行された
「日本語教育の推進に関する法律
（令

和元年法律第 48 号）」に関する情報が掲載されている。
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日本語教育推進会議
これは「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、関係行政機関が、日
本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るための相互の調整を行う
ことを目的として、設置されている会議である。
日本語教育推進関係者会議
これは「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、関係行政機関が、日
本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るための相互の調整を行う
に際し、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者
および日本語教育を受ける立場にある者から意見を聴くために開催している
会議であるそうだ。これは文化庁と外務省の共同開催で行われているそうで
ある。
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本
的な方針
令和 2 年 6 月 23 日に閣議決定された「日本語教育の推進に関する施策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の位置づけや内容が掲載
されている。
⑷ 文部科学省−海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育
ここでは海外子女教育、在外教育施設、帰国・外国人児童生徒教育などに
ついての情報が掲載されている。
⑸ 厚生労働省
◦医療の国際展開…医療通訳を行う際に使用できる多言語資料の提供や、
医療機関リスト、補助事業など、外国人が安心して日本の医療機関を受
診できる環境を整備するための取組み
◦外国人雇用対策…外国人労働者への職業紹介、外国人労働者の雇用管理
の改善へ向けた事業主への指導、留学生の就職支援
⑹ 外務省−多文化共生に関する外務省の取組
ここでは在日外国人の社会統合（多文化共生）に関するワークショップや
シンポジウムについての情報が掲載されている。
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⑺ 経済産業省−医療・介護の国際展開
日本の優れた機器・サービスを各国のニーズに応じて提供（アウトバウン
ド）するとともに、日本国内での診療を望む渡航受診者の受入促進（インバ
ウンド）に取り組む中で、「病院のための外国人患者の受入参考書」や「外
国人患者受入に関する多言語フォーマット例」
、
「医療通訳活用パターン及び
事例」などについて掲載されている。
⑻ 金融庁−外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について
ここでは日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に向けて、外国
人の金融サービス利用における利便性向上のために有用な情報や、注意すべ
き事項についての情報が提供されている。
このように、近年、複数の省庁で多文化共生の推進に関した施策が行われ
ているということが分かった。しかし、今のところ文化庁のホームページに
も文部科学省のホームページにも、外国にルーツをもつ子どもの継承語教育
に関する情報は記載されていないようである。

8-2 多摩市の取り組み
次に、地域単位で、特に公立の小学校と中学校において、どのような活動
や取り組みが行われているのだろうか。今回は多摩市の小学校と中学校を対
象に調べることにした。
多摩市役所の情報によると、多摩市教育委員会では、
「2050 年の大人づく

り」をキャッチフレーズに、ESD(Education for Sustainable Development)
を重点施策として進めており、平成 25 年 6 月 10 日をもって、文部科学省

より多摩市内のすべての公立小中学校が、ESD の推進拠点であるユネスコ
スクールの承認を受けたと言う。

そもそも「ユネスコスクール」は、1953 年、ASPnet(Associated Schools

Project Network) として、ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践す

るため、国際理解教育の実験的な試みを比較研究し、その調整をはかる共同
体として発足したものである。世界 182 か国で 11,500 校以上が ASPnet に

加盟して活動しているそうである。日本国内では、2018 年 10 月現在、1,116
校の幼稚園、小学校・中学校・高等学校および教員養成系大学がこのネット
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ワークに参加していると言う。ASPnet への加盟が承認された学校は、日本

では「ユネスコスクール」と呼ばれている。ユネスコスクールは、
そのグロー
バルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間・教師間で情
報や体験を分かち合い、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい
教育内容や手法の開発、発展を目指していると言われている。
ユネスコスクールは 4 つの基本分野から成り立っており、それらは①地球

規模の問題に対する国連システムの理解、②人権，民主主義の理解と促進、
③異文化理解、④環境教育といったものである。特に③の異文化理解につい
て詳細を見てみると、内容は以下のとおりである。
“ 他国の学生または保護者、自国民、移民集団、大使館、他国の文化センター
等と連携を取りながら、異なる習慣、伝統、
価値観に対する理解を促進します。
社会がより多文化化、多人種化するなか、多様性の促進の重要性も増して
います。有意義な異文化間の対話を築こうとユネスコスクールの教師や学生
は国境、大陸、文化、言語を超えて連携し、誠実に取り組んでいます。
ユネスコスクールは学生が自身の起源について追求するよう促し、また他
国の学生との情報交換を促進しています。多くの活動は地元の状況にも焦点
をあて「多様性を通じて団結すること」を提唱します。
情報交換やパートナーシップの構築、学校間・国同士の共同プロジェクト
はユネスコスクール・プロジェクト・ネットワークの中核であり、下記の目
標へとつなげていきます。
◦他文化への理解や敬意を深める
◦若者に自分たちの文化を学び自身の文化的背景、独自性を再確認するよ
う促す
◦今日の地球規模の問題に立ち向かうための国際協力の必要性について意
識を高める ”
（波線は筆者）
波線部のように、ユネスコスクールの基本分野である③異文化理解は、
「多
文化共生社会」を実現するうえでも欠かせない概念となっていることが分か
る。では、ここで平成 29 年度 (2017 年度 ) ユネスコスクール年次報告書に
よる、「国際理解」、「文化多様性」の分野における活動を実施した、多摩市
の小学校と中学校の取り組み例をいくつか紹介していく。
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⑴ 多摩市立東落合小学校−③外国の方に係わる学習
“5 年生は、総合的な学習の時間に「みんな同じ地球のなかま」に取り組

んでいる。今まで学習した学びを生かして、日本の特色や伝統文化、武道等
を外国の方に向けて発表するとともに体験させることで、日本の良さを気付
く。実践に取り組んでいる。給食の交流では、異国の文化や慣習を知り、多
様な他者の存在について理解を深める学習も行った。”
⑵ 多摩市立南鶴牧小学校−③国際理解に係わる学習
“ 第 5 学年において総合的な学習の時間に「世界に広がろう」の学習を行っ

たジャパンアートマイルを今年度も継続し、今年度は「台湾」の子どもたち
と交流を行った。9 月からテレビ電話やインターネットを利用し、交流を重
ね、お互いの国の文化を紹介したり、絵のデザインを考えたり、随時報告を
し合ったりと、仲を深めていった。12 月に絵のテーマを決めて「友情」を

題材に日本側が絵を描き、台湾に送付。3 月には絵が完成し、日本に戻って

きた。この学習を通して、台湾だけでなく、他の国にも目を向ける児童が増
えた。”
⑶ 多摩市立北諏訪小学校−②国際理解・文化多様性に係わる学習
“4 年生の、
「オリンピック・パラリンピック東京 2020 に向けて」の学習

では、調べてみたいこと、知りたいことを見つけ、インターネットや本を使っ

て調べる活動を行った。オリンピック・パラリンピック競技や、出場選手、
日本の文化についてなど、児童それぞれが自分の課題を設定し、壁新聞にま
とめたり、タブレット端末を活用したりして発表した。また、オリンピック・
パラリンピック教育として、国士舘大学柔道部のみなさんに技を見せていた
だいたり、膝立ち柔道を体験したりした。”
⑷ 多摩市立多摩永山中学校−③国際理解に係わる学習
“11 月に、日本に留学生として来ている大学生、大学院生を招き、講話や

体験学習を通してその国の歴史や文化、言語や習慣などを学習した。今年度
は、ウズベキスタン、ブラジル、台湾からの留学生が来校し、それぞれの国
や地域の歴史、文化、言語、民族衣装や遊びなどを紹介していただき、実際
に遊んだり、話したり、着たりといった体験をすることができた。また、世

界友達プロジェクトとして、マレーシア大使館の方をお招きし、気候や風土、
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食文化などを紹介していただいた。”
⑸ 多摩市立鶴牧中学校−②国際理解に係わる活動
“ モンゴル、中国、ブルガリア、ブラジルの留学生による自国の文化紹介
の授業を、毎年 1・2 年で実施している。映像や実物に触れ、留学生に直接
質問することでより深い国際理解につながっている。また、留学生の生き方
を学び、将来の生き方を考えるよい機会となりました。”

（太字は筆者）
以上のように、多摩市の小学校と中学校では、「国際理解」に係わる学習
や活動が行われているということが分かった。しかし、現状のままでは、多
文化共生社会の実現に向けた取り組みが少し不十分であるように思われる。
なぜなら、いずれの活動も「外国人」と「日本人」という二項対立の状態で
行われており、自文化紹介や異文化体験で完結してしまっているからだ。
それぞれの活動自体はとても意義のあるものだが、私たちは海外にいる外
国人との交流だけでなく、今現在日本に住んでいる外国の人、あるいは外国
にルーツをもつ人たちにもしっかりと目を向け、彼ら・彼女らと共生してい
くために必要なことを一緒に考えていかなければならないだろう。では、そ
のためにはどうしたらよいのだろうか。

8-3 エンパワーメントとアイデンティティ・テキスト
ここで、
「エンパワーメント」 ということばに着目したい。このことばは
5

本論文の第 2 章ですでに使用しているが、再確認するために本節で詳しく述

べ、論を進める。エンパワーメントとは、英語の「empowerment」を語源

5 エンパワーメントは、アメリカにおいては、女性解放運動、障がい者自立運動、国
際協力などに関わる市民運動の中で、1970 年代初頭からことに使われるようになっ

た概念だそうである。また、市民運動だけでなく企業経営の中でも、権限委譲によっ
て現場で働く従業員の潜在力を引き出し、「学習する組織」実現のための基本的な
考え方、手法として使われたと言われている。一方、日本では 1990 年代中期から、
主として女性、人権やマイノリティ運動の中でこのことばが使われるようになった
そうである。
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とし、自らの内在する力に依拠し、その力を全面的に発揮できるような環境
や他者との関係をつくり上げていくことを言う。そうした自らの可能性の全
面的発揮を疎外するものを一つ一つ取り除いていく作業も、このエンパワー
メントの一プロセスと考えられるそうである。
外国にルーツをもつ子どもの場合、“ 自らの内在する力 ” はいろいろある
だろうが、
顕著な能力は「母語（もしくは継承語）能力」であろう。また、
“そ
の力を全面的に発揮できるような環境 ” を「学校」とした場合、“ 他者 ” と
いうのは「日本の子どもたち」のことを指し、彼ら・彼女らとの関係をつく
り上げていくことになるのだろう。
そして、このエンパワーメントを可能にするための条件となるキーワード
は、
「セルフエスティーム（自尊感情）」と「リスペクト（尊敬・尊重）
」で
あると言われている。まず、セルフエスティームとは、自らのあるがままを
認め、その存在そのものを大切に思い、さらにそんな自分に自信をもつとい
うことである。次に、リスペクトとは、相手との対等な関係の中で、たとえ
互いの考え方が異なっていても、まず相手の存在そのものを認め、大切にす
るということである。自分自身へのリスペクト、そして他者に対するリスペ
クト、この 2 つの条件を抜きに、実はエンパワーメントの思想を語ることは

できないと言われている。

“ 自らのあるがままを認め、その存在そのものを大切に思い、さらにそん
な自分に自信をもつ ” というのは、例えば、先程と同じように、外国にルー
ツをもつ子どもたちの場合で考えてみる。すると、彼ら・彼女らが「日本語
以外の言語を使うこと」
、また「そのような自分を肯定的に捉えること」が
当てはまるのではないだろうか。加えて、
「日本の子どもたち」との “ 対等
な関係の中で、たとえ互いの考え方が異なっていても、まず相手の存在その
ものを認め、大切にする ” という心をもつことが求められていると言える。
では、ここで述べた「エンパワーメント」を学校教育の場で実践し、外国
にルーツをもつ子どもと日本の子どもたちに「セルフエスティーム（自尊感
情）」や「リスペクト（尊敬・尊重）」の感情を養うためには、どうしたらよ
いのだろうか。それを解決する方法の一つとして、「アイデンティティ・テ
キスト」というものが役に立つのではないかと筆者は考えた。
「アイデンティティ・テキスト」とは、カナダ全国のプロジェクト ( 中島：
6

6 ブリティッシュコロンビア大学とトロント大学（教育大学院、OISE）との共同プ
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Early et al. , 2002) の一部として、トロント地区の教師たちが協力して取り

組んでいる実践活動である。カミンズによると、これは「インターパーソナ
ルなスペース」を中心とする教育的枠組みの中から生み出される、児童生徒

の創作作品の総称であると言う ( 中島：Cummins,2006：61)。本作り、お話・
詩、ポスター、ドラマの演出、口頭発表などを複数の言語で、また様々なテ

クノロジーを駆使して行う教室活動だそうである（資料 2、資料 3 を参照）。

重要なポイントは、教室活動の過程で、言語背景・文化背景の異なる子ども
たちがそれぞれの力を出し合い、それぞれの立場でプロジェクトに貢献しな
がら、自分の「声」を聞いてもらうチャンスが与えられること、対等な立場
で積極的にグループ活動に参加できること、と言われている。さらにワープ
ロ、スキャン、ウェブサイトなど様々なテクノロジーを駆使して聴衆の数を

増やし、自分たちの作品が大勢の人に評価されることにより、当人が「英語」
も「母語」もできるバイリンガル、トライリンガルとしての新たなアイデン
ティティの確立につながると言う。以下はアイデンティティ・テキストの取
り組みを通して分かったことを、カミンズが 7 項目にまとめたものである。
Ⅰ . 子どもの家庭言語についての知識は教育的価値のある大事な文化資産
であるという認識

Ⅱ . 現地語中心の教育環境においても、教師が子どもが持っている言語資
産、文化資産を認め、謳歌し、高揚する環境づくりが可能であること

Ⅲ . 入国直後で英語力がゼロに近い子どもでもアイデンティティ・テキス

トの活動に参加することが可能である。持ち前の美的センスやことば
のセンス、知性、創造力を活かす場が与えられ、長時間周辺的な立場
に置かれることなく、すぐに学習者コミュニティーの価値のあるメン
バーとして学習活動に参加することができること

Ⅳ . L1 使用が容認される教室では、子どもの第一言語に対する態度とそ
の使用が望ましい方向に変わっていくことが分かったこと

Ⅴ . 複数言語で作文を書くというようなプロジェクトを通して、保護者と
児童生徒とのコミュニケーションと協力体制ができたこと

ロジェクトである From literacy to multiliteracies : Designing learning environments

for knowledge generation within the new economy は、カナダの学術振興財団の援

助を受けて、地域の公立小中学校の協力を得て行われているというプロジェクトで、
ジム・カミンズ教授はトロント大学のプロジェクト主任研究員だそうである。
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Ⅵ . テクノロジー（インターネット）が子どもの書いたものに興味をもっ
て読んでくれる “ 聴衆（audience）” の数を増やし、
子どものリテラシー
活動を達成感のあるものにしたこと

Ⅶ . 多言語使用を奨励することにより、学校の中の言語的多様性を正当化
し、教師が a. 児童生徒の言語・文化的アイデンティティを肯定的に捉

えること、b. 保護者を巻き込むこと、c. 学校の中でのテクノロジーの

活用に関して、一貫した態度を示すようになり、協力してより効果的
な方針を立てることができるようになったことである

以上のことは、例えば、中国にルーツをもつ子どもたちにとって「自分た
ちだけのための中国語ではなく、だれかとだれかをつなぐための中国語」と
して、母語（もしくは継承語）を積極的に捉え、再認識することになり、同
時に「セルフエスティーム（自尊感情）
」を養うことになる。それは同時に
「リスペクト（尊敬・尊重）」にもつながっていくものであると言えるだろう。
この 2 つは “ 多文化が共生することのできる社会の根本思想 ” である。また、

このアイデンティティ・テキストは、必ずしも児童生徒のためだけに考えら
れたものではないと言える。例えば、中国にルーツをもつ子どもの親と祖父
母が、地域の学校や公民館で、ポスターや紙芝居などを通して、中国の料理
や昔話を紹介する。そうすると、その地域に住む中国に関心のある人たちと
新たな人間関係を築き上げていくことが可能になり、人によっては、自身の

（潜在）能力を発揮できたり、自身の新たな居場所を見つけたりすることに
つながる。さらに、その地域に住む人たちと様々なかたちで関わり合ってい
る親と祖父母の姿を、子どもが自分の目で見て、確かめることによって、中
国のことばや文化を否定的に捉えることを防げる可能性がある。場合によっ
ては、子ども自らが積極的に中国語を習得しようとし、これが継承語を継承・
保持することにもつながっていく可能性がある。

8-4 多摩市の小中学校の取り組みをさらに発展させて
最後に、前節で見てきた多摩市の小学校と中学校の取り組みをもとに、学
校教育の場における「多文化共生」の実現に向けた提案をいくつか紹介して
いく。特に太字の部分に着目しつつ、活動内容を以下のように変えてみたら、
「多文化共生らしい活動」に近づけるのではないかと筆者は考えた。

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）

⑴ 多摩市立東落合小学校−③外国の方に係わる学習の場合
自分の学年もしくは学校にいる外国ルーツの子たちに、日本の特色や伝統
文化などを紹介する。また、相手の国の特色や伝統文化なども紹介してもら
い、お互いどこが違うか、どこが同じかについて話し合ってみる。そして、
それぞれの良さに気づく。
⑵ 多摩市立南鶴牧小学校−③国際理解に係わる学習の場合
自分が住んでいる地域の外国児童（あるいは外国にルーツをもつ児童）と
交流してみる。
⑶ 多摩市立北諏訪小学校−②国際理解・文化多様性に係わる学習の場合
大阪なおみ選手や八村塁選手といった人たちの調べ学習を通して、日本社
会にいる外国にルーツをもつ人たちの存在を知ってもらうきっかけをつく
る。
⑷ 多摩市立多摩永山中学校−③国際理解に係わる学習の場合
日本で生活していて困っている事を留学生に話してもらい、中学生たちと
一緒に解決策を考えてみる。
⑸ 多摩市立鶴牧中学校−②国際理解に係わる活動の場合
日本へ来た理由を留学生に話してもらい、また日本（人）にどのようなこ
とを望んでいるかを尋ねてみる。また、中学生の方からも留学生に質問して
みる。
以上、今後の多文化共生社会の実現に向けて、日本国内の施策や多摩市の
取り組みについて簡単に紹介しつつ、いくつか提案例を挙げてきた。ここで
着目しておかなければならない点が一つある。それはいずれの学習も「一時
的な活動」で完結してしまっており、筆者が考えた提案例を含め、多文化共
生的な取り組みに持続性があまり見受けられないことである。
“ 私たちはしばしば、文化的な差異にばかりとらわれ、自分とは異なる他
者を二項対立的に捉えてしまう傾向にある。このような文化を実体化して理
解しようとする本質的な見方を、文化本質主義という。異なる文化の間のコ
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ミュニケーションを考えた場合、文化本質主義は、文化というものは本来的
に異なると捉えるため、人と人との間に超えることのできない境界を作り上
げてしまう。こうして実体化された文化の壁が、意思疎通を困難にし、相互
理解を難しくしてしまうのである。このような文化本質主義に陥る危険性を
十分に認識しつつ、文化の違いにとらわれることなく、ありのままの他者の
理解をめざしていく必要がある。そのためにも、多文化の現実を読み解いて
いく能力が求められているといえる。”
松尾 (2020) が上で述べたように、日本の子どもたちや外国にルーツをも

つ子どもたちの両方に “ 多文化の現実を読み解いていく能力 ” を養うために
も、多文化共生的な取り組みには持続性が欠かせないだろう。

9 結論
本研究では日本に住む中国帰国者 3 世代それぞれの中国語に対する意識を

中心に、被験者のアイデンティティに関わることを含めて調査を行うことに

よって、彼ら・彼女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかにし、
今後の日本における多文化共生社会の実現に向けたヒントを「エンパワーメ
ントの観点」から探ってきた。特に、彼ら・彼女らが日本社会で生きていく
なかで「中国語を使う意味」は、「家庭内で自分と異なる世代の人たちとコ
ミュニケーションをとるため（親子間のつながりや自身のアイデンティティ
を保つため）」であること、また三世が「中国語を使いたい」と思う背景に「中
国語に対する可能性（期待）」がある、ということが明らかとなった。そし
て中国語が使えなくなった場合、家庭内でのコミュニケーションが上手くと
れなくなってしまう、その結果親子間のつながりが途切れてしまったり、自
身のアイデンティティが揺らいでしまったりする、といった問題が生じるこ
とを、インタビュー調査を通して明らかにすることができた。
敗戦直後、一世は生きていくために中国人の家庭に入ったり、乳飲み子と
して預けられたり、もらわれたりしていた。今振り返ってみると、当時、様々
な困難を抱えながらも、残留孤児とその養父母たちは、中国という地ですで
に「共生」していたと言えるのではないだろうか。また、齋藤 (1997) と高

橋 (2008) の先行研究からも分かるように、中国帰国児童のための「母語保

持教室」や「公立小学校での中国語授業の実践」といった日本の子どもたち

との「共生」に向けた取り組みが、ずっと前から日本社会でも行われてきた。
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さらに、広崎 (2006) の先行研究で明らかにされた「学校教育の中で行われ

ている日本語を母語としない子どもたちへの日本語指導の場が、個々人に

よって異なる意味づけがなされる」といったことを踏まえ、今求められてい
るのは「日本語指導の場を超えた教育の場」であると言える。つまり、エン
パワーメントの観点から述べると、その人の母語が何であれ、アイデンティ
ティが何であれ、みんなが「セルフエスティーム（自尊感情）
」と「リスペ
クト（尊敬・尊重）」の感情をもちながら、対等な人間関係を築き上げてい
けるような「多文化共生社会の実現を目指した（教育の）場」が求められて
いる。そこで「アイデンティティ・テキスト」というものが役に立つのでは
ないかと 8 章で触れた。

一世の人たちは中国にいた時、様々な要因によって、常に自分の意思で生

きていくことが難しい状況に置かれていた。また、日本へ帰国した後も、だ
れかの支援を受けなければ生きてこられなかった。一方、二世の人たちは、
中国にいた時は自分の意思で、自分の能力を発揮できる環境で生活していた。
しかし、日本へ移住した後は、だれかの支援を受けつつ、自らの努力と人的
ネットワークを頼りにどうにか生きてきた。三世の場合、日本を生活基盤と
する人たちが多く、日本での教育経験がない、加えて日本の教育事情をよく
知らない両親（二世とその配偶者）を頼りにしつつ、時には自分たちの努力
で今日まで生きてきた。帰国者によっては日本語の能力に何の問題もなく、
「日本人として」日本社会に上手く溶け込めている人たちもいるだろう。た
だ、どんなに日本語の能力が高くても、どんなに立ち居振る舞いが「日本人
のよう」であったとしても、彼ら・彼女らが「日本の人たちと対等な立場で
関わり合えていない」と感じるのであれば、それは日本社会と共生できてい
るとは言えないだろう。これについては中国帰国者だけに限ったことではな
く、今現在日本社会で暮らしている移民の人たちや、外国にルーツをもつ人
たちすべてに共通する問題である。したがって、私たちは今後も「（マジョ
リティである日本語母語話者やマイノリティである非日本語母語話者を含め
た）あらゆる他者と対等な立場で関わり合っていくためにはどうしたらよい
のか」
「そのような他者と共生していくためには何をすればよいのか」など、
、
しっかりと念頭に置きながら生きていく必要がある。
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10 今後の課題
日本に永住帰国した中国残留孤児とその家族である帰国者（特に二世）は、
長年中国での生活を経て日本へ帰国・移住してきた。それゆえ、ことばや生
活習慣上の違いから、日本社会の中で様々な困難に直面してきた。最近では
帰国者一世の高齢化が進み、地域社会での孤立や介護問題などが重要な課題
となっているそうである。また、就労・就学世代にあたる二世・三世の人た
ちの中に、未だに職場や学校などで何らかの困難を抱えている人が少なから
ず存在しているであろう。それは今も尚、日本全国に「中国帰国者支援・交
流センター」が存在することや、そのような機関が様々な事業を通して帰国
者たちを支援していること、さらにそのような機関を必要としている帰国者
たちが現在も日本社会で生きているということが物語っている。加えて、戦
後 70 年以上経った今、「残留邦人」についての社会的認知度は下がり、日

本社会側に帰国者を理解し、受け入れる土壌が失われつつあるといった現状
も無視できない。そのため、筆者は当事者（三世）として、現在「中国帰国
者支援・交流センター」に通っている、あるいは当センターの支援を受けて
いる帰国者たちと新たに関わり合っていきながら、今後の日本社会で共生し
ていくための方法を探っていき、同時に彼ら・彼女らの「人生の記録」を後
世に語り継いでいきたいと考えている。そして、今後も多文化共生社会の実
現に向けた国の動向に注目しつつ、多摩市以外の地域における小学校や中学
校での「多文化共生教育」、「多文化共生教育に適した活動」についても調査
していき、
その過程で「エンパワーメントの実践モデル」をいくつか発見し、
それらをより多くの地域に発展・普及させたいと考えている。
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資料 1（IN さんとのインタビューのやりとりの一部）
筆者：您的出生地是哪里？
あなたの出身地はどこですか？

IN さん：这个问题、我不清楚。是在日本出生后、随着父母到中国还是父母
把我在中国生下、不清楚。
この問題について、私もはっきりとしていません。日本で生まれた後、
両親と中国へ行ったのか、それとも両親は中国で私を生んだのか、よく
分かりません。

筆者：您在哪里长大的？
あなたはどこで育ちましたか？

IN さん：在中国长大的。
中国で育ちました。

筆者：您的国籍是日本还是中国？
あなたの国籍は日本ですか、それとも中国ですか？

IN さん：日本国籍。
日本国籍です。

筆者：您认为自己是中国人还是日本人？
あなたは自分のことを中国人だと思いますか、それとも日本人だと思います
か？

IN さん：我现在认为自己是日本人。
今は自分のことを日本人だと認識しています。

筆者：您在日本定居前、来过日本吗？对日本的印象如何？
あなたは日本に定住する前、日本へ来たことがありますか？日本に対する印
象はどうでしたか？

IN さん：我第一次来日本是 1986 年的 6 月 1 号。我是随着日本残留孤儿回国
寻亲团来的日本。
私が初めて日本へ来たのは 1986 年 6 月 1 日です。私は日本残留孤児帰
国および肉親捜し団体とともに日本へ来ました。

当时中国和日本的经济发展情况不同、我对日本、觉得日本是一个
先进的国家。
当時、中国と日本の経済の発展状況が異なっていたので、私は日本に対

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）
して、日本は先進的な国だと思いました。

无论是科学技术、教育、还是生活水准、都比中国强。所以对日本
的印象比较好。
科学技術をはじめ、教育や生活水準も中国と比べて優れていました。な
ので、日本に対する印象は、比較的良かったです。

日本道路很干净、环境优美、人们之间互相都很有礼貌。所以我觉
得日本是很好的一个国家。
日本の道路はとても清潔であり、環境もきれいで、人々はお互いとても
礼儀正しいです。なので、私は日本はとても良い国だと思いました。

筆者：您找到自己的亲人了吗？
あなたは自分の肉親やきょうだい、親戚を見つけることはできましたか？

IN さん：我没有找到自己的亲人。因为自己当时年龄小、不记得自己的家乡、
也不记得自己的父母。
私は見つかりませんでした。なぜかと言うと、当時私はとても幼かった
ので、自分の故郷も自分の両親も覚えていなかったからです。

因为这些原因、虽然回到日本寻亲、也没有找到自己的亲人。
このような原因のため、日本へ肉親を捜しに来られたものの、自分と血
縁のある人を見つけることはできませんでした。

筆者：您的日本名字是这么来的？
あなたの日本名の由来は何ですか？

IN さん：我的日本名字是自己起的。为什么呢、因为当时找到自己亲人的孤儿、
都知道自己姓什么、叫什么、家乡在哪里。
私の日本名は自分で名付けたものです。当時自分の肉親などを見つける
ことができた孤児は皆、自分の姓名や故郷の場所を知っていました。

我是没有找到亲人的孤儿、所以名字是自己起的。…………
私は自分の肉親などを見つけられなかった孤児なので、名前は自分で名
付けました。
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資料 2（アイデンティティ・テキストの日本語と英語の例）

A k a n e ( a T h r o nw o o d P u b l i c
S c h o o l ) , “ My Vi s i t t o Jap a n , ”
i n : a T h o r nw o o d P u b l i c S c h o o l
( Pe e l D i s t r i c t S c h o o l B o a r d ) , Yo r k
Un i v e r s i t y, a n d O I S E / Un i v e r s i t y
o f To r o nt o P r o j e c t , D u a l
L a n g u a g e S h ow c a s e ( U R L : ht t p s : / /
schools.peelschools.org/1363/
D u a l L a n g u a g e / D o c u m e nt s / b o o k s /
j ap a n e s e / a k a n e / a k a n e . ht m ) .
（最終閲覧日2021 年3 月13 日）

中国帰国者一世・二世・三世の中国語に対する意識調査（井上晴美）

資料 3（アイデンティティ・テキストの中国語と英語の例）

Ke v i n ( a T h r o nw o o d P u b l i c
School), "Three little Pigs," in :
a T h o r nw o o d P u b l i c S c h o o l ( Pe e l
D i s t r i c t S c h o o l B o a r d ) , Yo r k
Un i v e r s i t y, a n d O I S E / Un i v e r s i t y
o f To r o nt o P r o j e c t , D u a l
L a n g u a g e S h ow c a s e ( U R L : ht t p s : / /
schools.peelschools.org/1363/
D u a l L a n g u a g e / D o c u m e nt s / b o o k s /
chinese/3%20little%20pigs/pigs.
ht m l ) .
（最終閲覧日2021 年3 月13 日）
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〈論文〉

大学院生におけるメンタルヘルス問題について
横路 佳幸

序
「研究者」と聞いて、あなたはどのようなイメージを持つだろうか。物事
を探究するのが好きでたまらない、実験に明け暮れ論文をたくさん書いてい
る、天才や秀才が互いに切磋琢磨している…。そう夢見て大学や大学院の門
を叩く者も少なくないかもしれない。しかし表では華やかに見えるどんな世
界も、内部の事情を知れば知るほど裏の顔が見え隠れするものである。研究
の世界も決して例外ではない。特に、「若手」と呼ばれる研究者、特に博士
課程の大学院生の研究現場は、希望と野望に満ち溢れているように見える一
方で、極めて深刻な問題も抱えている。その問題とは、一言で言えば著しい
精神的不健康である。
驚くべきことに、この「ダークサイド」は長らく暗黙のうちに放置され、
研究者の間でもスポットライトが当てられることはほとんどなかった。博士
課程に在籍する大学院生が抱える深刻な精神状態についての定量・定性調査
が本格的に行われ、彼らの待遇やサポート体制に関する具体的提言が研究者
自身によってなされ始めたのは、実はここ数年の話である。多くの研究者は、
自身の誇り高い研究に邁進する一方で、鏡に映るかつての自分という何より
も身近な研究対象をずっと見過ごしてきたのかもしれない。だが遅きに失し
たとしても、問題を直視する機運は確実に高まっている。その証拠に、大学
院生のメンタルヘルスというテーマは、Nature や Science、eLife といった著
名な学術誌上で近年頻繁に取り上げられている。現在の機運は、若手研究者
の労働環境のあり方、そして大学院制度や支援体制を見直す契機となるだろ
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う。
本稿では、こうした近年の動向を踏まえ、博士課程の大学院生のメンタル
ヘルスをめぐる現状をいくつかの調査結果を基にレビューする（以下では、
特に断りがない限り「大学院生」は（後期）博士課程に在籍する学生のこと
を指す）。さらに、レビューから得られる知見を参照しながら、大学院生の
間で著しい精神的不健康を生み出しうる諸要因をわが国の事情も加味して検
討する。最後に、メンタルヘルス問題の「厚み」と国内外の組織的な動きを
簡潔に紹介する。
本題に入る前にいくつか注意を促しておきたい。第一に、本稿の著者はメ
ンタルヘルスや精神医学の専門家ではなく、専門教育や学術政策の専門家
でもない 。第二に、本稿では研究分野などの違いを括弧に入れ、
「大学院生」
1

一般に的を絞っていわば総論的に議論を進める。専門的な視点からの具体的
な政策提言、そして細部にまで目が行き届いた各論の展開は、私の手に余る
ことを正直に告白しておかねばならない。第三に、本稿に課せられる任はや
や限定的である。私が以下で記述することは、レビューあるいは紹介の域を
出るものではない。そのため、メンタルヘルスの「処方箋」を提供すること
ができないのはもちろんのこと、目の前の研究現場を実際に改善することに
もほとんど役立たないだろう。しかしそれでも私が本稿で期待せずにはいら
れないのは、我が国の学術界においても著しい精神的不健康の懸念がありう
るのだと数多くの人に―研究者か非研究者かを問わず―知ってもらうこ
とである。問題が一般に広く知られているとは言いがたい現状にあっては、
メンタルヘルス問題への気付きと関心は若手研究者を取り巻く状況をわずか
でも良い方向へと向かわせる第一歩となる。

1. レビュー
2019 年、最も権威のある学術誌の一つである Nature は、博士課程に在
籍する大学院生を対象とした 2 年ぶりの大規模なアンケート調査を行った
（Woolston 2019; より詳しくは Lauchlan 2019）。集まったのは、アメリカ、
1 著者の専門は哲学・倫理学である。さらに付け加えれば、私個人は素晴らしい指導
教官と研究環境に恵まれ、大学院時代からポスドクの現在に至るまでメンタルヘル

スの問題をほとんど抱え込まずに済んだ―だがこれは幸運な事例が一つ存在する
という事実を指し示すにすぎない。

大学院生におけるメンタルヘルス問題について（横路佳幸）
ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカからの計 6,300 人以上の回

答結果である。それによると、70% 以上の大学院生が博士課程に入学した

ことにおおむね満足していると回答した。「大学院生としての生活で楽しん

でいることは何ですか」という問いに対し、最も多くの票（38%）を集めた
のは「知的な挑戦を行うこと」である。しかし他方で、全対象者のうち実に

30% 以上が、博士課程での研究にまつわる不安や鬱（気分の落ち込み）に
ついて助けを求めたことがあると回答した。そう回答した者の約 3 割は、所
属機関ではないところに助けを求め、約 2 割は所属機関に助けを求めたが十
分なサポートを得られなかったという。不安や鬱の要因として実際に言及さ
れたものは多岐にわたる。劣悪なワークライフバランス、キャリアパスのた
めのガイダンスの不足、経済的な困難、将来のキャリア・職への不安などで
ある。地域別で細かく見ると、ワークライフバランスを問題視する者が多い
ヨーロッパに対し、アフリカやアジア、北米・中米では経済的な問題（卒業
後の経済的な不安定さや研究資金の獲得）
が懸念事項として大きく目立った。
全回答者のうち約 20% が博士課程での研究以外の職（アルバイトなど）に

就いており、その半数以上の者が理由として挙げたのは「生計を立てるため」
である。そうした微妙な地域差がある一方で、数多くの大学院生が主要な懸
念事項として共通して挙げているのはやはりワークライフバランスと将来の
キャリアへの不安である。特に前者については、全回答者の 40% 近くが不
満に思っていることが明らかとなった。

この回答結果は、2018 年に Nature Biotechnology 誌上で発表された著名な

論文「大学院教育におけるメンタルヘルスの危機を示すエビデンス」
（Evans

et al. 2018）の調査結果と少なからぬ点で合致する。25 か国以上の 200 以上
の研究機関に在籍する大学院生（9 割が博士課程、1 割が修士課程）を対象
としたこの調査によると、2,200 を超えるレスポンスのうち 41% が中程度以
上の不安を感じており、39 ％が中程度以上の鬱（気分の落ち込み）を抱え

ているという―この結果が意味するのは、大学院生は一般の人の割合に比
べて実に 6 倍程度不安や鬱を経験しやすいということである。もちろん急い

で補足しておくべきだが、本調査は先の Nature のアンケートと同様に完全
な無作為抽出ではなく自己応募型のものである。そのため、選択バイアスが
少なからず働いた可能性がある。
「一般の人に比べて 6 倍」という衝撃的な
数字にも議論の余地があるだろう（Duffy et al. 2019; Evans et al. 2019）。し

かしながら、大学院生のメンタルヘルスをめぐっては国や地域を超えて看過
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しがたい問題が横たわっているという事実、そしてそのことをまさしく当事
者たちが自覚しているという事実は否定するべくもない。実際、本調査で不
安や鬱があると答えた大学院生の半数以上が、やはりワークライフバランス
に問題があると回答している。こうした調査結果を踏まえると、大学院の研
究現場においては劣悪なワークライフバランスと精神的不健康の間に特筆す
べき相関関係があると考える方が自然である。
大学院生のメンタルヘルスの危機は、近年の調査・研究で見えてきた比較
的「新しい」問題である。他にも例を示そう。ベルギーの 3,000 人以上の大

学院生を対象として行われた調査によると、彼らの精神的な疾患リスクの割
合は、対照群（高等教育を受けた一般的なグループなど）よりも 2 倍前後も

高かった（Levecque et al. 2017）。大学院生の間で広く見られた問題は、常

に重圧がかかっている感覚や鬱、不安による睡眠障害などである。そして、
こうした問題と強く関連するものとして第一に挙げられたのは、ワークファ
ミリーコンフリクト（仕事役割と家庭役割を両立できないことから生まれる
役割間の葛藤）である。要求度の高い研究を日々こなすには家庭での役割を
ある程度犠牲にせねばならないが、当然その判断は心理的葛藤を伴い、不安
定な精神状態の契機となりうる。ただし著者らも注意を促すように、
ベルギー
における相当数の大学院生は、他のヨーロッパ諸国と同様に大学とフルタイ
ムの雇用契約を結んでおり、経済的には比較的恵まれた環境にあるという点
は付記しておくべきかもしれない。それでも、対象の大学院生が一般よりも
高い割合でメンタルヘルス上の問題を実際に抱えがちであることは厳然たる
事実である。
他にも、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校の大学院生を対象と
した調査（2014 年）では、約 47% が鬱状態にあると判断可能な閾値に達し

ていると報告されている（The Graduate Assembly at the University of Cali-

fornia, Berkeley 2014）。また、イギリスの五万人以上の大学院生を対象とし
た大規模な調査（2019 年）では、80% 以上が研究を行う経験におおむね満

足しているとしながらも、それほど不安がないと回答した者は（一般の場合
には 41% であるのに対し）14% にすぎなかった（Williams 2019）
。程度の

差こそあれ、類似した調査結果は他でも示されている（Garcia-Williams et

al. 2014; Barreira et al. 2018, Nagy et al. 2019）。

大学院生におけるメンタルヘルス問題について（横路佳幸）

2. 問題の影響
一連のデータを「早急に取り組むべき喫緊の問題」と捉えるか「どの業界
でもよくある話」と切り捨てるかはさておき、前節から少なくとも次の点は
明らかだと言ってよい。すなわち、研究者はそうでない者よりも高い割合で、
キャリアをスタートさせて間もない若手時代に、研究生活に起因する不安や
鬱などの精神的不健康を経験するという点である。もしこの事実が「科学技
術立国」を掲げるわが国にも当てはまるのだとすると、若手研究者のメンタ
ルヘルス問題は決して対岸の火事というわけではない―それどころか、我
が国の学術界全体にとってさらに深刻な問題へと飛び火するだろう。日本の
研究現場で特に顕著であるが、大学院生はしばしば「学生」と一括りにされ、
「研究者」とはみなされないケースすら散見される。しかしその認識は実態
を正しく反映したものではない。というのも、博士課程の大学院生、そして
課程修了後のポスドク研究者（博士号を取得した後に任期制のポストに就い
ている研究者）から成るいわゆる若手研究者は「学術研究の主要な担い手」
であり、それも教授クラスまたは准教授クラスの研究者などと並び立つ程度
には研究成果の主な生産者だからである。「学生」と「研究者」というカテ
ゴリーは、必ずしも互いに排他的というわけではない。このことはいくつか
のデータから確かめることができる。一例としてわが国の論文筆頭著者の比
率を見てみると、博士課程の大学院生は全体の約 20% を占め、これにポス

ドク研究者を合わせると、わが国で生産される論文の約 30% の筆頭著者は

いわゆる若手研究者が占めていることになる（長岡ほか 2010）
。さらに被引

用数上位 1% の論文に絞ると、大学院生が筆頭著者となる論文の割合は全体
の約 16% に及ぶ（ポスドク研究者を合わせると約 36%）
。簡単に言えば、わ

が国の研究成果の生産性に貢献し、質の高い研究を部分的にせよ牽引してい
ると言えるのは、博士課程の大学院生をはじめとする若手研究者なのである。
この事情は国外でもさほど変わらず（Larivire 2012; Millar 2013）
、なにより

研究の現場にいる人々が自身の経験からよくわかっているはずである。

崩壊したワークライフバランスの中で不安や気分の落ち込みに悩まされる
ことが、研究の進捗や学術的成果の生産性に悪影響を与えることは想像に難
くない。ひいては、優秀な若手研究者をアカデミアから追い出してしまう一
因にもなりうるだろう。だとすると、学術研究の一翼を担っている大学院生
がメンタルヘルスの問題を抱えやすいことは、単に一世代のローカルな問題
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に矮小化することはできない。それは、学術界全体に無視できない規模の損
失をもたらしている可能性すらある。わが国の「研究力」の低下が叫ばれて
久しいが、その「力」を縁の下で支え続ける大学院生らは、自らの精神的不
健康という危うい綱渡りを強いられ続けているわけである。ましてこの綱渡
りは、
「大学院生はただの学生であって研究者ではない」という実態からか

け離れた分類法のもとではますます見えにくくなってしまう。学術界の発展
という大局的な視点からメンタルヘルス問題を眺めるとき、果たして一連の
データをただの「よくある話」と片付けられるだろうか。

3. 想定される諸要因
問題の特定そして解決は、正しい現状認識から始まる。いまのところ、大
学院生をはじめとする若手研究者のメンタルヘルス問題を扱うデータは、国
際的に不足していると言ってよい 。わが国において同様の問題が大規模に存
2

在するかどうかについても、エビデンスが皆無というわけではないものの
（Pallos et al. 2005）、残念ながら依然として少ない。先の Nature の調査にお
ける日本からの回答も、全体の 28% を占めるアジアからの回答のうちのわ

ずか 5% にすぎない（70% 近くが中国またはインドからの回答）。日本の大
学院生が研究生活に起因する不安や鬱をどのような割合でどの程度抱えてい
るのか、そしてその要因と考えられる具体的な項目とは何か。確証バイアス
を排した正しい現状認識のために―何をもって「研究生活に起因する」と

みなすかの判断基準の設定や不安や鬱の要因の特定は実際には決して容易で
はないのだが―こうした調査が早急に求められている。
しかし一方で、わが国にも著しい精神的不健康の現状があると予想するこ
とはそれほど馬鹿げていないだろう。国別で見て、日本の大学院生だけが例
外的にメンタルヘルスの問題から逃れているということはおおよそありそう
もないからである。ましてそうした仮定のもとで、精神的不健康を生むと考
えられる要因に見当を付けておくことは決して無意味ではない。そこで以下
では、日本という文脈も加味しながら、大学院生のメンタルヘルス問題の基
本的要因として想定されるものを考えていきたい。
2 ポスドク研究者に絞ったメンタルヘルスについての調査はほとんどないのが現状で
あるが、そのことは調査の不必要性を示すものではない（Etchells 2017）。

大学院生におけるメンタルヘルス問題について（横路佳幸）
第一に挙げられるべき要因は、先に触れたように劣悪なワークライフバラ
ンスである。学術研究の世界では、文字通りの意味で「時間を忘れて」研究
室に残り続けることをよしとする、あるいはワーカホリックであることを賛
美するかのような風潮がある。先の Nature の調査では、週の平均研究時間
が 41 時間以上の大学院生は全体の 76% で、全体の 20% 近くは週平均 61 時

間を超えていたと報告される。長時間労働を常態化させるこうした風潮は、
ワークワイフバランスを崩壊させ、精神的不健康を生む温床となりかねない。

Evans et al. 2018 が指摘する通り、「太陽が沈む前に研究室を後にすることを
好ましく思わない文化では、ワークライフバランスを達成するのは困難」
（p.
283）なのである。また、指導教官（メンター）に「今日はゆっくりしたり

友達と過ごすなどして気分転換しなさい」と言われても、他のことを犠牲に
して夜遅くまで働く指導教官を間近で見ていると、多くの大学院生はアドバ

イスを文字通りに受け取る気にならないだろう（Krause and Harris 2019）。
長時間労働とそれに付随する劣悪なワークライフバランスは、「アカデミズ
ム」という旗印のもとでいまや「文化」と呼べるものになっている。
もちろん、この文化は何もないところから生まれたわけではない。研究室
に残り労働時間が長くなる背景には、昨今の業績至上主義や研究費獲得の厳
しさがあるのは疑いない。「出版か死か（publish or perish）
」という言葉が

跋扈して久しい業界にあっては、研究業績、特に査読付き論文の数、そして
それらをインパクトファクター（雑誌の重要度を数値化したもの）の高い
ジャーナルに掲載することこそが至上命題であり、その命題を達成するには
どうしても研究に従事する時間が長くならざるを得ない。同時に、優れた業
績なくしては常勤職への就職どころか研究費（特に競争的資金）の獲得もま
まならず、研究の継続、ひいては人並みの生活レベルの維持すら困難になり
かねない。一部の分野で特にその傾向が顕著であるように、近年の学術界で
はそうした度を越した弱肉強食の構造はますます強くなっている。
たとえば、
いわゆる基礎研究（より根本的な原理や考え方を探究する研究で、応用性・
実用性を重視する応用研究と対比される）は往々にして成果が出るまで時間
がかかるはずだが、現在の風潮がそうした悠長さ・多様性を許容することは
ほとんどない。長時間労働をよしとし、
ときには奨励する研究文化がはびこっ
ている現状は、何をおいてもジャーナルへの論文掲載を優先せねばならない
不可視の圧力の裏側にすぎない。
つまるところ、業績をいち早く積まねば研究の道を閉ざされる大学院生に
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とって、論文の数や質を担保するための自己防衛的な措置の結果こそが長時
間労働なのである。しかし、論文を出版し続けること、そのどれもがインパ
クトを与える論文であること、研究資金を獲得し続けることは、当然のこ
とながら「健康を脅かす数々のプレッシャー」として立ちはだかる（Reay

2018）。研究がうまくいかずに成果を焦るあまりメンタルヘルスに支障をき

たし、それによってさらに成果を生み出せずに焦ってしまいより一層不安と

気分の落ち込みを抱えてしまう―そうした悪循環に陥る可能性がある。さ
らに言えば精神的不健康を助長する悪循環は、捏造や剽窃、改ざんなど研究
不正の一要因にすらなりうるかもしれない 。どのような業界であれ、
一定の
3

競争原理はたしかに生産性やモチベーションを高めることに効果的でむしろ
絶対的に必要なものである。だとしても、将来ある者を疲弊させ精神疾患を
もたらす副作用を伴うほどの競争は本当に必要なのだろうか。求められてい
るのは、過剰な競争原理を是正すると同時に、長時間労働でストレスの多い
研究現場など時代錯誤甚だしいという研究文化を新しく作り出し、生産性と
健康は両立しうることを実践的に示していくことである（Dickerson 2020）。

Nature のある記事が的確に論じている通り、メンタルヘルスに関連する主

要な要因、特に劣悪なワークライフバランスを改善するには、各機関や大学
がより多くのサポートを提供し対策を講じるだけでなく、学術業界全体が業
績評価に過度に偏重してきたという目の前の事実を関係者全員が直視すると
ころから始めねばならない（Anonymous 2019）。

次に、大学院生のメンタルヘルス問題の第二の要因として考えられるの

は、当事者が精神面のサポートについて声を上げづらいという点である。精
神疾患に対する偏見・マイナスイメージは研究の世界にも根強くあることは
これまでに明らかにされてきたが（Mannarini and Rossi 2018）
、そうする
と指導教員や同僚、研究仲間の間で「精神的に問題があるやつ」というス

3 研究不正が生じる背景・要因はしばしば、個人の研究者としての資質や倫理観に一
元化されてしまう。しかし実際には、特定の条件下に置かれると誰しもが―すで

に優れた業績を挙げた研究者であっても―研究不正に手を染める可能性があり、
本稿で挙げた「健康を脅かす数々のプレッシャー」はその条件の大きな一角を占め
ている。研究不正が横行する学術界の構造的な問題については、名著として知られ
る Broad and Wade 1983 を参照されたい（邦訳書では、わが国の近年の研究不正も

視野に収めた解説が付されている）
。こうした研究不正とメンタルヘルスの関係に
ついて、私に示唆を与えてくれた飯澤正登実氏に謝意申し上げる。

大学院生におけるメンタルヘルス問題について（横路佳幸）
ティグマ（負の社会的烙印）が広がることは百害あって一利なしということ
になる。特に、限られた時間のなかで論文執筆や学会発表、そして学位取得
をクリアしていかねばならない大学院生にとってはなおさらそうである。声
を上げづらい土壌は、セルフスティグマ、すなわち自らの鬱を理由に「誰に
も受け入れてもらえない」という思いを自身に抱かせ、自尊心を低下させる
温床にもなるだろう。そのことで、研究者どうしの間で悩みを共有すること
や、関係者にサポートを求めることがますます難しくなってしまう。Nature
のある記事では、
「心理面での助けを求める大学院生はイタリアではほとん
どいません。求めた結果に伴う評価のためです」という声が紹介されている
が（Gewin 2012）
、同じことは日本の研究現場にも当てはまりうる。鬱など

の精神的な不健康を容易に告白できないのは、負の烙印を押されることで孤
立し信頼を失う可能性だけでなく、メンターや同僚から不当な評価を下され

る危険性すらあるからである。そしてこの危険性が明確な実害となるのは、
メンターの指導のもとで学位を取得せねばならない大学院生である。
少なくない研究が示してきた通り、大学院生の感じる満足度を左右する
大きな要因の一つは、指導教員によるサポートである（Shibayama and Ko-

bayashi 2017; Dericks 2019）。自身の受け持つ大学院生が心理面でのサポー
トを求めたとしても、指導教員が精神疾患に偏見を持つあるいは無関心であ

る場合には十分なサポートは期待できない。これにくわえ、生存バイアス、
すなわち過去の学術界を勝ち抜いてきた者が持ってしまいがちな偏見もま
た、サポートを求める際の障壁となるかもしれない。「若い頃のメンタルヘ
ルスの管理はそれなりに大変なのだろうが、決して乗り越えられないほどで
はない。現に私は乗り越えることができた」というのは、運よく生き残るこ
とができた者の所感にすぎず、ましてそれは研究現場における精神的不健康
の問題を後回しにすることに免罪符を与えるものでもない。先の Nature の
調査結果では、指導教官などによる指導に満足しているのは、わずか 40%
以下の大学院生に留まっている。研究生活の満足度を高めメンタルヘルス問

題の悪化を防ぐには、研究の世界におけるスティグマやセルフスティグマ、
バイアスを取り除き、指導教員によるサポートをいつでも求められる環境づ
くりが求められる。
とはいえ、この「環境づくり」がそう容易ではないことに、問題が燻り
続ける遠因があるようにも見受けられる。第一に、メンター・指導教員自
身は通常、メンタルヘルス問題の対処に熟達しているわけではない（Loissel
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2019）。特に研究大学においては、指導教員は第一に研究者であって指導・

教育の専門家ではない。また、教員の間で教育・指導のノウハウ・情報が共
有されることも決して多くない。そのため、メンタルヘルスの問題を相談で
きたとしても、学内の（多くは学部生向けの）カウンセリングルームを紹介
してもらう、または自身の実体験を語ってもらうなどのわずかなサポートし
か実質的に指導教員に望めないという事情がある。第二に、これは特にわが
国の指導教員において顕著であるが、大学運営業務や学内事務手続き、そし

て研究費獲得のための業務負担が大きすぎるために、
大学院生の綿密な指導・
教育にまで手が回らないという事情もあると予想される。たとえば、論文執
筆について指導する時間でさえ、大学院生一人当たり年間で約 11 時間にす

ぎない（藤川 2020）。こうした指導教員側の切羽詰まった実態も考慮に入れ
ると、彼らが心理面での完全なサポートを大学院生に用意するのは（よほど
のスーパーマンでない限り）現状困難であると言ってよい。それゆえ、大学
院生が精神面でのサポートを気軽に求められる環境をつくる手がかりは、研
究者の間のスティグマ・バイアスを排除し、不安や鬱で苦しむ者への不当な
評価を未然に防ぐことだけに限られるわけではない。メンタルヘルス問題の
対処に熟達した専門家・機関を身近に準備することはもちろんのこと、まわ
りまわって、指導教員をはじめとするシニア研究者の労働環境をも改善し、
よりよいメンターシップを築くための「余裕」を作ることもまた問題解決に
貢献するはずである。
最後に、大学院生がメンタルヘルスの問題を抱え込みやすい要因としては、
やはり経済的な不安を挙げておきたい。先の Nature の調査によると、将来
のキャリアへの不安の次にアジアで主要な「懸念」として挙げられているの
は、経済的困難である。アメリカやヨーロッパ諸国と大きく異なり、特に日
本では大学院生への経済的支援は低調である。
ある調査によると、
対象となっ
た約 51,000 人の国内大学院生のうち、半数以上は授業料減免措置を含む経

済的支援を受けられていない（文部科学省 2018）。多くの大学院生が、外部
からの援助がない厳しい経済状況の中で、「出版か死か」という研究業績の

過当な競争を勝ち抜かねばならないわけである。また、これもわが国で広く
見られることであるが、大学院の高い学費や「奨学金」という名の学生ロー
ン（貸与型奨学金）の支払いのプレッシャーも大学院生に重くのしかかる。
さらに卒業後の経済的な不安の増大に拍車をかける要因として、わが国では
いわゆるポスドク問題も関係してくるだろう。契約期間が数年（短い場合に
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は 1,2 年）の不安定な職・身分を何年もさまよい続け、経済的な困難や不本
意な将来設計を強いられている人々に自らの将来に重ね合わせる大学院生も
決して少なくないかもしれない。近年、多くの関係者・行政機関の尽力によ
り大学院生への経済的支援をめぐる風向きは確実に変わりつつあるものの 、
4

若手研究者の経済的不安定さはわが国においては依然として深刻である。
「自
ら選んだ道だから」という自己責任論を掲げて、優れた研究者の卵を経済的
に追い込み学術の世界から追い出してしまう業界が健全であるはずがない。
できるだけ多くの若手研究者がメンタルヘルスの問題を抱え込まずに済むよ
う、彼らを経済的に支援する制度やファイナンシャルプランを立てやすくす
るための仕組みを早急に整える必要がある。

4. 問題の厚みと明るい材料
ここまで、大学院生の間でメンタルヘルス問題を蔓延させていると想定さ
れる要因をいくつか見てきた。だが言わずもがな、この問題は多面的な検討
を要するという意味で様々な厚みを持っていると考えられる。第一に、前節
で言及した要因以外にも多くの懸念が残されている。適切なキャリアパスの
不足や研究室内でのいじめなどがそれに当たる（Woolston 2019）
。特にキャ

リアの選択肢を拡大させるための就職支援は、本邦の大学院制度でも決定的

に不足している要素である。第二に、メンタルヘルスの危機は大学院生に限っ
たものではないかもしれない。イギリスの新聞ガーディアンが行った調査に
よると、メンタルヘルス上の問題を抱えている
（若手に限らない）
研究者 2,500

人以上の回答者のうち、約 3 分の 2 が自身の精神的な問題は学内での仕事

に直接的に起因すると考えているという（Shaw 2014）。この点を深刻に受
け止めると、精神的な不健康があらゆる世代の間で広がっている可能性、そ
してその背景には研究業界全体が抱える構造的な問題が横たわっている可能

4 内閣府の総合科学技術・イノベーション会議において策定された「研究力強化・若
手研究者支援総合パッケージ」によれば、今後は博士課程に進学する者の約 5 割に
あたる 15,000 人に生活費相当額が支給されることになる（https://www8.cao.go.jp/
cstp/package/wakate/index.html（2021 年 1 月 21 日 最 終 ア ク セ ス ））。 ま た、2025
年度に 40 歳未満の大学教員を全体で 1 割程度増やすことなども目標に掲げられて
いる。
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性がある 。とはいえ、その（未検証の）可能性は―仮に正しいのだとして
5

も―大学院制度やメンターシップ、経済的苦境などといった大学院生に特
有の要因をそのままにしておく理由を与えるわけではない。
第三に、メンタルヘルス問題のさらなる究明のためには、本稿で度外視し
たよりきめ細かな観点が求められる。たとえば、ジェンダー、研究分野、所
属大学院、経済的な支援体制の充実度、学術研究への捉え方などの違いに応
じて、メンタルヘルス問題の実態も変わってくるだろう。ジェンダーにつ
いては、女性の大学院生やトランスジェンダーまたはジェンダーノンコン
フォーミングの（既存の性役割の枠にはまらない）大学院生が精神的な不安
や鬱を経験する割合は、男性の大学院生に比べ大きいことがわかっている
（Evans et al. 2018）。研究分野についても、査読の有無やインパクトファク
ター、競争的資金獲得の深刻度などに対する捉え方は分野ごとに様々で、精
神的不健康に陥る要因は、例として人文社会系かそれとも自然科学系の研究
か（または理論系かそれとも実験系・フィールドワーク系の研究か）によっ
て大きく異なりうる。
「メンタルヘルス問題」という一つの大きなテーマは
本来的には、問題を抱える各大学院生のバックグラウンドの多様性に応じて
細分化された形で論じられねばならない。しかし問題が様々な方向へ奥行き
を持っているのだとしても、大学院生全体の間でメンタルヘルス上の危機が
蔓延しているということ自体は少なからぬデータから疑うべくもなく、そし
てその事実は―先のベルギーでの調査結果（Levecque et al. 2017）を報告

した共著者の一人 F. Anseel がコメントしている通り―「学術機関が産業

5 さらに言えば、メンタルヘルス問題は大学院ばかりではなく大学という場所が抱え
る大きな問題の一つかもしれない。たとえば川西 2017 では、学生支援室（旧学生
相談室）の現場から、理工系大学生・大学院生の「研究室不登校」の問題が取り上
げられ、その素因と対策が大学教員側と学生側の事情も加味した仕方で詳細に論じ
られている（工系大学生・大学院生と教員が抱える複雑な問題と心のケアについて
より多角的に理解するには、川西ほか 2020 が参考となる）。論文最後で著者は次の

ように警鐘を鳴らしている。
「学生の持つ問題は、複雑化し、難易度も高く一教員
や一カウンセラーには手に負えなくなっている。一人の学生を全方位から包み込む
ように複数の専門的スタッフで支援体制を組まないと問題が解決できなくなってい
。大学や研究室において現在進行形で取り組まれている問題
る」
（川西 2017, p. 7）
と対処法は、本稿で私が取り上げた局所的な問題に対し示唆に富む提案をなしてく

れるはずである。なお、当該論文のコピーを私に送ってくださった川西利昌氏にこ
の場を借りて厚くお礼申し上げたい。
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としてどのように組織され、どのように人々を管理し、どのようにキャリア
を積んでいくかに関係している」（Pain 2018）。メンタルヘルスを一つの基

軸とすることで、大学院という「産業」、そしてそこで行われる研究活動と
いう「労働」のあり方を改めて考え直すことの意義は、強調してもしすぎる
ことはない。
悲観的な材料だけで終始するのはアンフェアだろう。本節を閉じる前に、
いくつか希望を持てる点に触れておきたい。まず、メンタルヘルスの対処に
とってある程度有効だと考えられているのは、同僚や指導教官と不安や悩
みを共有することである（Loissel 2019; Moulin 2020）
。もちろん、気軽に相

談し合える仲間は身近になかなか見つけられるものではない。そこで 2018
年に登場したのが、大学院生どうしのオンライン上のコミュニティサイト

PhD Balance である 6。このサイトでは、大学院生活における経験や悩みを共

有したりアドバイスを求めることができる。やり方は様々あるにせよ、問題

を一人で抱え込まず「私は決して独りではない」という感覚を持つことは、
メンタルヘルスを管理するうえでとても大切なことである。
また、こちらも国外の動向になるが、2018 年 3 月、当時のイングランド

高等教育助成会議（現在はイギリス研究技術革新機構（UK Research and

Innovation）に再編）は、大学でのメンタルヘルス改善に向けて 150 万ポン
ド
（日本円で約 2 億円）を投入することを発表した。その成果は翌年の 5 月に、

一つの形で結実した。イギリスのブライトンにて、大学院教育のためのブリ
ティッシュカウンシル（UKCGE）によって開催された「第一回大学院の研

究者のメンタルヘルスと福祉についての国際会議」
（通称：Brighton confer-

ence）がそれである 7。Nature Research がスポンサーとなって開かれた当会議

は、若手研究者が抱える精神的問題にスポットライトを当て、現状と課題を
検討することを目的とする。開催アナウンス直後にソールドアウトしたとい

う当会議は第二回開催も予定されており（ただし COVID-19 によるパンデ
ミックにより 2021 年に延期）、近年のメンタルヘルス問題への関心の高さ

を伺わせるものである。

最後に国内に目を移すと、大学院生や若手研究者の生活および研究環境
6 https://www.phdbalance.com/（2021 年 1 月 21 日最終アクセス）
7 http://www.ukcge.ac.uk/events/mhconference19-134.aspx（2021 年 1 月 21 日最終ア
クセス）
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の改善を求める動きは徐々に活発化しつつあり、たとえば 2019 年からは

Change Academia という団体がそうした活動を行っている 8。

結びに代えて
大学院生のメンタルヘルスをめぐる問題の根は、大変に深い。本稿で言及
したわずかな諸要因を見るだけでも、それはどこから着手すればよいかわか
らないほどに―研究文化や大学院制度、個人の偏見・バイアスなどとほと
んど一体化する形で―複雑に絡み合っている。おそらく問題を根本的な仕
方で解決するには、臨床と政策の両次元、すなわち精神医学／臨床心理／高
等教育／労働問題／公共政策などの視点を取り込んだ総合的なアプローチ
のもとで、既存の伝統や制度を抜本的に改革せねばならないだろう。これ
に加え 2020 年からは社会全体が COVID-19 によるパンデミックに見舞わ

れ、それに起因するメンタルヘルスの問題も新たに生じている（Hunt 2020;

Langin 2020; Woolston 2020）。しかしながら、対策を一つも講じずに問題

から目を背けることは、議論を重ね少しずつでもよいので解決のための道筋
をつけていくことよりももっとひどいものである。研究の未来を担う若手研
究者を旧弊から守り、次世代に悪しき種を残さないためには、懲りずに声を
上げ続け地道に改善していく努力が求められる。本稿の筆は、そうした働き

かけをすでになしている（あるいは、なそうとしている）国内外の研究者・
ジャーナリスト・行政職員の方々に心からのリスペクトとエールを送った後
に擱くことにしたい 。
9

8 https://changeacademia.mystrikingly.com/（2021 年 1 月 21 日最終アクセス）
9 本稿は、2020 年 12 月にオンライン上で開催された南山大学社会倫理研究プラット

フォームでの発表に基づく。ご参加いただき貴重なご意見をくださった方々、そし
て別の機会に本稿の草稿に対して的確なコメント・助言をくださった飯澤正登実氏
と奥田太郎教授にこの場をお借りして厚くお礼申し上げたい。しかし、本稿の文責
は言うまでもなくすべて私にある。なお、本稿と関連した新聞記事は、2021 年 2 月

17 日付けの中日新聞朝刊（https://www.chunichi.co.jp/article/203249（2021 年 2 月
17 日最終アクセス））に、「大学院生のメンタルヘルス問題」として掲載された旨を
併記しておく。
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ライフストーリー研究の方法論
認識論（epistemology）としての人文 × 社会科学の交差点
中尾

元

1. はじめに
そのときはわからなくとも、後になって振り返ってみて、あの時が人生の
岐路であったと考えることは珍しくないであろう 。また、自分の今後の行く
1

末について考える必要に迫られた際、ふと立ち止まってみてこれまでの筋道
と連続的であると思われるものを選択するかもしれない。「地続き」である
と思えるもので前に進むことで、自らの「物語」を紡いでいくのかもしれな
い。いずれにしても、例えば調査として、人々の特定の時間幅を持った体験
について尋ねるとはどのような営為になりうるのだろうか。
上記のような問題意識を持つ研究は、総称的にライフストーリー研究と呼
ばれる。この調査法は、主に人々のこれまでの人生や過去の出来事の経験に
関して調査的面接等を行うことにより、人々の体験への意味付けを探るた
めの方法論である。これは、言い換えれば人々によって「生きられた経験」
（lived-experience）について探求をする取り組みである。後述する構成主
義（constructivism）の立場から、人々の固有の認知的な枠組み（frame of

reference）や世界観（worldview）を調査者が把握（ひいてはそれらに参入
partake）することを重視し、人々が構成している意味世界に迫ろうと努め
1 本稿では詳細に立ち入らないが、曖昧な記号が数字（13）に見えるか文字（B）に
見えるかに関して、あくまで文脈に依拠するというのを示した Broken-B paradigm
と呼ばれる心理学の実験刺激がある（Bruner & Minturn, 1955）。人生における出

来事の意味合いも、その時はわからないが、あとになって文脈によって意味づける
ことができる例えとして紹介される。
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るものである。質的研究の取り組みとして、常に語られた内容の固有性と普
遍性（一般化可能性）とを慎重に行き来しながら、特定の文化や社会を理解
するための方法論である。
面接をはじめとする調査には、調査の遂行者と調査に協力をする参加者と
の間に常に相互作用が生じている。この点は、調査とは特定の質問を投げか
ければ、もともと存在していた「答え」が客観的に一対一対応の形で帰って
くるものではないという点で、強調されるべき性質である。本稿の目的は、
4

4

このような認識論的な背景から、ライフストーリー研究の方法論のいくつか
の前提について概観をすることである。

2. 調査や測定の「難しさ」について
調査者と調査参加者の相互作用の例として第一に挙げられるのは、以下
のような測定・評定（measurement and appraisal）のそもそもの「客観性」
の難しさである。比喩的な話ではあるが、
（いわゆる接触型の）温度計でビー
カーに入っている水の温度を測る場合、温度計は決して水そのものの温度を
4

4

4

4

測ることは原理的にできない。夏場に体温計を身体につけて冷たいと感じる
ことがあるように、温度計が水に接触した途端に、温度計自体の持っている
温度（温かさないし冷たさ）が水の温度に影響を与えてしまっているのであ
る。このような本来的に測定をしている装置（apparatus）が測定の対象に

影響を与えてしまっている事態は、社会科学では看過できない事態である。
ひいては何らかの調査を行う者が、いったい自分はどのような関心や測定の
志向性を持っているのかに自覚的であらねばならないという点で、古くて新
しい「観測問題」として重要である。

図１. 認識と対象の相互作用（調査者と参加者の相互作用）の比喩としての温度計

2

2 写真は著作権フリーとして下記のリンクから入手した：https://pixabay.com/ja/
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また相互作用そのものではないが、調査について批判的に考える第二の例
として、ヤン・ファーブルという芸術家の「雲を測る男」というブロンズ像
の作品がある。日本語でも「雲をつかむ」ということわざがあるように、雲
には対象物としての曖昧さがあるのと同時に、この作品が興味を引く点は、
測定をしているものさし の恣意性である。
（ぜひ実際の作品を見ていただき
3

たいが）大空に向かってものさしを広げている男が、一体どこからどこまで
をもって「測れた」とみなすのかが、ある種の滑稽さを伴って問われている
のである。
これらの問題意識を背景に、本稿は以下ではライフストーリー研究の基盤
となっている方法論に関して検討を行う。具体的には、ライフストーリー研
究法を構成している、「人生の物語」研究、ナラティヴ・アプローチ、そし
てその基礎となる考え方の構成主義に関してである。

3. ライフストーリー研究法
ライフストーリー研究は「仮説の生成（箕浦 , 2005）」を企図した質的研

究の一つである。ライフストーリー研究は、時にライフヒストリー研究と混
同されて捉えられがちであるが、前者は「人生の物語」の研究であり、後者
は「生活史」研究である。しかし、両者の決定的な違いは、
ライフストーリー
研究がナラティヴ・モデルに位置づけられていること（やまだ , 2007）であ

り、そのストーリー性はナラティヴ概念の物語論的な視点と相通じ（桜井 ,

2005）、それがあくまで「語られた『真実』」に関心を持つ点である。すなわち、
ライフヒストリー研究が「歴史的な知見」に関心を持つ（Mann, 1992）の
に対し、ライフストーリー研究は語り手によって人生経験がどのように再構
photos/%E6%B8%A9%E5%BA%A6-%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88%E7%99%BA%E7%86%B1-%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-3708808/

3 本稿では立ち入らないが、測定のものさしとして言語的な記述に主に依拠するか、
あるいは数字に依拠するかも重要な問いである。例えば、「人生の短さ」について

検討する際に、哲学者セネカの論考を持ち出すか、あるいは人生を概ね「30000 日」
とみるかは印象だけでなく検討のための材料が（質的と量的とで）異なってくる。
同時に、例えば文化などの社会・集合現象を数値化できないと考えるか、あるいは
できてもその多義性ゆえに意味が一つに定まらないと考えるかも重要な問いである
。
（cf. Mohr et al., 2020）
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成され、意味づけられているかの考察を中心に据える。これらを踏まえて、
以下ではライフストーリー研究を構成する重要な概念を論じる。ここでは、
「人生の物語」と「ナラティヴ」といった二つの概念に着目する。

3. 1.「人生の物語」とは
第一に、
ライフストーリー研究を構成する概念の一つである「人生の物語」
についてである。

Bruner (1986) は、何らかの経験等に対する個人の意味付けは、物語論的

な思考様式によって行われると考察している。この考察で注目すべきは、意
味付けの行為とは、何らかの単一の事象や物事に対して行われるというより
も、むしろ出来事について物語（ストーリー）にすることによってその出来
事に文脈が与えられ、意味が立ち現れる（emerge）と考える点である。

また、
やまだ（2000）は人生の物語（life story; narrative of life）の研究が、

人々がライフ（人生・生活・生）を生きていく過程や、その経験プロセスを
物語る行為、そして語られた物語についての研究であるとし、具体的に「物
語」を「２つ以上の出来事を結びつけて筋立てる行為」や「経験の組織化と
それを意味づける行為」と定義している。ここで重要なのは経験の組織化や
意味づけが語り手によって異なり、それが人生全体の意味の変化に影響を与
えるということである。

桜井（2005）は、意味づけや経験の組織化は、「語り手が過去の出来事や

語り手の経験を表象しているというより、インタビューの場で語り手とイン
タビュアーの両方の関心から構築」するものであることを述べている。これ
は、前述のようにライフストーリー研究が調査者と語り手の相互作用に基づ
く共同作業であることを強調するものである。

さらに、
「人生の物語」研究では語り手の「意味」や「意味づけ」が重要
な役割を果たす。ここで言う「意味」とは、幾つかの出来事を結びつけたう
えで、語り手によって「意味付け」が具体的にどのようになされているかを
浮かび上がらせることである。この点で、
文化人類学者ギアーツ
（1987）の「厚

い記述（thick description）」という概念が重要となる。「厚い記述」とは、
単にデータの記述量が豊富であることではなく、行為者にとっての行為の意
味が語られ、浮かび上がることを指す。そのため、データ収集では、語り手
自身の意味づけを調査者が記述する試みが重要となる。
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3. 2. ナラティヴ・アプローチとは
ライフストーリー研究の構成概念として、二つ目にナラティヴ・モデル、
すなわちナラティヴ・アプローチについて触れる。まずその前提に触れ、そ
の背後にある認識論である構成主義を概観し、最後にナラティヴ・アプロー
チの実際の手続きを整理する。

3. 3. ナラティヴ・アプローチの前提
ナラティヴ（narrative）とは辞書的な意味では「物語・話・語ること 」を
4

意味し、動詞の narrate には「（順序だてて）語る・述べる」といった意味

がある。ここから、基本的なイメージとして「具体的な出来事や経験を順序

立てて物語ったもの（野口 , 2005）」が導き出される。特に箕浦（2002）は、
ナラティヴの特徴として、それが単に事象や物事を喋ることではなく、あく
まで意味的なまとまりをもった語りであり、「事象・精神状態・登場人物に
関わる『始まり - 中間 - 終わり』という時系列性を内在した流れ」であるこ
とを指摘している。
ナラティヴ・アプローチの前提としては、
人々には「それぞれの経験に沿っ
て自らが生成したストーリーや意味がある（秋山 , 2003）
」という立場がある。
これを換言すれば、語り手は自身の語る「物語」に沿って話すため、その物
語に沿わないことは自覚的にも（非自覚的にも）語られない、ということで
ある。これは、語り手たちにとっての生きる世界は、あくまでその語られる
限りでの世界であるとし、いわゆる「事実」とはそのような性質のものであ
るとして容認する立場である。
これは、後述する構成主義的な立場である。浅野（2003）は、物語論や

記憶研究が、心理学の分野で早くから構成主義の見方で定着してきたことを

指摘している。稲沢（2005）も、「各人が独自に構成している意味世界のあ
り方の中でも、とりわけ、自分自身について、それが反省的に捉えられた場
合」にナラティヴの形式が形成されることを構成主義の立場と関連付けなが
ら論じている。次に、これらの背景となっている構成主義に関して触れる。
4 も と も と、「 物 語 る 」 と い う 意 味 の 語 源 を 持 つ 単 語 と さ れ る（cf. 小 西・ 南 出 ,
2001）。
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3. 4. 構成主義について
構成主義（constructivism）は、認識論上の新しい理論的枠組み（Jonassen,

1991）である。これは世界やいわゆる「事実」というものは誰しもに同じ

客観的な姿で立ち現れる「外部世界」ではなく、それぞれの認識主体によっ

て構成されるとする立場である。Bruner（1986）によれば、このような構成
主義の見方は、それをはじめて十分に展開した哲学者カントまで遡ることが

出来る。カントについて黒崎（2000）は、特にその「コペルニクス的転回」
が認識論上の転換となったとしている。したがって、ここでの構成主義の起
源とされる「コペルニクス的転回」に焦点を当てて論じることにする。
コペルニクス的転回とは、端的にいえば「認識は対象に従うのではなく、
逆に対象の方が認識に従う（瀬戸 , 1998）」という転回である。人間の認識

対象である現実を、所与の性質としてみる考え方、すなわち外部から人間に
一方的に与えられる客観的事実とみる考え方から、人間が認識し構成する限
りにおいての現実、とみる考え方への転換を意味している。とりわけ、経験
ア･プリオリ

に先立つ先験的な認識カテゴリー（カント , 1977）、すなわち時間概念や空

間概念、因果関係の概念に代表されるような「分量・性質・関係・様態（カ
ント , 1977）
」等の人間の認識の形式、つまり人間の情報処理のための枠組
みによって、現実を構成しているとする議論である。

このように構成主義の発端はカントとされるが、スイスの認識論者で心理
学者のピアジェも、発達論・発生的な立場から、同様の構成主義的な認識論
を展開している。赤須（1991）が述べているように、ピアジェは、人間は

行動（行為）により現実を構成しつつ発達すると考えている。これは、これ
までの構成主義の見方と同様、現実は認識主体と無関係に存在せず、人間が
現実を構成しているという立場であるが、その認識の枠組みの発達的な変化

を論じたことに特徴がある。すなわち、ピアジェ（2007）は、人間の発達

段階における乳児期（感覚運動器）、幼児期（前操作期）
、児童期（具体的操

作期）、青年期（形式的操作期）のそれぞれの時期で、何が現実として認識
されるかが変化していくと述べている。具体的な変化としては、はじめの段
階では、現実は、例えば「ものをつかむ」といった行動のシェム（行動の図
式・枠組み）と同じであるが、その後徐々に見立て遊びが出来るようなイメー
ジを獲得するにつれ、イメージが現実となり、やがては概念を獲得し、概念
が現実となるというものである。また、後の方の段階になれば前の段階を含
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み持つことが出来る。このように、ピアジェは何が現実となるかは人間の発
達段階によって異なるといった見方を示している。
マクナミーとガーゲン（1997）は、さらに生物学的な議論を展開し、「何

が『現実』として見えるかはその生物有機体に備わった固有の器官の働きに
よって決定される」と述べている。ここまでみたように、構成主義は素朴な
事実観を問い直し、認識主体の積極的な働きに着目してきた立場であるとい
えよう。

3. 5. ナラティヴ・アプローチの手続き
ここまでライフストーリー研究の構成概念の一つとなるナラティヴ・アプ
ローチの前提と背景をみてきたが、ここでは実際に行われるナラティヴ・ア
プローチの構造（面接における構造化）を論じる。ここでは、「外在化（言
語化）
」
、
「リ・ストーリング（再著述）
」そして「現実の再構築」といった三
つの段階が重要となる。
秋山
（2003）によれば、この段階は具体的に次のようになる。以下の説明は、

心理療法のナラティヴ・セラピーの文脈でなされているため、語り手への医
療的な視点で論じられているが、基本的な構造は実際の手続きとして参考と
なろう。ここでの「当事者」とは、調査における参加者として読み替えが可
能である。
①

当事者からドミナント・ストーリーを引き剥がし、抑圧され言語化出
来なかった事柄の顕在化を援助することが最初の作業である

②

①により、固有の意味を持ったオルタナティヴ・ストーリーが展開さ
れる。このオルタナティヴ・ストーリーにより、新たな当事者の自己
像、当事者を取り巻く人間関係、
「事実」に対する認識と意味が描写
されることになる。これが「リ・ストーリング（再著述）
」である

③

このオルタナティヴ・ストーリーに沿って当事者が「事実」や「現実」
を再定義し、当事者の意味の世界の再構築を促す。これによって、問
題の再定義が可能となる
（筆者が [秋山 , 2003] を簡縮化し、三点に整理した )

冒頭の①でいうドミナント・ストーリーとは、何らかの「問題を抱えた支
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配的な物語」のことであり、これは多く当時者にとっての「客観的な事柄」
を含むと認識されているものである。ここでの作業はこれを引き剥がすこと
であり、これは医療ワーカーと共同で行われる。具体的には、あくまで主観
的な「事実」に基づくストーリーを当事者が語ることを促すことにより（こ
の作業が「外在化 [ 言語化 ]」といわれる）
、
本人にも意識化の出来ていなかっ

た事柄への語りへ向かう。これにより、その段階では本人も言語化できてお
らず、認識されていなかった「書き換えられる後に来るべきストーリー」で
あるオルタナティヴ・ストーリーの言語化が可能となり、代替的な物語を意
味するオルタナティヴ・ストーリーが展開されることとなる。
第二の②では、ここで当事者にとっての自己認識や周囲への認識が新しく
生まれる（刷新が促される）こととなる。これが「リ・ストーリング（再著
述）」である。
最後に③では、①②を踏まえた上での現実の新しい意味づけ、定義づけが
可能となり、当事者の意味世界が再構成されることとなる。これが「現実の
再定義」である。これによって、当事者は自らのなすべき行為や行動に気付
くことができるようになるとされる。
ここまでみてきたように、ライフストーリー研究法は「人生の物語」の研
究とナラティヴ・アプローチを重要な概念として含んでいる。この研究法は、
語り手自身が調査者によって再構成されつつ、語り手にとっての前提や意味
世界を組織立てて「語る」のを考察する研究であると位置づけることが可能
であろう。その意味でも、語られた人生や経験の「意味」は、調査者と語り
手の共同制作として編成・生成されていくという認識が重要となろう。

4. ライフストーリー研究の手続きの例
これまでライフストーリー研究の背景について検討を行ってきた。以下で
は、特定の調査の方法としてライフストーリー研究法を採用する際の基準に
ついて簡単に触れる。
すなわち、ライフストーリー研究を採用する理由として、次の二点ほどが
強調される場合に、調査法としての強みを発揮するだろうということである。
内容としては、(1) 客観主義的な見方でのいわゆる「事実」の把握よりも、

語り手の意味世界を把握しようとする立場、(2) 時系列的な変遷や変化など
プロセスの観点を取り入れる調査、の二点である。これらは前述の構成主義
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の立場にたち、時間軸の把握を可能にするライフストーリー研究法が有効で
あろう。

4. 1. 調査の方法
また具体的な手続きの観点からは、下記が要点であろう。
すなわち、仮に調査協力者への面接法が用いられる場合、面接では、テー
プレコーダーによって会話を録音し、その後出来るだけ早い段階で編集
（テー
プ起こしや文章整理の作業、情報補足の作業等）を行うことが重要となる。
例えば実際の面接調査では、協力者への現象学的アプローチ による半構造
5

化面接が実施されるなど、バリエーションには自由度があろう。また面接以
外の情報源としても、調査協力者本人から得られる資料や文書等の情報を用
いることも肝要であろう。

4. 2. 質問項目の一例
例えば面接調査で尋ねる質問は、構造化・半構造化の程度も然ることな
がら、あくまで研究テーマや調査の目的によって構成されるものである。そ
の一方で、下記で挙げるような質問は、様々なライフストーリー研究に応用
できるものと考えられる。
すなわち、ライフストーリーを尋ねる質問項目としては、「いまの〇〇さ
んにとって一番古い記憶は、どのようなものでしょうか？」というものがあ
る。この質問項目は、本橋（2007）が述べているように、参加者が「一番

古い記憶を思い出してくれたとき（中略）
、
それ以降の話もスムーズに聞ける」
ようになるとされる質問項目である。前述のように参加者が物語を構成して
いく観点で面接調査が進むことを考えると、
このような参加者にとっての
「意
識の起点」に関する質問項目は重要であろう。
同時に、
「いまの〇〇さんにとって」というリード文は、あくまで現在の
立場から参加者が話の内容を構成していくことを助ける点でも効果的である
5 本稿では詳細を論じないが、面接を実施する際に調査者に求められる基本的な態度

や技法として、「開かれた質問」や「感情の反射」、「慎重な確かめ」としての判断
保留（エポケー）の態度などがある。これらについては、Breakwell et al. (2012) や

Creswell (2006)、高橋・渡辺・大渕（2011）等を参照されたい。
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（この意味では、必要であれば、「現在思い出せる範囲で」等のリード文も同
様の意味合いとなろう）。
面接での具体的な手続きとして、上記のような意識の起点としての開かれ
た質問の後、調査者は参加者に対して「慎重な確かめ」を行い、必要であれ
ば適宜内容の焦点化のために更なる質問（probing）を「開かれた問い」の
形態で行っていくことなどが重要であろう。このような一連の手続きを踏ま
えることで、前述のような参加者の意味世界に迫ることが可能となる。

4. 3. 結果の整理と分析方法
例えば野村（2005）やビアルケ・青木（2005）
、ビアルケ（2006）などに

みられるように、
「語り」をデータとして取り扱うライフストーリー研究法

ではいくつかの構造的な一貫性に着目するデータ整理・分析方法が用いられ
ている。
これらの研究で行われている方法論に基づくと、ライフストーリー研究で
は次の二つのようなアプローチが分析枠組みとして有効であろう。
すなわち、①水野（2000）の開発した CM 法（事例媒介的アプローチ）

による、データから時期や意味内容によりカテゴリーを一行見出しのよう

に切片化していく方法と、②特に一貫性の分析枠組みとして提起された

Habermas & Bluck（2000）の、「時間的一貫性」「因果的一貫性」「主題的一

貫性」などに着目し、「語り」の内容から分析カテゴリーを抽出する方法、
の二点である。Habermas & Bluck（2000）の分析枠組みは、上記の三つの
一貫性が常にすべて満たされるわけではないとされ、あくまでデータに即し
た構造化が目指されている。
また、いくつかのカテゴリーを構築の際には、具体的にどのようなデータ
に根拠しているのか、語りの具体例（逐語的な引用句 verbatim）の提示が

重要であろう。このような作業は、質的研究における解釈の多様性・多義性
を担保する試みであり、同時に調査におけるコーディングのプロセスに関し
ても反証可能性を保証することが科学性の条件の一つであるとする科学論の
議論に基づくものである 。
6

6 カテゴリー構築とも関連する議論として、カテゴリーや理論の構築を根本的な認識

論から問い直している議論は、科学を「同一性の探求」とする構造主義科学論を提
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5. おわりに
本稿では、主に認識論を中心としながら、ライフストーリー研究にまつわ
る方法論のいくつかの前提に関して概観を行った。物語論やナラティヴ・ア
プローチ、そして構成主義の考え方などは、具体的なライフストーリー調査
を進めるための理論的基盤（rationale; anchor）として重要となろう。

方法論のなかで、調査的面接を一つの例として挙げたが、インタビューは

英語の語源でいうところの inter + view の言葉の通り、異なるもの同士が互
いの見解をつき合わせ、どのような（新しい）見方が生まれるかをみる機会
である。調査的面接が、新しい見解や知見が生成される場としての面接とし
て機能するためにも、本稿で挙げたような理論的な見地がますます有効にな
ると思われる。
最後に、主に質的研究法に関して論じることは、調査を通してデータを得
る実証的な社会科学と、哲学の認識論との交差点をよく体現していると思わ
れる。これは歴史的にみても、心理学（行動科学）を人文学に基礎付けられ
た学問分野であると改めて位置づけることができる点において、学問として
の「人文 × 社会」の位相を表現しているとも思われる。本稿で挙げたよう
な様々な方法論の基礎付けに依拠しながら、質的心理学の一方法として多く
の実証研究が生まれることが期待される。
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神なき時代の救済論
宗教・思想史における反出生主義の定位
村田 奈生

序
ケープタウン大学の哲学科長デイヴィッド・ベネターが、著作 Better

Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence にて掲げた「反出生
1
主義 Anti-natalism」についての研究を行う 。
Better Never to Have Been は、「両親に―彼らは私を存在するようにし
てしまったけれども

そして兄弟に―その存在は自らにとっては害である

が、互いにとっては大いなる利益であるところの」 という独特の献辞で始ま
2

る。この著作でベネターは「自分の子どもの苦しみすべてを防ぐのに保証さ
1 David Benatar (1966 ～ ) 南アフリカ・ケープタウン大学哲学科長、ケープタウン大

学生命倫理センター長。同センターの創設者は、国際生命倫理学会の元会長である
父ソロモン・ベネターである。著作 Better Never to Have Been: The Harm of Coming

into Existence (Oxford University Press, 2006) は、以下 BNHB と記す。また、後述

するように、ベネターは「生まれることは害悪である」という主張に加え「新たな
命を産んではならない」という規範を前面に押し出している。「生まれること」を
意味する「出生」という語を用いた「反出生主義」という訳は後者のニュアンスを
取りこぼしてしまうという問題を孕むが、既に広く採用されている訳語であるため、
本稿でも採用する。

2 拙訳。Benatar, BNHB, p. 5. また、ベネターの近著 The Human Predicament: a candid guide to life’s biggest questions (Oxford University Press, 2017) の献辞は「私の苦
境を一時的に和らげてくれる両親と友人たちへ」である。
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れた一つの（そして唯一の）方法は、そもそもまず第一に、その子どもを存
在するようにしないことである」 と述べ、
出産を避けて緩やかに絶滅してゆ
3

くことで人間が苦から解放される道を提言する。いわく、この思想は「人類
愛 philanthropy」によって動機づけられている 。
4

ベネターは、一見すると感情的な悲観論ともとれるこの思想を論理的に打

ち立て、生まれてくることがいかに悪いことかを客観的事実として提示する
ことで、この世界の苦を考慮せずに生殖を続けてしまうであろう人々の説得
を試みている。
この著作はアカデミズム内外を問わず耳目を集め、2021 年時点で五か国

語に翻訳されており、ネット上でも議論を巻き起こしている 。日本において
5

は、
2017 年に小島和男と田村宜義による Better Never to Have Been の邦訳『生

まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害悪』 が出版され、つ
6

3 デイヴィッド・ベネター『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害
悪』小島和男・田村宜義訳、すずさわ書店、2017 年、14 頁。Benatar, BNHB, p.6.
本稿では、
「拙訳」としていない箇所では邦訳書の訳を用いる。以下、『生まれてこ
ないほうが良かった』と記す。

4 ベネターは「反出生主義的見解は博愛主義的な動機に導かれているが、同時に説得
力の強い厭世的議論も同じ結果になる」とも述べている（同、25 頁。Ibid., p. 16）。
ベネターは、誕生させた子が辛い目に遭うだけではなく他者を辛い目に遭わせる可

能性にも言及し、人間の加害者としての側面に注目して、これを「人間嫌いの反出
生主義 misanthropic antinatalism」と名付けている（“Interview with help from An-

tinatalism Online Community,” Antinatalism Magazine #2, p. 4）。
5 2021 年現在、チェコ語、日本語、トルコ語、イタリア語、韓国語に翻訳されている。
2019 年 2 月には反出生主義者を名乗るムンバイの男性ラファエル・サミュエルが、
同意なく生まれさせられたことを理由に両親を訴えることを表明した。また、ネッ
ト上ではベネターの反出生主義に独自の解釈を加えながら自殺願望と併せて語られ
たり、はたまたチャイルド・フリーの観点から肯定的に捉えられたりと、多様に受
容されている。ベネター自身も明言しているように反出生主義の要項に親への抗議
や自殺推奨は含まれていないが、実際にはこのような形でも噴出している。また、
マインツ大学理論哲学教授トマス・メッツィンガーが、人工知能が人間の苦をなく
すために人口が減るよう働きかける未来（Benevolent Artificial Anti-Natalism シナ
リオ）について言及しているなど、受容の形態は多岐にわたる。

6 デイヴィッド・ベネター『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害
悪』小島和男・田村宜義訳、すずさわ書店、2017 年。

神なき時代の救済論（村田奈生）
いで 2019 年には『現代思想』 にて反出生主義の特集が組まれたことで議論
7

に弾みがついた。また、2020 年度の本屋大賞にノミネートされた川上未映

子の『夏物語』 は反出生主義のエッセンスを多分に含んだ物語であり、
川上
8

はその後のインタビューやテレビ出演時にも反出生主義の思想内容に言及し
ている 。
9

本稿が対象とする「反出生主義」は、あくまでベネターの提起する反出生
主義に絞り、拡大解釈や反出生主義者を名乗る人々の具体的な活動は分析の
対象に含めない。また、ベネターの個人史や反出生主義が醸成されるに至っ
た経緯について推察することも避ける 。
10

ベネターは、後述する「存在と非存在の快苦の非対称性」の図をはじめと
7 『現代思想 特集 = 反出生主義を考える「生まれてこないほうが良かった」という思
想』2019 年 11 月号、青土社、2019 年。以下、『現代思想』と記す。
8 川上未映子『夏物語』文藝春秋、2019 年。
9 川上未映子・永井均「生まれることは悪いことか？ では産むことは？【特別対談】
川上未映子 × 永井均 反出生主義は可能か～シオラン、べネター、善百合子」Web
河出、2020/5/22 http://web.kawade.co.jp/bungei/3600/（最終閲覧日：2021/2/27）
10 ベネターは個人情報を秘匿している。ただし、「アパルトヘイト下の南アフリカで
生まれ育ちながらもその直接の被害者とはならなかった私たち」、「明らかに妥当

ではないにもかかわらずアパルトヘイトを擁護している人たちのことを見てきた。
彼らはアパルトヘイトに対して正しい判断ができなくなっていたのである」と、
生育環境を窺わせる文言は著作中に僅かにある（ベネター『生まれてこないほう
がよかった』119 頁。Benatar, BNHB, p. 109）。また、ベネターは無神論者である

ことを公言している。著作と諸論文にてタルムードへの論及が多く見られる点や、
南アフリカのユダヤ系移民の多さから、ベネターとユダヤ教との関わりに焦点化
してその人物像に肉薄することも可能だと思われるが、本稿の主旨を逸脱するた
め、言及は控える。
ベネターのプライバシー意識の高さについては、直接インタビューを行った記者
によって次のように述べられている。
「ベネターは本質的に私人である。だが、そ
の匿名性は、彼の著書の読者が彼を心理学的に分析したり、その主張を鬱やトラ
ウマ、そのほか彼のパーソナリティに帰したりすることを防ぐためでもある。ベ
ネターは、読者が、読者自身の中でベネターの主張と向き合うことを望んでい
る」
（Joshua Rothman, “The Case for Not Being Born: The anti-natalist philosopher

David Benatar argues that it would be better if no one had children ever again.” The
New Yorker, 27 Nov 2017. https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/
the-case-for-not-being-born. 最終閲覧日：2021/2/27）
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するあらゆる指標を用いて、
「生まれると害悪を被るが生まれないと害悪を
被らない。ゆえに生まれないほうがよい」という主張を展開するが、アカデ
ミアにおいては、この「非対称性」の正否に議論が集中する。South African

Journal of Philosophy の反出生主義特集号 11 に収録された 9 つの書評・論文の
大半が「非対称性」の議論に含まれる誤謬を指摘したものである。

ベネターは「自分の意見を無視する人がいるのみならず、ページを開いて
すらいないと明言したうえで非難する人もいる」 と述べ、このジャーナル
12

においては真摯な批判がなされていることに感謝しながらも「いずれも私の
見解を修正させるには至らなかった」 と、ひとつひとつに反論している。
13

とかく「非対称性」についての応酬が目立つが、ここに誤謬を指摘したと
ころで反出生主義を覆せるわけではない。「非対称性」に誤りがあるか否か
にかかわらず、事実としてこの世界が苦痛に満ちていることが、「生まれて
こないほうが良い」という直観をもたらす 。反出生主義の論理面は、この
14

直観を順序立てて説明し、他者を説得するための材料であり外殻であって、
支柱ではない。
「
『生まれてくること』は望ましいのか

デイヴィッド・ベネターの『生ま

れてこなければよかった』について」 に連なる論文群で反出生主義に応答
15

する森岡正博は、アカデミアにおける反出生主義の扱い方の別の潮流を生み
11 South African Journal of Philosophy, Vol.31, Issue1(2012). 本ジャーナルは、2011 年
11 月にヨハネスブルク大学で開催されたサディアス・メッツ主催のシンポジウム
“Contemporary Anti-Natalism” に基づいている。
12 Benatar, “Still Better Never to Have Been: A Reply to (More of) My Critics,” pp.
121-122.
13 ベネター「考え得る全ての害悪」小島和男訳『現代思想』2019 年 11 月号、40
頁。”Every conceivable Harm: A Further Defence of Anti-Natalism,” South African
Journal of Philosophy, Vol.31, Issue1, 2012, p. 128.
14 注記しておきたいのは、ベネターはもしも世界がひどい場所でないとしても子を
生んではいけないと述べていることだ。ベネターいわく「存在してしまうことに
純粋な利益なんてものは全くなく、それ故、存在してしまうことにどんな犠牲を
払う価値もない。
」ベネター『生まれてこないほうが良かった』22 頁。Benatar,

BNHB, p. 13. また、この点においてべネターの立場は功利主義と峻別される。

15 森岡正博「『生まれてくること』は望ましいのか デイヴィッド・ベネターの『生
まれてこなければよかった』について」The Review of Life Studies, vol 3, 2013 年 ,
1-9 頁。
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出している。森岡は、反出生主義に賛同する人々が多く見られる事実に鑑み、
その論理的正否を追及するのではなく、かれらが抱く「生まれてこないほう
が良い」という悲観的情動を汲み取りながら、「では苦に満ちた世界でどの
ように誕生を肯定しうるか」、「どうしたら生きる意味を見出せるか」を問う
方向に舵を切っている。ここでは反出生主義者に賛同する人々の「生きづら
さ」が主題化され、それを超克してゆく道が模索される。
一見すると、論理偏重の見方では補いきれない情動面を生命倫理学がカ
バーするという形で反出生主義は充分に語り尽くされているようにも見受け
られる。しかし、取りこぼされているものはまだある。そもそも反出生主義
は、
「生まれてくることは害悪である。ゆえに、この世界に新しい生命を産
み落とすことは道徳的に間違っている」という発展的な主張を行っているの
だが、森岡の議論は、前半の「生まれてくることは害悪である」という悲観
的な思考に焦点化したうえで「どうしたら生きる意味を見出せるようになる
か」を問うものである。しかし、反出生主義の問題関心に即すと、既に生ま
れている人間が生きる意味を獲得するか否かとは関係なく「子どもを産んで
はならない」という規範は存在し続ける。ゆえに、実存面にのみ特化した見
方が反出生主義を捉え尽くしているとは言い難い。
アカデミアにおいて、反出生主義は「誤謬に満ちた悲観思想」あるいは「人
間が乗り越えるべき壁」として扱われ、非難あるいは超克の対象として否定
的に捉えられる傾向にある。本稿では、それらとは異なる仕方で反出生主義
を分析することを試みる。すなわち、論理的正否を問うのでも、実存的な問
題関心に落とし込むのでもなく、同調でもなく、可能な限り記述的な仕方で
反出生主義を捕捉する。
具体的には、「過剰」とも評されるベネターの苦の忌避の傾向から帰結す
る「生まれてこなかった場合」のシナリオへの評価を、論理的誤謬ではなく
ベネターの思想の独自性と捉えながら、
「苦への焦点化」や「厭世」といっ
た点において反出生主義と近似する関心を有する諸思想との比較検証を行
う。それにより、反出生主義の独自性を浮かび上がらせることで「ベネター
の論理展開は正しいといえるか」という問や「人々が自身の誕生を肯定でき
るようになるためにはどうすればよいか」という問いへとずらすことなく、
反出生主義の思想内容そのものに焦点化する。
また、本稿のもう一つの目的は「救済」という概念を用いた反出生主義の
分析である。ベネターの反出生主義に色濃い「苦への眼差し」は、救済の待
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望というかたちで宗教の領域で顕著に見られる。宗教史を捉えるにあたって
「救済」という切り口を用いた島薗進は、歴史宗教から新宗教、そして新霊
性運動へという流れを描き出し、便宜的に「他力救済／自力救済」
、
「来世救
済／現世救済」の二分法を打ち出して、現代においては宗教的な「救済」に
加え、
「癒し」や「自己実現」が選択肢として力を持つようになっていると
整理した 。以上の流れを念頭に置きながら、反出生主義の思想史上での位
16

置を探る。この試みにおいて、本研究は、宗教学が旨とする value-free な立

場に立った研究対象へのアプローチを踏襲する。反出生主義は背景に長い歴
史を持つ厭世思想を擁しつつも、思想としては新しい。ゆえに、賛否の立場
表明をするのではなく、新たな観点で語り得ることはまだあるだろう。
本稿の流れを整理する。

1 章では、反出生主義の枢要を述べる。ベネターの反出生主義は思想面と

それを裏付ける論理面に分けられる。本稿が焦点化するのは前者であり、論
理面については先行する諸論文にて綿密に解説・議論されているため詳述は
省く。ただし、反出生主義の論理武装の中でも最も議論を呼ぶ「存在と非存
在の快苦の非対称性」には簡潔に触れる。2 章で反出生主義の思想面に考察

を加えた先行論文の整理をとおして本稿の立場を示す。そして、３章で悲観
や厭世の傾向を持つ諸思想を概観することによって反出生主義の独自性を浮
かび上がらせる。それらを踏まえ、４章では批判すべき点を明らかにしたう
えで、
反出生主義における「非存在」や「生まれてこなかった場合のシナリオ」
の描かれ方に着目し、上述の「救済」という概念も視程に収めながら、思想
史における反出生主義の特有の位置づけを探る。

1 章 反出生主義とは何か
本章では、反出生主義の枢要を概説する。
ベネターは以下の図

17

によって「生まれてきた場合」と「生まれてこなかっ

16 島薗進『現代救済宗教論』青弓社、2006 年。
17 ベネター『生まれてこないほうが良かった』48 頁。Benatar, BNHB, p. 38. のちの
著作 Debating Procreation で pain / pleasure は harm / benefit に置換されている。
「多くの読者はこの〔BNHB での〕議論を快楽主義的 hedonistic なものと解釈しよ

うとしていた。そのような誤解を防ぐため」にこのような変更が加えられている。

Benatar, Debating Procreation, Co-author: David Wasserman, Oxford University
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た場合」の「良さ」と「悪さ」を比較検討し、そこに重大な「非対称性」が
あることを示して、生まれてこないことは生まれてくるよりも良い、という
結論を導く。
Scenario A (X exists)

Scenario B (X never exists)

（１）
Presence of pain
(Bad)

（３）
Absence of pain
(Good)

（２）
Presence of pleasure
(Good)

（４）
Absence of pleasure
(Not bad)

シナリオ A

X が存在する場合

シナリオ B X が存在しない場合

（１）
苦痛がある
（悪い）

（３）
苦痛がない
（良い）

（２）
快楽がある
（良い）

（４）
快楽がない
（悪くない）

シナリオ A：X がこの世に生まれている場合
⑴ X が苦痛を被ることは「悪い (1)」
。

⑵ X が快楽を享受することは「良い (2)」。

シナリオ B：X が生まれていない場合

⑶ X は存在していないため、苦痛を被らない。それは「良い (3)」。

⑷ X は快楽を得ることもないが、これは「悪いことではない (4)」。
ベネターは「X が一切の苦を被らないこと」が X の不在によってしか達

成されないとしても、苦痛がないのなら、それは良いことだと述べる 。と
18

Press, 2015, p. 7.

18 ベネターの苦への評価が過剰であると頻繁に指摘される。クイーンズ大学教授ク
リスティン・オーヴァーロールは、ベネターが苦の回避を重視しすぎていると批
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はいえ、この良さは存在している X の側から見ての良さである。生まれて

いない X が、苦痛がないことを「良い」と思っているということではな
い 。
19

また、ベネターは（3）について「存在に含まれる苦痛を回避することは

単に『悪くはない』のではなくそれ以上のものである。それは『良い』
」 と
20

断言する。翻って、存在していない X が、存在していないがゆえに快楽を

享受できないことは悪いことではない。何故なら、この場合の快の不在は剥
奪によるものではないからである 。
21

もしも存在しない X が快楽を得られないこと (4) が「悪い」ことであるなら、

図の (1)-(3) 間と (2)-(4) 間に対称性が成り立ち、存在することとしないこと
は同じだけの良さと悪さを含むが、ベネターの分析によれば (4) は「悪くは

ない」
。ゆえにシナリオ A と B は非対称である。つまり、X が存在する場合

と存在しない場合を比較すると、明らかに前者が不利な状態にある。このよ
うな理屈で、存在者にとって、存在させられてしまったことは悪いというこ
とになる。
もしも苦しみが殆どない生をおくれるのだとしても、存在するということ
自体には意味も価値もないため生まれてこないほうが良いとベネターは考え
る 。まして苦しみがほとんどない生などというものはあり得ないので尚更
22

だ。つまり、ベネターは、先天的に深刻な疾患を持っている人の生、即ちい
わゆるロングフル・ライフ wrongful life や、生を苦痛と感じている人に限
判する。出産の痛みは耐え難いものであるが、子どもを世界に送り出すことは喜
びであるように、喜びは苦に勝りうる。また、生活環境の改善によって状況はい
くらでもよくなるのであって、
「存在の苦しみを上回るほどの喜びはないというベ
ネターの考えは、先験的な仮定」であると述べる。Christine Overall, “Not“Better

Never to Have Been,” Why Have Children? The Ethical Debate, The MIT Press, 2012,
p. 110.
19 ベネター『生まれてこないほうが良かった』13 頁。Benatar, BNHB, pp. 4-5.
20 同、49 頁。Ibid., p. 39.
21 ベネターはこれを「火星の譬え」を用いて説明する。もしも火星に生物が住んで

おり、そしてかれらが何らかの原因で苦しんでいるとすれば我々は胸を痛めるだ
ろう。しかし、実際には火星に生物は住んでいない。そのことを思って、存在し
ていないかれらが、存在していないがゆえにいかなる喜びも感じることがないこ
とを我々は嘆きはしない。同、44 頁。Ibid., p. 35.

22 同、22 頁。Ibid., p. 13.
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定した議論をしているのではなく、全ての人が（本人の主観に関係なく）ロ
ングフル・ライフを生きていると主張している。
そして、ベネターは、事実としてこの世界は苦痛に満ちていると小括する。
その証左として WHO の『暴力と健康に関する世界報告』をはじめとする

諸資料を用いて、世紀ごとの膨大な戦死者数や日々の餓死者数、自殺者数な
どを細かに記載している 。そして人口が増えれば死も増え、周囲の人の悲
23

しみも増す。動物の苦しみも考慮に入れると、苦は膨大になる。そのような
大きな苦痛が待ち受けている世界に子どもを生じさせることを正当化するこ
とは不可能だ、というのがベネターの主張である。
苦を感じる存在をこれ以上増やしてはいけない。端的に言わば、子どもを
産んではいけない。生まれてきた子が自分の生を悔いない可能性はある。し
かし、かれらが生まれなかったら、生まれなかったことを残念に思わないこ
とは確実である。ゆえに、道徳的により望ましいのは子どもを産まないこと
だとベネターは小括する 。
24

また、ベネターは「人間を単なる手段として扱ってはならないというカン
ト的要請」 も自らの議論の支えにする。白血病の子どもの骨髄移植ドナー
25

としての役割を求めて下の子をもうけることがこの要請に抵触する可能性が
あると指摘したうえで、ベネターは、この要請が、より一般的なこと、すな
わち「子どもを持つこと」全般に適用できると述べる。臓器提供のためのク
ローン作成が倫理的に問題視されるのに、親になりたいという欲求を満たす
ためや共同体を大きくするために子どもを持つことが容認されるのは何故か
とベネターは問う。そして、性行為は、子どもを作るためでない場合、すな
23 ベネター『生まれてこないほうが良かった』99-102 頁。Benatar, BNHB, pp. 8892. ここでベネターは数値を示しつつこの世の苦しみを淡々と挙げているが、Debating Procreation においては、「あなたが産んだ子供は、暴力をふるわれたり、性
的暴行を受けたり、拷問されたり、殺されたりする可能性がある。戦争に送られ
るかもしれない。誘拐されたり、投獄されたり、処刑されたりするかもしれない。
脊髄損傷や脳卒中、神経症状で半身不随になることもある。ひどい火傷やその他
の切断や損傷を受ける可能性もある。ウイルスや悪性腫瘍、あるいはその他の何
千もの状況に屈することもある」と、さらに具体的な表現で読者の感受性に訴え
かけている。Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 62.

24 ベネター『生まれてこないほうが良かった』112-123 頁。Benatar, BNHB, pp. 102113.
25 同、138-140 頁。Ibid., pp. 128-130.
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わち避妊が行われている場合にのみ道徳的に容認されうるという。
そして、反出生主義の特異性を最も際立たせるのが「存在することは常に
害悪である」という前提に基づく人工妊娠中絶の提言である。生まれること
によって苦痛が確約されてしまうことを考えると、胎児が意識と痛覚を持ち
始める（といわれる）妊娠 28 週目までの、可能な限り早い段階で中絶を行

うべきだとベネターは述べる。

これまでの議論の帰結として当然予想されることであるが、反出生主義の
目指すところは人類の絶滅である。「子どもを作り続ける限り、存在させら
れる人の中には生きる価値（つまり「続ける価値」）のない人生を歩むこと
になる人も出てくる」 ゆえに「そのような人の状態を改善する唯一の方法
26

は、そのような人を存在させないことであり、そのような人が存在させられ
ないことを保証する唯一の方法は、誰も存在させないことだ、ということに
なる」 。ここにきてベネターは、個人の快苦から視野を広げ、人類全体を一
27

つの単位と見る。大勢の人間が喜ばしい生をおくり、少数の人々が苦に満ち
た生をおくっている世界と、誰も存在せず、よって快も苦もない世界では、
後者の方が良いということである。
また、これは、胎児が人生の苦痛を被る前に中絶した方が良いという考え
を敷衍した結果でもある。中絶されようがされまいが人間はいずれ必ず死
ぬ。だとすると、人生の苦痛を味わう前に胎児の段階で死ぬほうが良いとベ
ネターは考える。同様に、人間もいつか必ず絶滅するのであるが、それまで
の期間に苦痛を感じる世代が生み出され続けることを考えると、遠い未来の
絶滅を待つのではなく、新たな人間を増やさないことによってその時を早め
たほうが良いということである。ベネターいわく、
「不幸がゼロというのは、
少なくとも現実世界においては、人間の数がゼロになることで成し遂げられ
る」 。
28

結論部でベネターは、哲学的見解の中には「反直観的である」として不当
に退けられてきたものが少なからずあると指摘し、自身の論もそのように棄
却されるかもしれないと述べたうえで「奴隷制は間違いだという見解、もし
くは『混血』は何も悪くないという見解は、非常に疑わしく反直観的だとか
26 同、188 頁。Ibid., p. 180. このことをベネターは、ジョン・ロールズのマクシミン
原理を援用して主張している。

27 同上。Ibid.
28 拙訳。Ibid., p. 175.
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つては考えられていた」 と付け加える。また、
「存在してしまった害悪に気
29

付き、かつ新たな人間を作るという慣行に陥ることなしに依然として陽気で
い続けることができるなら、その陽気さは出し惜しみすべきではない」 と
30

も付言する。反出生主義者が常に悲観に苛まれている必要はない。
以上、簡略化した形ではあるがベネターの反出生主義の解説を行った。人
間は生まれると確実に苦痛に苛まれるのであり、存在させられることはただ
ただ害悪である。ゆえに子供を産むことは倫理的に誤っており、人間は「産
まない」ことによって段階的に絶滅に向かうことが望ましい、というのが反
出生主義の主張の概略である。
次章では、この思想への応答に目を向ける。

２章

反出生主義に対する反応

近年では、ネット上の反出生主義者のコメントを分析した研究など 、新
31

たな視点での調査も出てきているが、際立って多いのは先述の「非対称性」
について検証した論文である。
しかし、ベネターの分析哲学的議論が正当なものか否かは争点の一つでは
あれ、
唯一の争点ではない。数々の誤謬が指摘されながらも、
ベネターの「生
まれてこないほうが良い」という前提は崩れない。本章では、論理的瑕疵の
指摘に終始するのではなく、反出生主義の思想面に着目・応答した論文を概
観する 。
32

29 ベネター『生まれてこないほうが良かった』211 頁。Benatar, BNHB, p. 203.
30 同上。Ibid.
31 例として、George Rossolatos による Facebook の反出生主義コミュニティのコ
メントの批判的ディスコース分析がある (George Rossolatos, “On the Discursive
Appropriation of the Antinatalist Ideology in Social Media,” The Qualitative Report,
Volume 24, 2019, pp. 208-227)。
32 ベネターの思想と近似する立場もある。特に、UCLA 教授シーナ・シフリンおよ
びザールラント大学教授クリストフ・フェーイゲの主張は、反出生主義と響きあ
うものとしてベネターによって紹介されている。また、ブラジリア大学元哲学科
長フリオ・カブレラは、反出生主義と同様の関心から開かれた「ネガティブ倫理

Ética Negativa」を展開している。彼の思想と論文は、個人 web サイト (https://
philosopherjuliocabrera.blogspot.com/2011/05/negative-ethics.html) に掲載されて
いる。
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2-1 ジョシュア・ミラーによる批判
ジョシュア・ミラーは、ノースカロライナ大学に提出した宗教学修士論文
「ユートピア的悲観主義

反出生主義の議論のメシアニズム的基盤」 にて、
33

ショーペンハウアーの悲観的な世界認識が反出生主義の中に受け継がれてい
ると述べ、両者の関連を認めながらも反出生主義と悲観主義を峻別する。
ミラーは、反出生主義が未来における截然たる解決を待望しているという
点においてメシアニズムと類似していると指摘し、「このような希望は悲観
主義哲学が拒絶するユートピア的な楽観主義に近い」と述べる。すなわちミ
ラーは、人間が理性によって節制し、絶滅というひとつの目標に進んでゆく
ことで成就する反出生主義のヴィジョンの楽観性を訴追し、そこに「メシア
的基盤」を看取する。そして、反出生主義が変革的・活動的であるという点
で内向的な悲観主義のモデルケースから逸脱していると主張する。
ベネター自身、著書の中でこのように述べている。「人類の絶滅を悪いも
のだと判断する人にとっては、これがこれから起こることだという予測は悲
観主義的なものである。逆に、これ以上人が増えないに越したことはないと
いう私の判断を、これ以上人が増えない時がやってくるという予測と併せて
考えると、その判断は楽観主義的と言える。現状は悪いが、これからもずっ
と悪いというわけではないのだ」 。ミラーによる「メシアニズム」との批判
34

は、このような一種の未来志向を突いたものであるだろう。しかし、この言
葉はベネター自身が反出生主義の中の楽観性に意識的であることの証左でも
ある。また、ベネターは「私の擁護する見解への抵抗は強いでしょうから、
この本や中身の議論が、現実の子作りに対して何らかの影響を及ぼすことを
期待してはいません」 とも述べており、ミラーの指摘するあまりにユート
35

ピア的な展望はあらかじめ取り下げられているともいえる。
反出生主義を悲観主義の伝統から切り離すミラーの試みは興味深いもので
あるが、それは鬱屈とした厭世家のイメージと、反出生主義を掲げて社会に
33 Joshua Robinson Miller, “Utopic Pessimism: the Messianic Underpinnings of the
Antinatalist Polemic,” The University of North Carolina at Charlotte, 2015.
34 ベネター『生まれてこないほうが良かった』216-217 頁。Benatar, BNHB, p. 209.「逆
に、状況がより良くなるには長い時間を要するだろうと考えて、それが遠い未来
だということを悲観主義的に述べることもできるが」という言葉が続く。

35 ベネター『生まれてこないほうが良かった』３頁。Benatar, BNHB, p. 7.
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参画するベネターのイメージの乖離がミラーの中で増幅した結果ともいえ
る。寄せられる批判に次々に反駁するベネターの姿勢は、たしかにミラーの
述べるところの「絵画のように静的」 な悲観主義とは異なるかもしれない。
36

しかし、悲観主義にも観想的なものと活動的なものがあると考えれば、そこ
に矛盾はない。悲観的でありながら変革的かつ未来への志向を持つ反出生主
義は自己矛盾に陥っているというミラーの主張は、反出生主義の特異性を浮
き彫りにするものではあるが、批判としては弱い。

2-2 クリスティン・オーヴァーロールによる批判
クリスティン・オーヴァーロールは「ベネターの主張が一般に流布すると、
女性の役割が出産と子育てに焦点化されている社会において女性の地位に深
刻な影響を与えるだろう」 と述べ、反出生主義が女性の尊厳に影響を及ぼ
37

し、また妊婦への危害や強制的中絶という社会的な問題を引き起こす可能性
を指摘する。
これに対してベネターは、「避妊と中絶は道徳的に要求されるが、法的に
義務づけられるべきではないと私ははっきりと主張した」 と反論する。そ
38

してオーヴァーロールの批判を「安易な主張」と一蹴し、むしろ多くのフェ
ミニストたちが目指す出産の役割からの解放を反出生主義こそが後押しする
と述べる 。また、ここでベネターは、若い女性たちが反出生主義によって
39

いかに解放されたかを自分に語ってくれた、というエピソードを注記してい
る。
ベネターが、「女性は子どもの存在によって幸福になると思われがちであ
るが、実際はそうではない」という結果を示した調査を引いていることも併
せて考えると 、彼が一見、女性と育児を無批判に結びつけることに疑義を
40

36 Miller, p. 53.
37 Overall, “Not“Better Never to Have Been,” pp. 115. また、オーヴァーロールは、リ
プロダクティブ・フリーダムの観点から BNHB における「産みの義務はない」と
いうベネターの主張が蛇足であると指摘している。

38 Benatar, “Not ʻNot Better Never to Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,”
Philosophia, 2019,p. 366.
39 Ibid.
40 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 124 にて、Luis Angeles, “Children
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呈するような、
「フェミニズム的」ともいいうる視座を持っているように見
受けられる。しかし、そうとも言い切れない。そもそもベネターの反論はオー
ヴァーロールの主張と若干食い違っている。前提として、オーヴァーロール
は反出生主義の理念を問うているのではなく、反出生主義に潜在しうる、生
殖を行う人々（より具体的には妊婦）に対する偏見を懸念している。特に妊
婦が挙げられるのは、おそらく、妊娠期間中に男性側には身体的変化が生じ
ないという非対称性に由来する。いかにベネターが過激な手段を否定したと
ころで、ベネターの手を離れた反出生主義が社会の中でどのような動きを見
せるかは分からない。また、ベネターは、オーヴァーロールへの返答では中
絶の勧告を「ぺア」に対して行っていると述べているが 、しかし著作にお
41

いては「私は、妊婦が実際に中絶をすることを勧告しているのに加えて、中
絶をしないならそれに対する優れた理由が必要なのだと勧告しているのであ
る。そんな理由は何一つないと私が考えているのは、当然そうなのだけれど
も」 と、中絶か出産かについての選択責任を妊婦に帰した上で、明らかに
42

妊婦に対して勧告している。オーヴァーロールの批判はベネターにとっては
心外なものかもしれないが、反出生主義が潜在的に女性蔑視的な偏向を含み
うることについては検証の余地があるだろう。
オーヴァーロールの懸念をより理解するために、この点について少々掘り
下げたい。将来世代の苦をなくすことを要求・希求する大局的な視野を持つ
ベネターにとって、オーヴァーロールの懸念は些事であるかもしれない。し
かし、中絶は女性の身体および精神に圧倒的に関与するものであり、性別間
で不均衡がある。ベネターの「避妊が失敗しても、まだ中絶することはでき
る」 という言葉には、その不均衡に対する非当事者の軽視の態度が現れて
43

いるともいえる。その点において、ベネターの反出生主義は、『現代思想』
にて橋迫瑞穂が突いた「マチズモ」 、
「女性の身体性から『産む性』を取り
44

and Life Satisfaction” (Journal of Happiness Studies, Vol.11, Issue 4, 2010, p. 532) の
研究結果が引用されている。

41 Benatar, “Not ʻNot Better Never to Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,”p.
365.
42 ベネター『生まれてこないほうが良かった』170 頁。Benatar, BNHB, p. 162.
43 同、136 頁。Ibid., p. 126.
44 橋迫瑞穂「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年 11 月号、193 頁。
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出してフェティッシュに考察してみせているに過ぎない」 との批判を避け
45

られるものではない 。この点については、4 章にて再考する。
46

2-3 日本国内での反応
小手川正二郎は、論考「反出生主義における現実の難しさからの逸れ 反
出生主義の三つの症候」にて、哲学者として、そして親になったばかりの一
人の人間としての立場から、明確に反出生主義に対立する姿勢をとる 。小
47

手川による批判の論点は多岐にわたるが、そのひとつとして「苦痛を感じう
る存在を一掃するよりは、人間同士の関係や世界のあり方を変えていくこと
で可能な限り害悪を減らしてゆく方が望ましい」 という地に足のついた社
48

会改善論がある。
小手川は「子作りはそれ自体では良いとも悪いとも言えず、その後の長き
、

、

、

にわたる親たちの養育のあり方を通じて事 後的に正当化されていくしかな
い」
、49「自分の子を持ちたいという親たちの利己的な欲求が子どもの妊娠・
出産・養育を通じて、子どもに幸せになってほしいという利他的な欲求へと
向け直されていく点に、子どもを産み育てることに固有な価値の一つがある
と考えられる」50、
「子どもを産み育てることもまた、新たな人間関係やより
平和な世界を目指す可能性の一つとみなされるだろう」51 と反出生主義を退
ける。
45 同上。
46 橋迫は同論文にて「われわれの社会において、『産む性』として生まれると、子ど

もを作ることの意味を見出すことも、あるいは否定することも、判断が困難である。

（中略）
『スピリチュアル市場』において、妊娠・出産にまつわる情報や商品が人
気なのは、子どもをつくることの意味をめぐる寄る辺のなさが反映した結果であ
る」
（同、195 頁）と、女性に対する「スピリチュアル」の訴求力とネット上での

反出生主義の人気を絡めた考察を行っている。

47 小手川正二郎「反出生主義における現実の難しさからの逸れ 反出生主義の三つの
症候」
『現代思想』2019 年 11 月号、188 頁。また、小手川は特集号の執筆陣の大
半が男性であることに苦言を呈している。

48
49
50
51

同、185 頁。
同、186 頁。
同、187 頁。
同、185 頁。
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小手川の主張は筋の通ったものであるが、しかしこれらはいずれも「産み
たい」側の視点に終始しており、子を成したことを正当化しえないような劣
悪な養育が行われた場合はどうなるのかといった問や、親の成長や共同体の
平和のために子どもを利用してはならない（人間を手段にしてはならない）
という反出生主義の掲げる「カント的要請」には応じてはいない。ここにお
いて、反出生主義とそれに対する反論は平行線を辿ることとなる。
また、反出生主義への批判として、「まだ存在していない子どもに対して、
『その子どものために』子づくりをしないと言うのは、子づくりの現実を歪
めない限り殆ど不可能」 というものがある。具体的な対象を欠いている以
52

上、
「～のために」という指向は成り立たないという指摘である。加藤秀一は、
論考「『非同一性問題』再考」にて、ロングフル・ライフ訴訟の参照点であ
る「非同一性問題」を踏まえ、
「まだ生まれていない存在について考えるとき、
その存在が生まれた後の視点を密輸入してはならない」 ことから、ある対
53

象についての「生まれてこないほうが良かった」なる言明はいかなる時も成
り立たないとして反出生主義を退ける。反出生主義について考えるに際して
ロングフル・ライフ訴訟の論点をどこまで採用しうるかという問題も残るが、
「非同一性問題」にはベネターも言及しており、加藤の指摘は的を射ている。
しかし、反出生主義が思考実験ではなく実践であると考え、
上述の指向が「子
どもを作らないという一瞬一瞬の決意および、子作りを積極的に避けるとい
う一瞬一瞬の実践が無ければ生まれていたかもしれない子」というものを想
定していると見做せば差し当たり説明のつくものではあり、それ以降は「分
析哲学の知的なゲーム」 へ逸れてゆく気配もある。
54

翻って、反出生主義と足並みを揃えながら現実的な社会改善を目指した論
考も存在する。Better Never to Have Been の訳者である小島和男は、反出生
主義を穏やかで実現可能なものに組み直した「反―出生奨励主義」 を打ち
55

出す。小島は、生まれてこないほうが良いのか否かという論争の土俵に乗る
のではなく「現実問題としてこれからも人が生まれ続けるこの世界でどのよ
52 同、186 頁。
53 加藤秀一「『非同一性問題』再考」『現代思想』2019 年 11 月号、140 頁。
54 後述する森岡正博によるベネターへの批判。森岡正博・戸谷洋志「討議 生きる
ことの意味を問う哲学」『現代思想』2019 年 11 月号、11 頁。
55 小島和男「反―出生奨励主義と生の価値への不可知論」
『現代思想』2019 年 11 月号、
84-93 頁。
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うに振舞うべきか」の考察に舵を切る。生まれてくることが善か悪かは分か
らない、という立場をとりながら、生み出され続ける未来世代のために全力
を尽くし、
「できる範囲で償い続けていく、そうやってまだマシな地獄を続
けていくという人間の苦境に対する次善の策をとる」 というのが反―出生
56

奨励主義の骨子である。これは「ベネターの『反出生主義』よりもより実践
的で現実的で哲学的な、現実の世界および人間の苦境へのアプローチ」 と
57

も説明される。小島は、出生は無条件に是とされるべきものではないかもし
れないことを踏まえたうえで、個人が責任をもって子どもを産むか否かを決
定すべきであり、外部から推奨あるいは禁止されてよいものではないとする。
小島は訳書の公刊以降、学習院大学での講義や公開講座にてベネターの反
出生主義を取り上げており、日本のアカデミアにおいて反出生主義を論じる
土壌を作っている。
もう一人、日本において長く反出生主義について議論している学者として
紹介すべきは、倫理学者・森岡正博である。
森岡は反出生主義を実存的な問題として受け止める。その諸論文は反出生
主義に対する生命倫理学からの応答でもある。森岡は、一般には問われるこ
とのない、
「産み」という行為が孕む一種の暴力性に着目し、反出生主義が
その問題を浮かび上がらせる力を持つ、という点において評価する。
森岡自身は、生命や出生というものについてより深く考えるきっかけに
なるという点でベネターの「蛮勇に満ちた試み」 を真摯に評価しながらも、
58

反出生主義には反対する立場をとる。存在に価値を見ず、苦のみに注視する
ベネターの態度について「痛みや苦しみは、人生において悪にも善にもなり
得る。ベネターの哲学的議論は、このような悪と善のダイナミズムをまった
く視野に入れていない」 、
「ベネターの哲学は非常に単線的であり痩せてい
59

る。それはまるで、清潔で真っ白な衣服がほんの少しでも汚れたならばもう
そこにはまったく価値はないのだと叫ぶような幼稚さに充ち満ちている」

60

と批判する。
56 同、90 頁。
57 同、84 頁。
58 森岡「生命の哲学へ！生命否定の分析哲学」
『ちくま』519 号（筑摩書房、
2014 年）、
29 頁。
59 同上。
60 同上。
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森岡は、better never to have been という一文を「私なんて生まれてこな

ければよかったのに」という実存的な嘆きのニュアンスをもって捉え、それ
を、自分が世界へ及ぼしてしまった悪影響を自分の存在と共に根本から消し
去りたいという願望や、生きる意味を見出せないほどの悲観的な情動からく

るものと解釈している 。この点において、ベネターの「X が生まれてくる
61

場合と生まれてこない場合を比較すると、後者のほうがよい」という淡々と
した言明とは温度差がある。ベネターは「生まれてこないほうがよい」とい
うことを前提として、あくまで「産んではならない」と勧告することに力点
を置いているが、森岡は反出生主義に同調する人々の「生きづらさ」を主題
化している。2019 年の『現代思想』においても、森岡は「生まれてきて本

当に良かった」と思えるようになるにはどうすればいいかを考えるために
「ベ
ネターの議論を仮想敵として、あるいは他山の石として置く」と述べ、自身
が打ち出す「誕生肯定の哲学」
（個々人が生の意味を獲得するための思索）
を深めるために反出生主義を用いている 。
62

たしかに、既に存在している者は善悪や悲喜の中で生きてゆくことが求め
られるが、まだ存在していない者に対してはそのようなことを強いてはなら
ない。それが反出生主義の要諦である。ベネターは終始、まだ生まれていな
い（が、これから生まれてくる可能性のある）非存在者について議論してい
るのであるが、森岡は既に生まれてきている人々がいかに生きる意味を獲得
できるかについて語っており、両者の眼目は異なる。この違いについては、
森岡自身も「森岡が究明しようとしているのは『私は生まれてきて本当によ
かったのか、私は生まれてこなかった方がよかったのではないか』という問
いなのであるが、ベネターはそのような問題設定を取っていない。ひょっと
したら、ベネターと森岡は同じ言葉を使いながらも別の問いを問うているの
かもしれない」 と言及している。
63

「誕生肯定」の関心に立つ森岡は、ベネターが「悲観的な情動」を無視し
ているとも指摘する。「反出生主義に対する批判への彼の応答を聞いている
と、やはりどこか分析哲学の知的なゲームとして捉えている面があるような
61 森岡「『生まれてこなければよかった』の意味 生命の哲学の構築に向けて (5)」『大
阪府立大学紀要 人間科学』8 号、2013 年、98-99 頁。
62 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
9 頁。
63 森岡「『生まれてくること』は望ましいのか デイヴィッド・ベネターの『生まれ
てこなければよかった』について」The Review of Life Studies, vol 3, 2013 年 , 9 頁。
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気もします」 と述べ、それを受けて戸谷洋志は「研究者の中では論理的な
64

パズルとして好奇心を持たれている側面もあると思いますが、一方では、自
分の人生に苦悩してベネターの本に手を伸ばすという読者も多数いるでしょ
う。ただ、そうした読者の望んでいるものが本当にそこに書かれているかと
いったら、おそらく書かれていないだろうという気がします」 と語ってい
65

る。
これについて応答すると、ベネターは Better Never to Have Been 出版後に
同様の指摘を受けた際、「私が論じている問題は非常に深刻だ。それらの問
題は膨大な量の苦しみの有無に関係している。これらについて議論するにあ
たり、私は哲学的なゲームをしているわけでも、くだらない知的運動をして
いるわけでもない」 、
「個人的な好みは分析哲学が目指す正確で慎重な議論
66

であるが、しばしば人生の大きな疑問を抜き去ってしまう過剰な分析スタイ
ルにもフラストレーションを感じている」 と答えている。
67

生を肯定する道を模索する「誕生肯定の哲学」は意義深い。しかしなが
ら、反出生主義の問題関心に即すと、既に生まれている人間が生きる意味を
獲得するか否かとは関係なく「子どもを産んではならない」という規範は存
在し続ける。
「私は自分の生を肯定するが、それはそれとして、子は産まな
い」ということは充分ありうる以上、誕生肯定の哲学は既に生まれている人
の実存に寄り添うものではあるが、反出生主義の全体を超克するものではな
い 。「人間は生まれてこないほうが良い。子どもを産むべきではない」とい
68

う反出生主義の規範的な語りを「私は生まれてこなければ良かった」という
64 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
11 頁。
65 同、12 頁。
66 Benatar, “Yujin Nagasawa”s Review: The case of the missing arguments”. http://
www.philosophy.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/160/Reply%20
to%20Yujin%20Nagasawa.pdf（最終閲覧日：2021/2/27）該当論文は Yujin Nagasawa, Review of Better Never to Have Been (Mind, Vol. 117, July 2008, pp. 674-677)
に対する応答。

67 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism
Magazine #2, p. 5.
68 森岡は、『生まれてこないほうが良かったのか ? ―生命の哲学へ！』（筑摩書房、
2020 年）にて、「産み」の問題に触れている。この著作を参照する限り、森岡は
反出生主義における「反生殖」の問題にも留意したうえで留保し、「反出生」に焦
点化している（289-306 頁を参照）。
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実存的な嘆きにスライドして個人の悲観的な思考に還元してしまうと、論点
は個人のケアへと逸れてゆく。それは、反出生主義を正常でない精神状態、
いわば病理に還元することにも繋がる 。反出生主義を実存的問題ではなく
69

研究対象と見て、森岡の関心とは別軸で捉える余地はある。
そこで参照したいのが、森岡をはじめ、戸谷、そして吉本陵による、出生
に肯定的な哲学思想とベネターの反出生主義を比較考察する試みだ。戸谷い
わくこれは日本独自の傾向であり、出生に対する異なる意見を持った思想を
並置することで、出生というものを哲学的・倫理的側面から考察することが
企図されている 。
70

吉本は、森岡との共同論文の中で反出生主義とハンス・ヨナス

71

の思想を

対置させる。存在は無に優越しており、客観的な価値を持ち、無条件に善で
あると考えるヨナスの生命倫理を引きながら、「存在の重さ」を尊い重みと
考えるのか、それとも忌まわしい重荷と捉えるのかという点にヨナスとベネ
ターの
「分水嶺」があると述べる 。そのうえで吉本は、
見方によればベネター
72

も存在を無に優越させていると指摘する。そのことは、
ベネターが「人生は、
存在してしまわないほうが良いと言えるほど悪いかもしれないが、存在し続
けるのを止めた方が良いと言えるまでは悪くないかもしれない」 と、死よ
73

69 森岡が対談の中で次のように述べていることを注記しておきたい。
「貧困でもなく、
差別も受けず、家庭環境も円満なのに、反出生主義の考え方をもつ人はいるとい

うことです。もし魔法のようなものでその人が抱える外的要因が全部解決したと
する。そうしたら『生まれてこなければよかった』とか、『子どもを産まない』と
か思わなくなるのかといえば、そうではない」、
「これは実は多くの人が抱えている、
『真正の哲学的問題』である可能性があります」。森岡自身は、反出生主義をけっ
して「病理」のように理解しているわけではない。しかし、森岡が「誕生肯定の
哲学」を打ち出すとき、反出生主義に賛同する人々の悲観的な情動や、ベネター
のある種の冷淡さが強調される。
（牧内昇平「私たちは『生まれてこないほうが良
かったのか？』哲学者・森岡正博氏が『反出生主義』を新著で扱う理由」Business

Insider, 2020/10/21. https://www.businessinsider.jp/post-222520 最 終 閲 覧 日：
2021/2/27）。
70 戸谷「ハンス・ヨナスと反出生主義」『現代思想』2019 年 11 月号、170 頁。
71 Hans Jonas (1903-1993).
72 吉本陵「人類の絶滅は道徳に適うか？ デイヴィッド・ベネターの「誕生害悪論」
とハンス・ヨーナスの倫理思想」『現代生命哲学研究』3 号、2014 年、64 頁。
73 ベネター『生まれてこないほうが良かった』220 頁。Benatar, BNHB, pp. 212..
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りも生への関心を優先させている点に見出せるという。「生」に始める価値
はなくとも「既に生まれている人の生」は継続するに値するならば、長きに
わたって続いている「人類という種の生」についてそう見做すことも可能で
あろうと吉本は考察する 。ベネター自身による「始める価値」と「続ける
74

価値」の区別を採用することで、人類は可及的速やかに絶滅した方がよいと
するベネターの議論を反駁できるということだ 。
75

存在の善性を形而上学的に担保するヨナスと、存在を「害」と断じて絶滅
を説くベネターは、対照的というよりむしろねじれの位置にあるようにも思
われるが、それでも、あるいはそれゆえにこそ、このように並置すると新た
な読みの可能性が浮かび上がる。
ヨナスの例に見たような「反―反出生主義」的な思想は確固としてあるが、
それに対する「反」はベネター一人が背負っているわけではない。文脈や対
象設定の範囲を問わなければ、「生まれてこないほうが良い」という発想そ
のものはベネターの登場を待つまでもなく古代からある。つまり、ベネター
の反出生主義の背後には系譜がある。それを構成するものは、ひとつにはギ
リシア悲劇の「決して生まれてしまわないことが最善なのだ」 という台詞
76

であり、イエスがユダについて語った「生まれなかったほうが、その者のた
めに良かった」( マルコ 14:21) という言葉であり、そして次章で見るエミー

ル・シオランの生涯をかけた嘆きである。

森岡は「反出生主義は宗教・哲学・文学のなかで連綿と流れている人類の
基調低音みたいなものでしょう。それが歴史の大きな流れのなかで、いろい
ろな装いをもって立ち現れてきていて、たまたま今は分析哲学的な装いを
74 吉本、前掲論文、66 頁。
75 たしかにベネターは、「人生の中に快楽があるからといって人生が始める価値のあ
るものにはならず、また人生の中に苦痛があるから人生は始める価値はない」、
「人
生は、存在してしまわないほうが良いと言えるほど悪いかもしれないが、存在し
続けるのを止めた方が良いと言えるまでは悪くないかもしれないのである」と、
人生についての「始める価値」と「続ける価値」を区別し、後者については認め
ている（ベネター『生まれてこないほうがよかった』220 頁。Benatar, BNHB, p.

212）。だが、文脈を踏まえると、これは自殺に際して生じる本人と周囲への苦を

考慮しての言葉であり、
「存在」そのものに価値を見ているわけではないため、二
つの「価値」の区別が反出生主義を自壊させるとは断言し難い。

76 ソポクレース「コロノスのオイディプス」引地正俊訳『ギリシア悲劇全集 ３』岩
波書店、1990 年、1224 行。
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もって議論されている」 と述べる。同様の述懐が古代から存在し続けてい
77

るという事実によって、ベネターの反出生主義は一定の後ろ盾を与えられる
とともに、その系譜の中に呑み込まれる。だが、反出生主義が現在生起して
いるものであることを考えると、思想史の中に溶け込ませてしまうことはま
だ早い。
佐々木閑は、反出生主義が「人類全体に適用されるべき普遍的真理として
ではなく、適用可能な一部の人にとっての真理として見た時、輝きが出る。
氏の思想を、多様な人の在り方と柔軟に組み合わせることで、現代社会の通
念に縛られて悩む多くの人々を救う清澄な道が生み出されるのではないかと
期待している」 という。出生に肯定的な一般通念という「正」に対する「反」
78

の役割にある限りにおいて、反出生主義は、よりよい世界のための「合」を
導出する実りある礎となる。
しかし、一般通念に揺さぶりをかけるという機能面のみを取り出すことは、
反出生主義を扱いやすく抽象化・矮小化して「有用なもの」に仕立て直すこ
とにつながる。このような手続きを踏むことで反出生主義をアカデミックな
議論の俎上に置くことも可能となるが、しかし、ベネターをはじめとする反
出生主義者にとって、この思想は社会改善のための一材料ではなく不動の結
論である以上、そのような有用化は牙を抜いて見せるだけのパフォーマンス
ともなりうる。
論理的／倫理的な正否を問い争うことも、一般通念に対するアンチテーゼ
としての役割を付与することも、超克の対象とすることも、すべて、「生ま
れてこないほうがよかった（のか？）」という問題設定、あるいはそれを問
うこと自体に対する何らかの価値判断に基づいているという点において、反
出生主義と同じ土俵に立っている。
以降、本稿では、思想史における反出生主義の特有の立ち位置を探るため
に諸思想との比較を行う。思想史の中に溶け込ませるのではなく反出生主義
の独自性をこそ浮き彫りにすることを目的とするが、それはベネターの反出
生主義を特権化するためではなく、むしろ「生まれてこないほうが良いのか
否か」という議論に正面から挑むのでも、反出生主義に有用性を見出すので
もない、一歩退いた視座からの考察を目指すがゆえである。反出生主義が何
77 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
19 頁。
78 佐々木閑「釈迦の死生観」『現代思想』2019 年 11 月号、162 頁。
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であり、そして何でないのかを明確に捕捉することを試みる。

3 章 諸思想との比較
本章では、
「苦への焦点化」や「厭世」といったいくつかの参照点におい
てベネターの反出生主義と併置しうる思想を概観し、比較を行う。参照する
のは、ベネター自身が引用するアルトゥール・ショーペンハウアーと、「反
神義論」を唱えながら信仰を保ちつづけるジョン・K・ロス、世界忌避と造
物主への反抗に徹したグノーシス主義、
そして「ペシミストたちの王」エミー
ル・シオランである。
ロスを除くいずれの思想も、既に先行論文やベネター自身によって明に暗
に反出生主義との関連が指摘されているが、本稿では可能な限りベネター自
身の言葉を引き、比較対象と反出生主義を往復した記述を行う。また、結論
を先取りするが、グノーシス主義とシオランに見られる「創造以前への憧憬」
に着目した考察は、本稿の独自性として特に打ち出したい点である。

3-1 アルトゥール・ショーペンハウアー
諸思想との比較照合をとおして反出生主義を分析し、思想史上に定位する
ための試みを、ベネター自身が依拠するショーペンハウアー

79

から始めたい。

悪の力があまりにも強いこの世界は存在しないほうが良いと考えるショー
ペンハウアーの厭世は、
「共苦」そして「意志の否定」によって肉付けされる。
ショーペンハウアーの語る「意志」とはすなわち「生きる意志」であり、
この世界に内在する盲目的な動力である。この世界は「意志を映し出す鏡」

80

であって、個々人もそのあらわれのひとつにすぎない。つまり、意志は人類
の歴史という悲喜劇の興行主でありながら演者でもある。
このことを見抜く鍵は、他者の苦しみを自分の苦しみとして受け止める
「共
苦」にある。
「万物のうちに自分を認識し、万物のうちに自分の再内奥の真
実の自我を認識しているそのような人であれば、生きとし生けるものみなす
79 Arthur Schopenhauer (1178-1860).
80 アルトゥール・ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』西尾幹二訳、
中央公論社、2004 年、100 頁。
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べての無限の苦悩をも自分の苦悩とみなし、こうして全世界の苦痛をわがも
のと化するに違いあるまい。彼にあってはいかなる苦悩ももはや自分と無関
係ではない」 。このような境地に立って他者の快を求める行為のみが、
真に
81

道徳的な価値を持つとショーペンハウアーは述べる。自他は一なる意志の異
なる表象にすぎないと認識すること（個体化の原理を見破ること）
のみが、
「他
人の個体に対する無私無欲な愛、高邁宏量な献身にまでいたる心の持ち方の
完全な善を可能にするものであり、またこれらを説明するものである」 。し
82

かし、共苦は、他者の苦を自分の苦として引き受けるものであるゆえに、苦
しみを分かち軽減するよりもむしろ増幅させる作用を持つ。自他の境がなく
なるこの境地において、世界の苦しみを自分の苦しみとして引き受けた人は
「意志の否定」に辿りつく。意志の否定とは、苦に満ちたこの世界において
生の肯定に抗うことであり、ここに至って世界の滅却が求められる。
しかし、意志の否定は自殺に帰結するものではない。自殺は「より良い人生
であったなら」という願いに基づいた生への執着の態度であり、「この悲哀
の世界からの真実の救済の代わりに、単なる仮象的な救済を差出すことに
よって、最高の倫理的目標への到達に反抗することになるもの」 であって、
83

意志の否定とは真逆の行為である。
また、
この世界を悲観した無理心中と嬰児殺害も同様に戒められる。
ショー
ペンハウアーは、
「生命に向かって突進してくるあらゆるものに生命を安全
に確保するためなら、むしろしてやれることがあればなんでもしてあげなけ
ればならない」 と述べ、出生というかたちで意志が成立したならば、それ
84

はあくまで尊重されねばならないと主張する。意志の否定は、意志が生起し
たうえでの「個体化の原理」の看破によってのみ至ることができる境地であ
る。
ショーペンハウアーは意志の否定を「救済」や「涅槃」と換言して肯定的
に描き出しているが、それでも「意志の肯定か否定か選べと言っているので
はない、どちらかを勧めるのは愚劣であり無益であるといえよう」 と、意
85

81
82
83
84
85

同、165 頁。
同、164 頁。

ショーペンハウアー『自殺について』斎藤信治訳、岩波書店、2017 年、78 頁。
ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』215 頁。

ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅱ』西尾幹二訳、中央公論社、

2004 年、271 頁。
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志が何者にも縛られるものではないことを示し、意志を肯定するか否かは
個々人に委ねられることであり、他者から強制されるべきものではないとし
て、意識的に規範化を避けている。
ベネターは、自身の著作の随所でショーペンハウアーを引用しており、イ
ンタビューにおいても「ショーペンハウアーのスタイルは大きな違いもある
が私の主張に最も近い。議論を提供するものであり、そのいくつかは私のも
のとパラレルだ」 と、その思想が反出生主義と響き合うものであることを
86

認めている。
人間の苦を慮る「人間好き」の理論と、残虐な行為への嫌悪に基づく「人
間嫌い」の理論を併呑する反出生主義において、加害者も加害者であるばか
りでなく別の面から見れば被害者であり、人類愛の対象として包摂されてゆ
くとすれば、それは「自他は一なる意志の異なるあらわれ」とみる個体化の
原理の看破と同様の結果をもたらす。また、苦を徹底的に忌避するベネター
にとって、
「世界の滅却」は、そのまま反出生主義の「産まない」という実
践であると解釈することも出来よう。
しかし、ベネター自身が述べているように「大きな違い」もある。たとえ
ば、先述のミラー論文はショーペンハウアーの「静的」な厭世を悲観主義の
雛形としたうえで、それに逆行するようなベネターの未来志向を突いたもの
であった。また、小島は「ショーペンハウアーは苦悩や苦しみを、彼の目指
す状態であろう『意志の否定』に至る契機でもあるとしているのだ。苦痛を
経験したからこそ苦痛から逃れられるという点は、ベネターとの大きな相違
点である」 と指摘する。ショーペンハウアーは「意志は光に照らされて初
87

めて解脱を見出すことができる」 とも述べており、苦痛には一定の意味付
88

けが為されているともいえる。
また、両者の見解の相違は生殖にまつわる主張にも表れている。禁欲を意
志の否定の帰結と考えるショーペンハウアーと、避妊をした上での性行為を
良しとするベネターの相違は、単に生殖をめぐる価値観や技術についての時
代背景の違いに由来するかもしれない 。しかし、
ショーペンハウアーが「救
89

86 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism
magazine #2, p. 5.
87 小島「訳者あとがき」『生まれてこないほうが良かった』247-248 頁。
88 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』216 頁。
89 ショーペンハウアーは、「性欲 der Geschlechtstrieb」（Arthur Schopenhauer, Die
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いのための唯一の方法は、まず生きんとする意志がなににも邪魔されないで
・・

現象して、そのうえでこの現象の中に意志が自分自身の本質を認識できるよ
3

3

うになるというまさにそのことなのである」 と述べて「胚種の破壊」を悪
90

としているのとは対照的に、「この世界は苦痛に満ちており、生まれてこな
いほうがよい」と断じて中絶を勧告するベネターには、ショーペンハウアー
が戒めた一種のパターナリズムがある。意志の生起から否定までの主体的な
移行を重んじつつ、あくまでその規範化を避けたショーペンハウアーとベネ
ターの姿勢の相違はこの点に顕著である。
といえども、反出生主義がショーペンハウアーの正当な後継者か否かを探
るよりも、本稿では受容の一形態と捉えたい。たとえば、悪を善の欠如と見
做したアウグスティヌスの反転形であるショーペンハウアーの以下の言葉
―「この世に善と悪とどちらが多いかなどということを論ずるのは、根本
においてまったく無用のことである。というのは、悪が単に存在するという
だけで事は決するからである。悪は、善がそれと同時に存在しても、またそ
ののちに生じたとしても、それによって除かれるわけではなく、したがって
また償われるわけでもないからである」 ―には、反出生主義、ひいては
91

あらゆる厭世思想に通底する心性があらわれている。その中でもベネターの
独自性は、ショーペンハウアー流の共苦から意志の否定に至るシナリオに身
を投じながらそこに規範性を持ち込んだ点にある、とここでは小括する 。
92

Welt als Wille und Vorstellung, Bd.2, F.A. Brockhaus, 1972, S.387）と「生殖 die Zeugung」（ebd., 1972, S.390）をほぼ同義として用いている。
90 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』216 頁。
91 ショーペンハウアー「人生の空虚と苦悩について」『ショーペンハウアー全集 7 続
編第三巻』、有田潤・塩田竹男訳、白水社、1973 年、181-182 頁。Schopenhauer,
Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd.2, S. 661.
92 「意志の否定」の思想を受け継ぎ、それを規範として描出したのはベネターが初
めてではない。エドゥアルト・フォン・ハルトマン (1842-1906) は、世界は存在

しない方が望ましいというショーペンハウアー流の厭世を軸とした目的論的な進
化論を開陳した。かつてはあらゆる苦が外在する悪に還元されていたが、科学技
術や医療の発展によってそれらが取り除かれるほど、悲惨は人間に内在している
と知覚されるようになった。ハルトマンは、未来においても完全には苦から免れ
えないことを看取した人類によって、苦痛からの解放、まったき眠りが望まれる
と展望する。そしてそのような安寧は、地球上の人々の間に共通の意思決定を可
能にする十分なコミュニケーションが行われ、その果てに、人々が一斉に「諦め
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3-2 ジョン・K・ロス
ショーペンハウアーの「共苦」および「意志の否定」も、反出生主義も、
この世界の苦痛に対する洞察に由来する。苦の問題、ひいては悪の問題につ
いての考察はキリスト教において「神義論」という伝統を持つ。全能にして
善なる神が創造した世界に、なぜ悪があるのか。なぜこれほどまでに悪があ
るのか。
アウグスティヌスは、堕落した人間に悪の責任を帰する。創造は完璧だっ
た。だが、人間が自由を履き違えた。しかし、それでも、なぜ神が被造物に
堕落の余地を与えたのかといった問題は残る。本当に創造において瑕疵はな
かったのか。神にはいかなる責任もないのか。
エイレナイオスは、艱難辛苦の中で人間が成長し、悪を克服してゆく過程
に意味づけする。救済史の中で苦痛は完成に至るまでの漸進的進歩の道具と
なる 。だが、そうだとしても悪はあまりにも大きすぎるのではないか。な
93

ぜ神はこれほどまでに大きな悪を放置するのか。これを問う人々が思い起こ
すのはホロコーストの悲惨である。
る give up」ことによって訪れるという。ハルトマンは生殖の段階的停止という手
段を退け、世界の本質が苦であることを万人が認識するまで人類は増え、進化を

推し進めなければならないと主張する。Eduard von Hartmann, Philosophy of the

unconscious: speculative results according to the inductive method of physical science,
Routledge, 2000, pp. 94-142.
ハルトマンの描いた進化のシナリオは、厭世を背景としながらも、苦から解放される未来
を戴いている点においては楽観的な色彩を持っているが、進化そのものに人間の苦の原因
を見る見方もある。ディープ・エコロジー運動に決定的な影響を及ぼしたノルウェーの思
想家ペーター・ウェッセル・サプフェ (1899-1990) は、一貫して人間に内在する悲惨を主
題としている。彼が道徳的観点から生殖の停止を説くとき、それは進化しすぎた人間と自
然環境の相容れなさに由来する人間の悲惨さへの洞察を基盤とする。ベネターは、サプフェ
のエッセイ「最後のメシア」について、「一部が寓話であり、一部が訓戒であり、そして一
部が心理的言説である」とし、自身の文体とは異なると述べるに留めているが（Benatar,
“Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p.
5.）、明確に生殖の停止を求めた思想家として特筆すべきである。

93 キリスト教における「苦痛」への意味付けについては、タラル・アサド「中世キリスト教
の儀礼における苦痛と真理」『宗教の系譜 キリスト教とイスラムにおける権力の根拠と訓
練』（中村圭志訳、岩波書店、2004 年、93-141 頁）を参照。
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プロセス神学は、この問への応答を試みた。神は全能ではない。神は苦し
みから我々を救う力を持たず、我々とともに苦しみながら終末までの道程を
歩んでいる。今や求められるのは全能ではないが善である神との協働である。
人間の進歩によってこそ、世界は完成に近づきうる。神の全能性を排すこと
で神を擁護しながら、より良い世界を希求してゆくプロセス神学は、しかし
苦に満ちた世界を生き抜く強靭さも要請する。ともすれば弱者を振り落とし
かねないこの思想に、ジョン・ヒックは「倫理的というよりも、むしろ美的
なもの」 を看取する。
94

人間が求めているのは、大きすぎる悪によって成長を促す神でも、ともに
苦しんでくれる神でもなく、救ってくれる神ではないだろうか。
このような関心から「反神義論（抗議の神義論）
」を打ち出したのが、ホ
ロコースト研究者ジョン・K・ロスである 。ロスは「ホロコーストでは、
人々
95

は、完成されるよりもむしろ破壊されたのです。アウシュヴィッツは、無益
な破壊であり、神の経済に摂理や目的があるということへの反証に他なりま

せん」 と、苦痛を救済の道具と見做すことに強く抗う。また、
「過去に取り
96

返しようなく破滅させられたものを見れば、神には納得のゆくアリバイなど
ありません」
「
、何があろうとも、神は決して完全に正当化されはしない」 と、
97

苦痛がいずれ全て贖われるという楽観的見通しにも迎合しない。
このように述べながらも、ロスはあくまで信仰を貫く。それは C・G・ユ

ングによる『ヨブへの答え』のヨブの態度にも似ており、全能ではあるが完
全には善でない神に対して、この世の大きすぎる悪について抗議するという
仕方によってである。苦痛や死を救いの経綸に回収するのではなく、あくま
でロスは抗議に徹する。誠意をもって隣人愛を実践することで、それを命じ

ておきながら背く神を告発し、神をより善きものへと振り向けようとする。
94 ジョン・ヒック『宗教の哲学』間瀬啓允・稲垣久和訳、筑摩書房、2019 年、131 頁。
95 John K. Roth. (1940-) ロスの思想については、スティーヴン・T. デイヴィス編『神

（本多峰子訳、教文館、
は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』

2002 年）および佐藤啓介『死者と苦しみの宗教哲学 宗教哲学の現代的可能性』
（晃
洋書房、2017 年）を参照。
96 ヒックに対する批判の中でのロスの言葉。スティーヴン・T. デイヴィス編『神は
悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』142 頁。
97 ジョン・K・ロス「抗議の神義論」『神は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる
五つの答え』43 頁。

167

神なき時代の救済論（村田奈生）
ロスいわく、反神義論は「病んだ魂を持ち、その魂が癒され得ない（そして
癒されてはならない）と知りながら、屈服しては何も成し遂げられないと考
え、屈服することも拒否する人のためのもの」 であり、神との積極的な交
98

わりに身を投じてゆく姿勢の表明である。
しかし、ヒックの「恐ろしい歴史を個人的に経験しないでいながら神義論
（反神義論も含めて）に携わろうとするわれわれのような者は、感情だけで
なく理性も働かせる義務があります」 という批判は、ロスの「神義論」が
99

多少感情的で、伝統的な神学に沿うものではないことを突いている。ロスは
これを受け、自分が「この世でことに幸運な者たち」

100

の一人であることを

認めながら応答している。本稿ではここで、「アパルトヘイト下の南アフリ
カで生まれ育ちながらもその直接の被害者とはならなかった」 というベネ
101

ターの立ち位置も思い起こしたい。多大な苦に曝される当事者でないにもか
かわらず、苦について必要以上に感傷的になることは、ある意味においては
不誠実であるかもしれない。しかし、当事者でないという理由で、そのよう
な語りをする一蹴することもまた不当である。「燃える子どもたちを前にし
て信じられないようなことは、神学であろうと、他の何であろうと、一切述
べてはならない」

102

というラビの言葉を自身の立場として掲げるロスの態度

には、ショーペンハウアーの言う「共苦」の一形態を見ることもできるかも
しれない。
ロスと同様に苦痛効用論を排すベネターであるが、彼の次のような「神義
論」批判はロスと異なる色味を持つ。
神義論とは、神の存在をその悪と和解させようとする（楽観的な）実践
である。多くの無神論者は、神義論に批判的である一方で、一種の世俗
的な神義論に従事している。それは、人間の状態についての不幸な事実
98
99
100
101
102

同、58 頁。

ヒックによるロスへの批判。同、79 頁。

ロスによるヒックへの応答。同、80 頁。

ベネター『生まれてこないほうがよかった』119 頁。Benatar, BNHB, p. 109.

ロス「抗議の神義論」『神は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』

79 頁にて引用。拙訳。Irving Greenberg, “Cloud of Smoke, Pillar of Fire: Judaism,
Christianity, and Modernity After the Holocaust,” Auschwitz: Beginning of a New
Era?, edited by Eva Fleischer, Ktav Publishing House, 1977, p. 23.
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と楽観的な見解を和解させようとする試みだ。
（中略）
この見解によれは、
私たちは痛みを経験しているからこそ、快も楽しむことができる。しか
し、多くの痛みは何の役にも立たない。例えば、陣痛や末期の病気によ
る痛みには何の意義もない。

103

神義論という神学の伝統に触れつつも、ベネターは形而上的洞察を棄却す
る。見方によっては、このような姿勢は「単線的で痩せている」

104

と評され

るかもしれない。信仰者であるロスが苦痛に対する鋭敏な感性でもって至っ
たのは「神に抗議しながら神に従う」という道であった。しかし、キリスト
教の外において、苦への感性はどのような形をとるだろうか。ヒックは、反
神義論が無神論に通ずるものであることを言外に示している。信仰のかたち
をとらない抗議、あるいは神を問題ともしない思想も「神なき時代」には可
能となる。神が完全な善であることを認めず、それでも信仰を貫いたロスと
は異なり、神の存在を前提とせずに一切の苦痛効用論を認めないベネターの
態度はその一形態といえるかもしれない。
ベネターは、宗教について「専門家ではない」 、
「前提を共有していない」
105

106

と一定の距離を取りながら、いくつかの言明も行っている。自分の論理展開
では創世記の「産めよ、増えよ」を重んじている人々は説得しえないと考え
ており、「神の存在を議論する余地はない」と一線をひいたうえで、
「宗教的
主張はあまりに一枚岩過ぎる宗教見解を想定している」

107

と指摘し、ヨブ記

やエレミヤ書における、聖書においては特異ともいいうる悲観的な言明を挙
げながら「ヨブは自分が妊娠されてしまったことおよび子宮内でもしくは誕
生の瞬間に死ねなかったという事実を悔やんでいる。エレミヤは一段階先の
話をしており、自分を堕ろしてくれなかった人を罵っている。彼らの見解は、
洗練されてはいないが真っ当な一枚岩的見解を持った陽気な原理主義者の見
解と衝撃的なくらい異なっている」

108

とも述べる。

103 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Precreation, p. 54.
104 森岡「生命の哲学へ！生命否定の分析哲学」『ちくま』519 号、29 頁。
105 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism Magazine #2, p. 7.
106 Benatar, The Human Predicament, p. 144.
107 ベネター『生まれてこないほうが良かった』229 頁。Benatar, BNHB, p. 222.
108 同、229 頁。Ibid., p. 222.
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また、ベネターは「タルムードは、
『頑固で反抗的な息子』
（申命記 21:

1821）を処刑するという戒めに対して、非常に制限的な解釈を適用し、こ

の律法の下で処刑されることは決してなかったし、今後もないという見解を
記録している」

109

ことから、聖書の「産めよ、増えよ」という神の命令を字

義通りに受け取ることにも疑義を呈している

。

110

ヨブにもエレミヤにもあくまで神の応答があり、最終的には神に包摂され
てゆくため、ベネターの見方にも偏りがあるかもしれない。とはいえ、これ
らは「明らかにしたいのは私の主張が多くの人が考えるほどには宗教的思想
と相容れないわけではないということである」 と述懐してみせるベネター
111

の、宗教思想の中の悲観にも目を向けるべきという主張が端的に示されてい
る箇所であるといえよう。
次節からは、ロスよりも徹底的に神の善性を棄却したグノーシス主義の思
想を跳躍板としながら、エミール・シオランの嘆きに目を向ける。

3-3 グノーシス主義
2 章で紹介した吉本陵は、ヨナスの思想と反出生主義を対置させたうえで、

ヨナスが批判対象としたグノーシス主義と反出生主義を重ね合わせ、「ベネ

ターの『誕生害悪論』には現代における世俗的なグノーシス主義という位置
109 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 131.
110 ここでベネターは、キリスト教において「産めよ、増えよ」という創世記の言葉
が過度に称揚されているかのように述べているが、たとえばアウグスティヌスが

「結婚の善」にて、種としての人類の存続よりも節制による神の国の到来に重き
を置いたうえで、その現実味の無さゆえに次善の策として結婚と生殖の美徳を説
き（アウグスティヌス「結婚の善」
『アウグスティヌス著作集

第七巻』岡野昌雄訳、

教文館、2007 年、246 頁）、また、キリスト教と進化論の統合を測ったイエズス
会士テイヤール・ド・シャルダンが、コミュニケーションの発展と科学的進歩の
果てに人類が極めて精神的な存在となり、種の再生産ではなく精神的紐帯を実現
するための愛に満ち、地上においてはもはや新たな命が誕生することはなく、神
と一致して死を超え完全なものとなるという終末論を提示しているように（拙論
「テイヤール・ド・シャルダン研究史素描」『東京大学宗教学年報』36 号、2019 年、

195-214 頁）、キリスト教の伝統においても生殖や禁欲についての捉え方には諸相
がある。

111 ベネター『生まれてこないほうが良かった』25 頁。Benatar, BNHB, p. 16.
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づけを与えることもできるだろう」 と述べる。この点に着想を得て論を進
112

めてゆく。

2-3 世紀にキリスト教と接しながら地中海世界で勢力を拡大したグノーシ

スの思想は、凄惨なまでの現世否定に貫かれている。造物者とイエスを遣わ
した神を峻別し、前者を悪に満ちた世界を創造した悪しき存在と見做して後
者をこそ真の神とする点に、この思想の「異質さ」がある。物質的なものを
悪と見て霊を善とするグノーシス主義にあって、肉体に囚われた自身の霊的
本質を守るための徹底した禁欲（修徳）は救済に不可欠のものとなる

。生

113

殖の忌避は造物者への敵意に基づく世界蔑視の態度であると共に、自己の聖
化という積極的な意義を持つ。グノーシス主義における救済は、イエスを遣
わした神のいます領域、すなわち霊の故郷へ回帰することであり、このよう
な「創造以前」に対する郷愁と回帰願望がグノーシスの厭世を強固なものに
する。
吉本が洞察したように、この世界を否定的に捉えているという点は反出生
主義とグノーシス主義に共通している。無論、吉本が「世俗的な」と敢えて
付記しているように、時代的・宗教的背景が異なるために相違点は多い。反
出生主義においては、世界はあくまで苦に満ちているがゆえに忌避されるの
であり、そこに物質的・肉的なものに対する嫌悪の念はない。そもそもベネ
ターは性行為も否定していない。また、グノーシス主義が思索と禁欲、そし
て形而上的な志向でもって世界と隔絶したのとは対照的に、ベネターの反出
生主義は論理的な筋道によって世界に働きかけるものである。このように見
てゆくと、相違点が際立っている。
とはいえ、反出生主義を「現代のグノーシス」と名付けることが正当か否
かは問題ではない。結論を先取りすれば、反出生主義とグノーシス主義に通
底するものがあるとすれば、それは、「創造以前」への価値づけの態度では
ないだろうか。
ベネターの「非対称性」の図について、次のような指摘がある。存在しな
い物質の重さが０ｇではなく計測不可能であるのと同様に、シナリオ B（X

が存在しない場合）の苦の不在と快の不在の良し悪しは計測できるものでは
112 吉本「人類の絶滅は道徳に適うか？ デイヴィッド・ベネターの「誕生害悪論」と
ハンス・ヨーナスの倫理思想」『現代生命哲学研究』3 号、67 頁。
113 ハンス・ヨナス『グノーシスの宗教 異邦の神の福音とキリスト教の端緒』秋山さ
と子・入江良平訳、人文書院、1986 年、p. 361-366 を参照。
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ないため、「評価不能」としか評しえない。ゆえに、シナリオ A と B を比較

することも、B がより良いと結論付けることも妥当ではない

。

114

説得力のある批判だが、ここでは、この「シナリオ B」への価値づけを、

誤謬ではなくベネターの思考の特性と捉えてみたい。ベネターはシナリオ B

を「評価不能」と設定したとしても、シナリオ A に苦痛が含まれていると
いう理由で消去法的に「生まれてこないほうが良い」という結論を導けるは

ずだが、彼はシナリオ B を「評価不能」とはせず、better なもの、より望ま

しいものとしている。それどころか、もしも苦痛が殆どない生をおくれると
しても生まれてこないほうが良いとさえ述べている。これはベネターの先験
的な直観であり、論理性を欠いているかもしれない。しかしながら、この点
こそが、反出生主義を成り立たしめる核であるとも考えうる。
これを踏まえて、次節では「創造以前」を広く「過去」と捉えなおし、そ
こに何らかの価値づけを行う思想に目を向ける。

3-4 エミール・シオラン
正教会司祭の子としてルーマニアに生まれた
「ペシミストたちの王」
エミー
ル・シオラン

115

は、亡命先のフランスで鬱を伴うエクスタシー体験や苦悩を

断章やエッセイの形式で記した思想家である。
ベネターは、シオランの思想との関連について問われた際、その文体につ
いて「刺激的ではあるが議論を引き起こすことがない」

116

だが、主著『生誕の災厄 De lʼinconvénient dʼêtre né』

117

と評しているのみ

のタイトルにも如実

に表れるシオランの厭世思想は、反出生主義に肯定的な受け手に共感を持っ
て迎え入れられているようである。
「私がこしらえようとしなかった子供た
ち。もし彼らが、私のおかげで、どんな幸福を手に入れたか知ってくれたな
ら！」

118

という述懐は、ベネターの「自分自身の存在について悔やむ鋭い嗅

114 次田憲和「われわれは「存在」しなかった方が善いのか？―「反出生主義」の
形而上学的分析」『神と生命倫理』古牧徳生編、晃洋書房、2016 年、208 頁。
115 Emil Cioran (1911-1995).
116 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 5.
117 エミール・シオラン『生誕の災厄』、出口裕弘訳、紀伊国屋書店、1985 年。
118 シオラン『告白と呪詛』出口裕弘訳、紀伊国屋書店、2012 年、19 頁。
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覚があれば、他者にそれと同じ害悪をもたらすのをもっとも効果的に避ける
ことができる」

119

という言葉を先取っている。

シオランの「過去」についての叙述は枚挙にいとまがない。「生誕を拒否
するとは、時間以前のこの時期に対する郷愁以外のなにものでもない」 、
「私
120

はいつも神以前の風景を追い求めてきた。カオスに対する私の偏愛はそこか
ら来ている」

121

という言葉からは、始原的な過去が肯定的なイメージで捉え

られていることが窺える。
藤本拓也は、博士論文「シオラン宗教思想の研究―神への欲求と無信仰―」
にて、「自己の存在の意識化されえない始原的自我へと遡行する志向性」お
よび「時間以前の始原を善とし、存在は悪であるという特異な倫理観」

122

を

シオランの思想に見出す。「始原的自我 moi originel」 という語に表現され
123

るように、シオランにおいては徹底的に「自我」が強調されており、また、
ここにはグノーシスの思想からの影響も指摘しうる。自己の内に「始原」な
るものを探るシオランに、藤本は「失われた原初の『楽園』に取り付かれる
近代人の姿」

124

を見て、彼が「近代における超越の在り様を『始原』という

言葉で示し」 ていることを指摘する。
「近代」という点に着目して引用を続
125

けると、藤本は「かかるシオランの思想的営みには、宗教学という知が形成
され様々な神秘主義が比較考察された二〇世紀において、神の不在や喪神意
識に伴うニヒリズムをいかに克服するかという、近代知識人に共通する問題
性が端的に示されていると言えよう」

126

と、シオランの「創造以前」への憧

憬を、神なき近代の心性として捉えている。シオランはこの憧憬を以下のよ
うに述懐する。
119
120
121
122

123
124
125
126

ベネター『生まれてこないほうが良かった』、219 頁。Benatar, BNHB, p. 211.
シオラン『生誕の災厄』、8 頁。
同、37 頁。

藤本拓也「シオラン宗教思想の研究―神への欲求と無信仰―」東京大学大学院人
文社会系研究科・文学部 2011 年度博士論文データベース http://www.l.u-tokyo.

ac.jp/postgraduate/database/2011/855.html（最終閲覧日：2021/2/27）
シオラン『歴史とユートピア』出口裕弘訳、紀伊国屋書店、1967 年、180 頁。
Cioran, Œuvres, Gallimard, p. 1060.
藤本「シオラン宗教思想の研究 神への欲求と無信仰」44 頁。
同、39 頁。
藤本「シオランにおける仏教と神秘主義」『宗教研究』日本宗教学会、2008 年、
165-166 頁。
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私にとって、非 - 生誕の欲望は、帰するところ非 - 発現の欲望だ。私は
発現されたものが嫌いだ。できれば発現されざるもののなかに消えうせ

たい。消えうせる？ そうではない、それとひとつになりたいのだ。な
ぜなら、私はそこに由来するのだから。潜在的なものの溺愛、現実化か
ら逸脱したものへのほとんど病的な愛。一切の行為に先行するものへの
フェティシズム。

127

ここで特筆すべきは、シオランが希求する場が、まったき「無」ではなく、
未生の己が属していた場として甘美ともいいうるようなイメージを伴ってい
る点である。
このような未生の過去への飽くなき憧憬は、文学作品においていみじくも
表現されている。
ベネターが引用するハイネの詩の一節―眠りは良いが、
死はもっと良い。
だが、勿論、最善なのは全くもって決して生まれないことだろう

―は、

128

その好例のひとつともいえる。ゲーテの『ファウスト』における「母の国」
が恐ろしくそれでいて魅惑的に描かれていることも想起したい。
また、一部の日本近代文学およびその研究は、母胎に象徴される閉鎖的な
安寧に価値を見る。ここでは、日本において近代化・西洋化に伴う（反動と
しての）過去憧憬が、日本古来よりの心性である「母恋い」の形をとったと
看取される。そして、「グレートマザー」や「母なる宗教」といったユング
ら心理学者のキーワードが、甘やかな「母胎回帰願望」を導き出すために機
能する。
翻って、このような憧憬と、それに伴う現世否定の性向が「退行」や「逃
避」と断じられることも少なくない。E・フロムは、
「母親への共生的固着」を、
暗い子宮へと戻りたいと願う、成長を拒む病理と断じている

。ユングは
「創

129

造以前」への回帰にこそ救いを見るグノーシスの思想を肯定的に受容しなが
127 シオラン『カイエ』826 頁。Cioran, Cahier, p. 822.
128 Heinrich Heine, “Morphine,” Gedichte 1853 und 1854 Nachlese, Hofenberg, 2015,
S.92. 翻訳は『生まれてこないほうが良かった』27 頁に掲載のもの。
129 フロムはこのような固着を「衰退のシンドローム」に至る「近親相姦的共生」と
表現する。エーリッヒ・フロム『悪について』渡会圭子訳、筑摩書房、2018 年、
129-157 頁を参照。
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らも、回帰した先への沈潜を目的とせず、再びこの世界へ帰還して、彼独特
の概念である「個性化」
（諸対立を統合した完全なものになること）を達成
することにこそ価値を置く

。M・エリアーデにおいても、宗教儀礼は「太

130

初の時への回帰」の行為と解釈されるが、あくまでそれは現在に対する再生
機能を持つものとして評価される

。

131

上田閑照は、神秘主義の往還構造について取り上げながら、神人合一や悟
りへと至る往相のみでは不完全とし、再びこの世界に帰還し、この世界のた
めに尽力してこそ真の神秘主義であると述べる

。すなわち、往相と還相は

132

一対であることが求められる。感覚を絶した安寧への蕩尽が歓迎されること
はなく、内向的な厭世を乗り越え、この世において善を達成してゆくべきと
する一種の上昇志向がある。
また、日本においては、土居健郎『甘えの構造』や河合隼雄の『母性社会
日本の病理』のように、「母なるもの」との癒着に焦点化しながらその功罪
を説く例もある。江藤淳は「母の崩壊」を契機とする日本文化の成熟の在り
方を示した著作『成熟と喪失』において、「母なるもの」の魅力に触れなが
らも「『母』の内奥に安息を求めようという衝動は決してどのような世界像
をももたらすことがないであろう。それはいわば地底の世界、あるいは薄明
の胎内に還ることであって、そこには秩序をもたらす原理が欠けているか
ら」

133

と述べる。「母」に象徴される安寧の希求は、
病理とは断じられずとも

克服の対象と捉えられる。
ここで、藤本がシオランの始原憧憬について述べた以下のような言葉―
「生誕以前の一なるものへの回帰願望―ないしは母胎回帰―として、あ
る種の宗教的含意が孕まれていると言いうる」 ―を引きながら本旨へ戻
134

130 高橋原が指摘するところによると、ユングは当初、グノーシス的な現世拒否をモ
デルに「個性化」を考えていたが、1930 年以降に、本文で挙げた往還・対立物

の結合モデルに移行した。高橋原「ユング心理学とグノーシス主義」『グノーシ
ス

異端と近代』大貫隆ほか編、岩波書店、2001 年、259-265 頁を参照。

131 ミルチャ・エリアーデ『エリアーデ著作集第四巻 イメージとシンボル』前田耕作
訳、せりか書房、116-124 頁を参照。
132 上田閑照『上田閑照集 第八巻 非神秘主義―エックハルトと禅』岩波書店、2002 年、
37-40 頁を参照。
133 江藤淳『成熟と喪失』講談社、1993 年、184 頁。
134 藤本「シオラン宗教思想の研究 神への欲求と無信仰」48 頁。
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りたい。
回帰願望、ひいては母胎回帰願望をいかにして「宗教的」と定義づけるか
については考察の余地があるが、それは措くとして、
「X が存在しない場合

＝シナリオ B」を良しとする反出生主義の根底にも、シオランが吐露したよ

うな、自身が由来する創造以前の場への憧憬、回帰願望があるといえるだろ
うか。
たしかに、better never to have been という言明は、
「私は生まれてこない
とど

ほうがよかった」という述懐を含みうる。シオランの「永遠の潜在性に止ま
ることの利点は、私には議論の余地もないものと思われる」

135

という言葉に

反出生主義の心性を見出すのは順当である。そして、シオランのこの吐露を
規範化・論理化したものがベネターの反出生主義だということも出来よう。
しかし、重要なのは、シオランが「創造以前」を偏愛・溺愛の対象としてい
るのに対して、ベネターが「シナリオ B」に如何なるイメージも付与してい

ない点である。「子どもは、高尚な利他主義によって存在させられるのでは
ない。形而上学的な虚空の中に漂っていて、故に生の喜びと無縁のかわいそ
うな非存在者に対して、生命という利益をもたらす目的で作られるのではな
いのだ」

136

というベネターの言葉からは、
「シナリオ B」が、生まれてくる前

の非存在が幽体のようにひしめく場として想定されているわけではないこと
が分かる。
グノーシス主義にあって霊の故郷とされ、シオランによって自身が由来す
る混沌未分とイメージされた遠い過去は、ベネターの反出生主義においては
渇望憧憬されるどころか無味乾燥な記号でしか表されず、いかなるイメージ
も付与されない。この砂を噛むような荒涼とした描写は、
先に見た「規範性」
および
「苦痛効用論の拒否」、
「シナリオ B への価値づけ」
と並べて特筆すべき、

反出生主義が持つ重要な特徴である。

4 章 宗教・思想史における反出生主義の定位
4-1 反出生主義の特徴

135 シオラン『生誕の災厄』154 頁。Cioran, Ibid, p. 1342.
136 ベネター『生まれてこないほうが良かった』139 頁。Benatar, BNHB, p. 129.
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これまでの章を経て際立った反出生主義の特徴を小括する。
ベネターは、形而上的か否かを問わず、苦痛に対して何らかの価値づけを
する思想の一切を拒む。著作において何頁にもわたって戦争や病気による死
者数を挙げるベネターにとっては、医療や科学技術の発展によって昔よりも
苦痛が減少していることは何の意味も持たず、そのように発展した世界に
あっても苦しんでいる人がまだ大勢いるという事実のみが、受け入れがたい
残酷さとして立ち現れている。
「過剰」とも形容されるこの苦痛への敏感さは、
ベネター自身の言葉を用いれば「人類愛」によるものである。
ベネターの反出生主義は、「生まれてこないほうが良い」ということが万
人に当て嵌まると考え、避妊および早い段階での中絶を勧告している点にお
いて強い規範性を持つ。そして、ここには「意志の否定」を記述的に示した
ショーペンハウアーとは対照的なパターナリズムも窺える。
この世界に内在する苦痛に目を凝らし、その寛解ではなく根絶をこそ目指
し、「誰もが生まれてこないほうが良かった」と考える反出生主義にはいか
なる希望もない。その心性は、シオランの「創造以前」への憧憬（これは藤
本による研究を踏まえれば、喪神意識に貫かれた近代における超越の在り方
でもある）とも接続しうるが、しかし、シオランに見られるような実存的な
嘆きはベネターにはない。また、グノーシス主義やシオランにおいて「創造
以前」は自身が由来する場としてイメージされ、いずれも、そこへの回帰を
求めるのは自己自身であったのに対し、反出生主義は X が生まれてこなかっ

た場合を「シナリオ B」と表現して淡々と描く。ベネターはこのシナリオ B

を「
『私』や『あなた』が生まれてこなかった場合の幸福な安寧の状態」と
して描出するのではなく、生まれることがいかに害悪であるかを示すためだ
けに用いている。ベネターが打ち出そうとしているのはシナリオ B の客観

的な良さである。そして、それを渇望するのではなく、只管「産まないこと」
によって新たな痛みを増やさないよう呼び掛ける。「産まないこと」を積極
的な実践とする反出生主義は、紙上・机上の思想である以上に生きる態度で
もある。
ここで、ベネターの「刺激的ではあるが議論を引き起こすことがない」

137

というシオラン評が意味を持ってくる。ベネターの意図は、あくまで「議論
137 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 5.
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を引き起こすこと」である。シオランが始原を渇望する嘆きと実存的探究に
徹したとすれば、ベネターは、嘆かず、「産んではならない」という説得を
急務とする。シナリオ B の描写にいかなる情動も感ぜられないのは、先述
したとおり、ベネターの眼目があくまでこの説得にあるためだ。WHO の報

告を用いて死者数を端的な事実として延々と挙げている点についても同様の
ことがいえる。ベネターが主観的な「生きづらさ」のようなものについて殆
ど言及しないのは、苦痛の感度が人によって異なるため、主観に依拠しすぎ
るとベネターのいうところの「楽観主義者」を説得できないがゆえだと思わ
れる。
説得に重きを置くベネターは、「反出生主義に賛同する人は、どのような
ことができるでしょうか。そのような人たちへのアドバイスはありますか」

138

と問われ、「反出生主義について黙すのではなく表現するという単純なこと
が、反出生主義を一般的なものにしてゆくために役立つでしょう。
（中略）
『家族計画』関係の慈善団体や、動物避妊手術の施設を支援することもでき
ます」

139

と答えている。草の根的な活動をとおして、より多くの人々が、あ

くまで自発的に反出生主義を採択するに至ってほしいという思いがあるよう
だ。
ただ、
反出生主義を穏健なものと考えることは時期尚早である。
『現代思想』
において、逆卷しとねは「実存的な苦しみがあるという現実の承認を基盤と
しているにもかかわらず、ベネターは、実存的な苦しみがいつも復讐や呪い
の宛先を求めてしまう点を考慮しない」 と述べる。反出生主義は現在の苦
140

の解消には役立たないどころか、親や世界に対する憎悪を扇動・増幅させて
しまうという指摘である

。ベネター自身は親への糾弾について否定的な姿

141

勢をとっているが、そのことが情動にブレーキをかけるとは限らない。ネッ
138 Ibid.,10.
139 Ibid.
140 逆卷しとね「未来による搾取に抗し、今ここを育むあやとりを学ぶ―ダナ・ハ
ラウェイと再生産概念の更新」『現代思想』2019 年 11 月号、215 頁。
141 実際、ネット上のコメントには、産んだ責任を親に問いながら社会に対する義務

を放棄することの正当性を述べるものも散見される。しかし、反出生主義が「生
まれさせられた」ことへの呪詛には重きを置かず、「産まない」というかたちで
主体的に社会に働きかけてゆくものである以上、このような態度がベネターの反
出生主義から帰結するわけでも、またそれによって擁護されるわけでもない。
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トを介して拡散する「反出生主義」の手綱をベネター個人が引いているわけ
ではない以上、
「反出生主義」の名を冠するものが破壊的な性質を孕みうる
ことは指摘しておきたい。
また、逆卷による批判は、ミラーも指摘したようなベネターの「未来志向」
ゆえの巨視を突いたものでもある。この世界は苦に満ちているということを
述べるだけ述べ、ただ産まないことのみを提示するベネターの姿勢は冷淡で
あるともいえる。
『現代思想』での指摘には、
寄せられる批判に対するベネター
の応答が「知的なゲーム」

142

のようだというものもあった。

たしかにベネターの著書の読者は実存的な苦の只中にある人々かもしれ
ず、そして「そうした読者の望んでいるものが本当にそこに書かれているか
といったら、おそらく書かれていない」 という指摘は当たっている。だが、
143

それは反出生主義に対する批判として当を得ているといえるのか。
ベネターが働きかけようとしている相手は、人生に苦悩している人々では
なく（実際の読者層とは乖離があるかもしれないが）新たな命を誕生させる
可能性がある人々である

。その人々に「生まれてこないほうがよい」とい

144

うことを説明するために採用すべき文体は、苦に寄り添うような嘆きではな
く詩でもなく、客観的・論理的な「証明」でしかありえない。これは、ベネ
ターが、彼のいうところの「楽観主義者」を説得し、支持者を獲得するため
の戦略である。
ベネターにとっては、今ある傷の慰撫ではなく、新たな苦が生じることの
ないように根本的な解決に向けて反出生主義を提唱することが急務である。
根本的解決とは、すなわち人類の絶滅である。ベネターの直観は現実に生じ
ている数多の苦についての洞察に由来するものであるが、それらをひとつひ
とつ解消してゆくことの途方もなさゆえに、苦がこれ以上続かなくなる未来
＝絶滅の希求へと至っている。
142 森岡による指摘。森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」『現代思想』
2019 年 11 月号、11 頁。批判者との応酬が「知的なゲーム」の様相を呈している
原因は、South African Journal of Philosophy をはじめとする批判論文の着眼点が
反出生主義の論理面に集中していることにある。それに対するベネターの応答を
取り出せば「知的なゲーム」に見えることは必定である。

143 戸谷による指摘。同、12 頁。
144 反出生主義の賛同者がベネターの著作を読み、その論理展開を用いて反出生主義
を広めるというかたちで間接的に「楽観主義者」に波及する可能性もある。
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このように見てゆくと、ベネターの「実存」に対する等閑視は、反出生主
義という思想の手落ちというよりもむしろ特徴であるようにも思われる。反
出生主義が配慮する対象は現在苦しんでいる人々ではなく、まだ存在してい
ない人々である。反出生主義は、このままだと生まれさせられてしまう人々
を「産まない」ことによって苦から遠ざけんとする思想であり、苦の真只中
にある存在者を慰撫し、助けるためのものとして作られてはいない

。反出

145

生主義が今ある苦や実存的な嘆きに寄り添っていない点を糾弾するのは、喜
劇に対して「泣けない」と批評を加えるに等しい。
といえども、以上は反出生主義という思想を可能な限り記述的に捉えた見
方である。このような態度は、やはり冷淡かつあまりに巨視的ともいえるの
であり、
「特徴」として無批判に理解されうるばかりではない。そこで、本
稿ではもう少し限定的な苦についての考察から批判を行いたい。疑義を呈す
るべきは、今ある苦に寄り添わないベネターの態度ではなく、反出生主義が
もたらしうる苦と不均衡への等閑視の態度である。

145 橋迫によって、反出生主義の悲観的な姿勢が生きづらい人々にとっての「癒し」
となる可能性が指摘されている（橋迫「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年
11 月号、195 頁）。悲観的な思考が、共鳴という仕方によって、絶望の淵にある
人に一種の「癒し」をもたらすことはあり得よう。たとえば藤本は、シオランが「生
にも死にも意味がない以上あえて死ぬことはないと、いささかニヒリスティック
な理由から生存を選び、自殺の危機を乗り越えた」ことについて、「生の意味を
過剰に求めることなしに生きるという、鬱の当事者の身の丈に合った、いわば力
の抜けた生き方が示されているように思われる」と解説を加えている。（藤本「シ
『死生学研究』
15 号、
オランの自殺念慮と自己受容―無用性から無名の宗教性へ」

105 頁）。また、以下の記事には、ベネターの著作の刊行によって、同様のこと

を考えているのが自分一人ではないと知ることができた、という反出生主義者の
証言が引用されている。Rebecca Tuhus-Dubrow, “I wish Iʼd never been born: the

rise of the anti-natalists” The Guardian, 14 Nov 2019. https://www.theguardian.
com/world/2019/nov/14/anti-natalists-childfree-population-climate-change（ 最
終閲覧日：2021/2/27）これまで繰り返し述べてきたように、反出生主義は子を
産まないよう働きかけるものであり、生まれて苦しんでいる人々に手を差し伸べ

るものではないが、受け手によって見出される副次的機能というかたちで「癒し」
の側面を持つ可能性は排除できない。
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4-2 考えうる批判
ベネターを含め、反出生主義に諸手を挙げて賛同する人々（あるいはその
一部）が、
「反出生主義によって生じる苦」を被る当事者にはなりそうもない、
という不均衡に目を向けたい

。
以下に述べる二点の、
特に後者において、
「苦

146

の忌避」というベネターの姿勢の一貫性が崩れているように思われるため、
検討する。
仮想的な話ではあるが、もしも将来、反出生主義が人口に膾炙して段階的
絶滅が為されていった場合、絶滅の直前期に生きている人の精神的・存在論
的な恐怖や、医療ほか QOL を一定に保つためのあらゆるサービスの崩壊は、

いわば反出生主義によって引き起こされたものということになる。絶滅が早
まることによって、生み出される世代が減り、それらの世代が苦を味わわず

に済むことは反出生主義の考えに従えば「良い」ということになる。しかし、
絶滅が人為である以上、最後の世代の苦の原因はどうしたって反出生主義に
あり、それは存在することを免れた世代があるという事実によって清算され
るものではない。これは、ベネターが善悪の相殺不可能性を示した時の例、
「数
十億の命を害しても、同時に他の数十億と一つの命を救えば償えるわけでは
ない」

147

ことと類比的である。

ただ、絶滅直前期の全員が反出生主義に納得しているのならば問題はない
かもしれない。より根深いのは中絶についての問題である。
もしも避妊がうまくゆかず、反出生主義者である男性が女性を妊娠させて
しまった場合、どのような対話が為されるであろうか

。男性の意見を退け

148

て女性が出産を行った場合、男性は深い苦悩に苛まれることになろう。しか
し、既に生まれている存在は可能な限り幸福に生きてゆくことが望まれるた
め、彼が養育を放棄することは決して許されない

。翻って、男性側が養育

149

146 もっとも、反出生主義者への中傷や、子がいないことに伴うかもしれない孤独感
などを考慮すれば、彼・彼女らが苦痛を被ることはないとはいえない。

147 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 107.
148 生殖医療の発達により、異性同士でなくとも子を持ちうる可能性は出てきたが、
現状では「望まぬ妊娠」は異性間でのみ生じる事態であると思われるため、ここ
では異性のペアのみを想定している。

149 ベネターは「私の考えでは、産むことは間違っているが、生まれた人の世話につ
いては同じことは言えない」と述べている。Benatar, “Not ʻNot Better Never to
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を行わないことを宣言し、中絶を強要した場合、女性は経済面など取り巻く
環境によってはそれに従わざるを得ない（言うまでもないことだが、これは
反出生主義という思想を介さずとも起こりうる事態である）。反出生主義は
苦の根絶を目的としているが、この場合、望まぬ中絶という形で苦を引き起
こすこととなる。では、女性側が反出生主義者である場合、望まぬ妊娠に際
して中絶を行うことに問題は生じないかというと、そうとも限らない。出産
と同様、中絶は少なくとも男性の身体には影響を及ぼさず、女性の身体およ
び精神に直接の影響を及ぼす。中絶による母体の死亡例は現代においても少
なくない。
オーヴァーロールへの応答で確認したように、ベネターは中絶の勧告を妊
婦に対して行っている。ここで再び、反出生主義が孕む「マチズモ」を看破
して「パイプカットなど男性側の避妊がほとんど言及されない」

150

ことを突

いた橋迫の批判が力を持ってくる。どうしたって女性のみに負担がある以上、
いかにベネターが「利他」を掲げようとも、この主張は議論を呼ぶものとな
る

。自殺という選択肢があるゆえに子を産むことは許されると述べる論者

151

に激しく反発するベネターが
きる」

153

、
「避妊が失敗しても、まだ中絶することはで

152

と述べているのは皮肉である。

また、妊娠初期の胎児が意識も痛覚も持ってないという仮定が誤りであ
Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,” p. 366.
150 橋迫「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年 11 月号、196 頁。また、Antinatalism Magazine には、精管切除を行った反出生主義者の男性の寄稿がある。Tim
Oseckas, “Vegan activist, antinatalist activist and Zapffe enthusiast,” Antinatalism
magazine #2, p. 26.
151 ベネターは、Debating Procreation においては「中絶が自由に行える環境にあっ
たとしても、それには精神的な外傷を伴いうる」と述べてはいるが、これは性的

暴行についての文脈であり、中絶全般には適用していない (Benatar, “Anti-Natal-

ism,” Debating Procreation, p. 63) 。

152 ベネターは「一部の粗野な楽観主義者は、自殺という選択肢を指摘することで、
リスクがあるとしても子孫繁栄を正当化しようとする。かれらの議論は、存在さ

せられた人が自身の人生の質が受け入れがたいほど低いと思えば、自殺という選
択肢があるということだ。これらは自殺を誘発する苦しみの深さを信じる浅はか
な言葉である」と述べている。Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p.

71.

153 ベネター『生まれてこないほうが良かった』136 頁。Benatar, BNHB, p. 126.
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。無論、ベネターは強制的な中絶の必要性を説くのではな

154

く、むしろそのような暴力性は退け、あくまで「非対称性」から導かれる帰
結として「勧告」するに留めている。しかし、ベネター自身が「私の擁護す
る見解への抵抗は強いでしょうから、この本や中身の議論が、現実の子作り
に対して何らかの影響を及ぼすことを期待してはいません」 と述べている
155

点にも着目したい。影響力の低さゆえに、この「勧告」によって中絶の件数
が跳ね上がるとも思われず、また、それが自明である限りにおいて過激さを
孕む主張が可能となる。しかし、だとすれば尚更、中絶を勧告するのではな
く、それ以上の強度で男女共々に対して不妊のための処置や性行為の忌避の
必要を敢えて強弁するのでなければ、どうしたってベネターの理屈は一貫性
を欠いたものとなる。
「ブレーキが故障して歩行者が死ぬ可能性があるとい
う理由で、私は自分の車を運転することが間違っていることになるのか？
そうではなく、ちゃんと整備するのを怠った車を運転し、その結果、操縦不
能となって歩行者を殺してしまった場合にのみ私に責任があるのではないの
か？」

156

と、比喩を用いてまでベネターが性行為の自由を保障しようとして

いるのは不可解でさえある。苦痛を徹底的に忌避する反出生主義のあり方か
ら考えると、順当なのは、ブレーキが故障して歩行者を殺してしまう可能性
が少しでもあるならば、整備如何を問わず車の運転を控えることだろう。

4-3 反出生主義と救済
このような批判は、ベネターの掲げる反出生主義が苦の忌避を軸とするが
ゆえに生じる。本節では、序論で述べた「救済」という切り口からの反出生
主義の分析を行う。
苦の忌避、そして苦からの解放は、古くから宗教の領域で模索されてきた。
反出生主義がこの世の苦痛に目を向けながら信念に基づいて何らかの善を希

154 中絶は殺人であるか、胎児はいつから人間として扱われるべきかという胎児の道
徳的身分についての問いは John T.Noonan,Jr ほか『妊娠中絶の生命倫理 哲学者
たちは何を議論したか』（江口聡編集・監訳、勁草書房、2011 年）にて綿密に議
論されている。

155 ベネター『生まれてこないほうが良かった』３頁。Benatar, BNHB, p. 7.
156 同、136 頁。Ibid., p. 126.
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求している点は「救済宗教」

157

と構図を同じくする。思想史における反出生

主義の位置づけを探るために、救済思想の変遷を概観することから始めたい。
この世界における苦からの解放を終末や涅槃というイメージで描出する歴
史宗教においては、自己を含めた万民の救済が求められる。苦からの完全な
解放が達成されるという点において、神の国の成就によって至福のときに参
入することも、輪廻から脱し、苦に満ちたこの世界に二度と生まれてこない
ことも、いずれも「救済」の範疇にある。
島薗進は、現代においては宗教的な救済の待望に加えて「癒し」や「自己
実現」が選択肢として力を持っていると指摘する。ここで求められるのは神
や教祖に委ねた上からの救済ではなく、個人の自力に重きを置いたこの世に
おける成就である。来世に望みを託すのではなく現世で苦からの解放を求め
る姿勢は福祉の拡充や社会活動にも結びつくが、一方で個人主義が先鋭化す
ると、自身を取り巻く世界への視座や対話の契機、そして共感の理念が欠如
する

。島薗はこの点を批判しながら、現代のグリーフケアともかかわるよ

158

うな「共助」的なつながりに、救済思想の変遷に加わりうる新たな霊性の萌
芽を見る

。

159

超越的他者によってもたらされる、この世を離れた場での救済を求める
「歴
史宗教」、そのような超越を想定しながらも、救いに与かるための個々人の
努力に重きを置く「新宗教」、そして従来の救済理念からは距離をとりながら、
自ら「聖なるもの」に接近してゆくような仕方で癒しや自己実現を目指す「新
霊性運動」が遷移しつつ併存しており、
最も新しいものとして「共感」
「対話」
157 ハンス・G・キッペンベルクによれば、「救済宗教」という概念は、現世否定を宗
教のメルクマールとするヘルマン・ジーベックおよび先述のエドゥアルト・フォ

ン・ハルトマンによって特に打ち出されたものであり、また C・P・ティーレによっ
てその範囲設定の瑕疵が指摘されている。そして、この概念は現世と宗教の懸隔

を強調することによって宗教（特にキリスト教）の独自性を描き出すためにエル
ンスト・トレルチら宗教史学派によって用いられたものでもある（ハンス・G・キッ

ペンベルク『宗教史の発見 宗教学と近代』月本昭男・渡辺学・久保田浩訳、岩波
。すなわち「救済宗教」という名辞そのもの
書店、2005 年、186-193 頁を参照）

に多層的な意味が含まれるわけだが、本稿では島薗進の著作タイトル『現代救済
宗教論』を踏襲して用いている。

158 島薗進『現代救済宗教論』7-27 頁を参照。
159 島薗進『新宗教を問う 近代日本人と救いの信仰』筑摩書房、2020 年、288-300
頁を参照。
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「ケア」による、いうなれば民営化された他者救済の試みがここに加わりう
るであろう、というのが島薗の見解である。他力から自力へ、来世救済から
現世救済へといううつろいの背景には、超越者との懸隔、ひいては超越とい
う観念の希薄化を指摘しうる。万民救済という希望が共有されなくなった世
界で、いかにして「救い」に至るかという模索の過程ともいえる。
そして、このように見てゆくと、反出生主義は宗教的な救済の希望を持た
ないのみならず、同時代の互助的なケアの動きに比して悲観に尽きるもので
あるように思われる。ベネターは「産まないことが唯一絶対最良である。他
の全ての介入は死を延期するに過ぎない」

160

であるかのように述べている

と、福祉活動一般が焼け石に水

。反出生主義が信じているのは、いかなる救

161

済の希望でも、社会改善のための尽力や互助的な連帯の力でもなく、ただこ
の世には苦が満ちているという事実のみである。
しかし、本稿ではこれまで、反出生主義が苦痛に満ちたこの世界への呪詛
に徹する思想ではないことを確認してきた。たしかに反出生主義において、
自身が苦から解放される望みはない。生まれた瞬間にその望みは絶たれてい
る。だが、
「利他」という言葉を用いるベネターにあって「他者」への眼差
しはまだ残されている。そして、そこで想定されている他者とは「非存在者」
と名指される何者かである。
ベネターは、「非対称性」の図における X とは仮置きしたものにすぎない

として、
「二つのシナリオを比較し、どちらが better かを問うものではあるが、
160 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 10.
161 宗教的な救済であれ、社会改善の試みであれ、そこには「痛む心身」の存在が前
提されている。科学技術で「痛む心身」そのものを乗り越えようとするのがトラ

ンス・ヒューマニズムの立場である。ベネターは「トランス・ヒューマニズムの
提唱者たちは、強化された未来の人間が人間であることよりも、QOL を向上さ
せることの方がはるかに重要だと考えている。それに反対する人は多いが、私自

身はそうではない。QOL が低下するか向上するかでいえば、たとえ人間に分類

されなくなるとしても後者の方が望ましい」と述べながらも、「いかなる強化も、
通常の道徳的制約に従わなければならない」と付言している (Benatar “Anti-Na-

talism,” Debating Procreation, p. 60)。そのような強化によって苦痛や死から逃れ

られたとしても、とめどなく続いてゆく生に気が滅入るのも悪だとして「生まれ

ないこと」を最善とするのがベネターの立場である (Benatar, The Human Predic-

ament, pp. 142-148)。
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X にとってどちらが better かを問うものではない」162、
「存在してしまわない

ことが非存在者にとってより良いということを言っているのでも、非存在者
が益されているということを言っているのでもない」

163

と述べている。生ま

れなかったことを良かったと考える主体＝非存在者は、
文字通り存在しない。
しかし、ベネターは続けて「とはいえ、それ［非存在者：引用者註］は便
利な用語であり、その用語で私たちは何らかの意味を理解できる。その用語
を使って私たちは、決して現実には生じない、可能的な存在である人々を指
し示すのである」

164

とも述べており、あくまで便宜的にではあるが、
「非存在

者」を対象化している。ベネターが反出生主義を「利他」
、
「博愛に基づくも
の」と語っていることにも、この姿勢は表れている。非存在者＝想像上の子
どもをイメージする余地は残されている。
ベネターは、生まれる前の非存在者を人格的なものとして描いてしまった
場合、論理的客観性が損なわれる、あるいは「人格的非同一性」の問題が立
ち現れてくるという危惧から「非存在者」についての語りに敢えて振り幅を
持たせているのかもしれない

。では、
この
「産まない」
という実践において、
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論理の次元ではなく情動的にはどのような事態が生じているだろうか。
既に生まれてきた存在は生まれる前に戻ることはできない。ゆえに、反出
生主義者は「生まれていない子」たりえることはなく、その「産まない」と
いう実践において、象徴的な意味で「親」の目線にしか立ちえない。シナリ
オ B という、いかなる快苦も願望も生じない絶対的な無を是とし、
「産まない」
ことで「子」を苦から遠ざけんとする反出生主義の姿勢には、情動のレベル
パターナリズム

においては父権主義と子を抱きこむ母性が表裏一体をなしており、また、こ
のような語に含まれるジェンダーバイアスに配慮すれば、それは「親心」と
162
163
164
165

Benatar “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 22.
ベネター『生まれてこないほうが良かった』、13 頁。Benatar, BNHB., p. 5.
同、13 頁。Ibid., p. 5.「可能的な存在である人々」は ”possible people” の訳。

『現代思想』には、未だ生まれていない存在が「『生まれてみたい』『経験をして
みたい』『存在してみたい』という利害関心をもつことはありえないのだろうか」
と問うた論考もある（佐藤岳詩「ベネターの反出生主義における『良さ』と『悪さ』
について」
『現代思想』2019 年 11 月号、135 頁）。生まれる前の非存在が利害関
心を有するかについては不可知論的な立場をとるほかなく、それを肯定的に捉え

る姿勢は、子が両親を選んで生まれてくるといった言説と接近するように思われ
る。
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。つまり、イメージのレベルでは「自分の子」を想定し、そ

166

の子を「産まない」ことによって苦しみを味わわせないように配慮する、と
いう操作が行われる。その限りにおいて反出生主義は他者への眼差しに裏付
けられ、ここにおいて道徳性が担保される。
しかし、このような「利他」を他者救済と換言するのは性急である。産ま
ない以上、そこに対象はおらず、よって救済されている他者もいなければ、
救済もない。しかし、救済がないことは反出生主義にあって悲嘆すべき欠如
ではない。苦を徹底的に厭う反出生主義においては、苦が生じてから後を追
うようにして意味を持つものは次善でしかない。そもそも苦がなければ、苦
からの解放＝救済の必要はない。問題なのは、救済の有無や方法ではなく、
救済が必要となること自体なのだ。反出生主義において希求されているのは、
救済ではなく、救済が不要であるような状態である。

3 章で紹介したロスは、人間がこの世界で負わされる苦の膨大さについて

神に抗議し、そして抗議することで神がより善なるものとなることを信じた。
だが、形而上への志向を持たない反出生主義には、抗議というかたちの希望
もなく、人間はただ意味もなく責苦を受けている。だが、ロスの反神義論が
その名から受ける印象に反して信仰に貫かれたものであったように、救済を
待望しない反出生主義も何らかの良さを希求するものである。それは、誰も
存在せず、ゆえに誰も苦痛を被らないことを良しとする心性においてである。
ここに、ある種の希望に似たものが見出されるのも確かである。しかし、そ
の希望は絶滅の観念に結びついている。
救済を待望せず、救済が必要であること自体に抗い、誰も苦しまない世界
にこそ希望を見る反出生主義は、思想史上に
「反―救済論」
として定位しうる。
反出生主義は「存在は害悪である」という前提に立つ。自身も他者も、生
まれてくるよりも決して生まれてこないほうがよい。しかし、既に生まれて
しまった存在は害悪の只中にあり、もはや救える状態にはない。そこで自身
を含む一切の存在者の慰撫を放棄し、その眼差しをまだ生まれていない（し
かし生まれさせられてしまうかもしれない）非存在者に向ける。
ベネターは、悲しみの同伴者になることも、生まれる前の安寧を詩的に表
166 この点において、気候変動を理由に「産まない」ことを選択する一部のエコロジ

カル・フェミニストの姿勢と反出生主義は重なり合う。ただし、前者は未来の自
然環境への懸念によって生殖を退けているのに対し、後者は「存在すること自体」
への悪性ゆえに生殖に異を唱えているという点で峻別される。

神なき時代の救済論（村田奈生）
現することもなく、「産まない」ことの規範化につとめる。論理的誤謬が指
摘され続ける「シナリオＢ」偏重は、
「人々が快苦の中で生きている世界」と、
「誰もおらず、よって快も苦もない世界」では後者の方が良いというベネター
自身の倫理観に基づいている。
反出生主義とは、救済ではなく、救済そのものが根本において無用となる
ことを求める「反－救済論」であり、そしてこれは存在の善性が形而上的に
担保されず、宗教的救済観が万人によって共有されるわけではない時代にお
ける、悲観に貫かれた人類愛のひとつの在り方として立ち現れている。

結
本稿では、ケープタウン大学哲学科長デイヴィッド・ベネターが提唱する、
反出生主義 Anti-natalism という思想の分析を行った。

1 章では、ベネターの著作 Better Never to Have Been: The Harm of Coming
into Existence を用いて、「存在することは害悪であり、子どもを産むことは
倫理的に間違っている」という反出生主義の主張を概説した。
ベネターは、生まれてきた場合とそうでない場合の「良さ」と「悪さ」を
比較検討し、そこに重大な「非対称性」があることを示して、生まれてこな
いほうが良いということを裏付けるのであるが、アカデミアにおいてはこの
点に批判が集中する。つまり「存在することは害悪であり、人間は生まれな
いほうが良い」ということを導く論理展開の誤謬を暴くことで反出生主義の
転覆が試みられてきたわけだが、反出生主義の外殻たる「論理」を崩したと
しても、反出生主義の支柱となる「直観」はどこまでも残る。

2 章では、反出生主義の思想面に着目した論文を概観した。2019 年 11 月

に『現代思想』にて反出生主義特集が組まれたことにより、論理面の誤謬の
指摘に終始しない論考が格段に増えた。また、反出生主義を実存的問題とし
て受け止めながらもそれを超克して「誕生肯定」に至る道を模索する森岡正
博の功績により、文字通り不毛な反出生主義から豊かなものが出てきている
ともいえる。しかし、既に生まれている人間が生きる意味を獲得するか否か
とは関係なく、「子どもを産んではならない」という反出生主義の規範は存
在し続ける。
アカデミアにおいて、反出生主義は「棄却」あるいは「超克」の対象とし
て否定的に捉えられる傾向にあるが、本稿で試みたのは、反出生主義の論理
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的正否を問うたり、超克の対象として用いたりするのではない、可能な限り
記述的な仕方での分析である。3 章では苦に目を向ける古今の思想を参照し、

比較を行うことで反出生主義の独自性を浮かび上がらせた。比較対象はベネ

ター自身も引用するアルトゥール・ショーペンハウアーと、「反神義論」を
唱えたジョン・K・ロス、禁欲によって徹底的にこの世界を忌避したグノー
シス主義、そして厭世思想を断章とエッセイの形式で綴った「ペシミストた

ちの王」エミール・シオランである。また、近代日本の「母（母胎）」表象
に象徴されるような、絶対の安寧に浸りたいと願う「退行的」な願望に対す
る評価の諸相も参照した。
これらの思想との比較によって、反出生主義には「規範性」および「苦痛
効用論の拒否」
、そして「自己を含めた存在者の慰撫の放棄」が顕著である
ことが見えてきた。また、ここで「創造以前」への価値づけという参照点を
得たうえで、4 章にて、反出生主義における「非存在」と「シナリオ B」の
描かれ方に着目することで、「産まない」という実践がいかなる意味内容を
持つかを考察した。
「シナリオ B」は、「我々が生まれてくる前に属していた幸福な安寧の場」

として描かれているのではなく、生まれることがいかに害悪であるかを示す
ためだけに、記号的に用いられる。ベネターは「眠りは良いが、死はもっと
良い。だが、勿論、最善なのは全くもって決して生まれないことだろう」と
いうハイネの詩を引用しながらも、そのような一種のロマンティシズムに耽

溺するのではなく、「最善なのは全くもって決して生まれないこと」を、図
を用いて検証・証明し始める。そのように考えると、ベネターの思想は痩せ
ていて無味乾燥であるどころか興醒めなものでもあるかもしれない。
しかし、なぜこのような語り口が貫かれているのかというと、ベネターの
意図が人々を説得することにあるためである。「生まれてこないこと」のみ
を良しとする反出生主義は自己を含む存在者にいかなる救いの可能性も見な
いが、反出生主義の要諦は、生まれたことを悲しみ、世界を呪うことではな
く、
「産まない」ことにこそある。
そして、自己の慰撫の放棄というストイックな姿勢の副作用として、反出
生主義は
「創造以前」への憧憬に伴う甘美な言辞の一切を放棄することとなっ
た。
苦のない世界を目指しているという点において、反出生主義の展望は「救
済宗教」の関心と軌を一にするが、反出生主義が目指すのは誰もが救いにあ
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ずかることではなく、その反転形の、「誰もが救済を必要としなくなること」
である。現世／来世、自力／他力を問わず、反出生主義の視界に救いはない。
救済の希望もなく、慰撫による連帯の姿勢もない。徹底的なまでの苦の忌避
ゆえに、反出生主義において求められているのは「苦からの解放」ではなく、
「根本的に苦が生起しないこと」にほかならない。苦からの解放、すなわち
救済はベネターにとって消極的な対症療法でしかない。形而上的世界観を持
たず、あらゆる苦を忌避する反出生主義の思考法においては、救済という理
念そのものが失墜する。
救済への道行きは一定の努力や忍耐を伴うものであり、いかに意味づけが
なされようとも苦が伴う。ベネターは、苦痛なしに人生の意味を感受できる
ならその方が良く、また苦痛を味わわなければ善を理解できないのならばそ
れこそが人間の QOL が低いことの証左であると述べている

。徹底的に苦

167

痛効用論を排す反出生主義には、苦に何らかの意味付けをおこなう、宗教的
ともいいうるような深慮によって苦を乗り越えねばならない状況や、そのよ
うな洞察をこそ美徳として規範化するような状況への疑義が内在する。
ベネターは人生に意味はないと断言しているが、しかしそれはニヒリス
ティックな諦念の態度ではなく、命を軽んじているのでもない。むしろ、意
味などないのに独断で存在させられ苦を負わされる生物への配慮の結果とし
て、反出生主義が説かれている。つまり、ここには、生の無意味さの確信と
「人類愛」のねじれた融合がある。
ベネターが掲げる反出生主義は、世界に対する呪詛を連ね続けるのではな
く、また紆余曲折を経て生の肯定へと収斂してゆくでもなく、「存在するこ
とは害悪である。ゆえに子どもを産んではならない」ということを、端的に
示そうとする思想である。ベネターは「存在と非存在の非対称性」に気付い
てから反出生主義を打ち出したわけではなく、順序としてはまず苦に対する
鋭敏な感覚があってから、その感覚に合理的な後ろ盾を与えたと考えるのが
妥当であろう。無論、既に存在している人々が幸福に生きるに越したことは
ない。それはそれとして、まだ存在していない者たちをこの世界に生じさせ
ることによって害悪に晒してはならない。しかしながら、感情や直観を基盤
167 ベネター「考え得る全ての害悪」
『現代思想』
2019 年 11 月号、63 頁。Benatar, “Every
Conceivable Harm: A Further Defence of Anti-Natalism,” South African Journal of
Philosophy, p. 152.
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にしているうちは、それに共感しない「楽観主義者」たちの目をこの世界の
苦へと開かせることは出来ない。すると、苦の受容体である新たな世代は、
留まることなく再生産され続けてしまう。
「存在することは常に害悪である」
ことが普遍的事実であることを示して、子どもを産まないよう人々に働きか
けねば、人間はいつまでも苦境に立たされることになる。そのような理由か
ら、ベネターはつとめて論理的な語り口で反出生主義を打ち出している。
だが、ベネター自身も認めているように、反出生主義は諸手を挙げて賛同
される思想ではない。反出生主義が「説得」に重きを置くとはいえ、「産む
か否か」ではなく「産まないか否か」を問い迫る思想は、対話ではなく対立
を深めるものである。反出生主義に賛同する人々とそうでない人々の間にあ
るのは、穏やかな棲み分けというよりも、
むしろ峨峨たる断絶である。そして、
このような反出生主義の位置取りは、セクシャル・マイノリティに対する中
傷を下支えするような「生産性」

168

倫理的な「出生 Natalität」

169

信仰と、アーレントとヨナスの政治的／

概念を、いずれも（象徴的な意味も含めた）
「産

み」を是とするものとして同一平面上に置きかねないほどの凄惨さを持つ。
そのような一種の危険性・急進性を孕む思想ではあるが、それでも、或い
はそれゆえにこそ、反出生主義を厭世的・悲観的な思想の系譜に平板に呑み
込むのではなく、ひとつの転換点と見做すことに意義はあろう。ここにおい
て悲観は規範となり、ここを過ぎて「産み」は問い直しを求められる。ベネ
ターが行っていることは、悲観的な思想の一群の、その末席に加わることで
はなく、それらに合理性と実践の方途を与え、ひとつの帰結をもたらす試み
である。
伝統的に、感覚を絶した安寧を希求し、この世から目を背けるような態度
は「退行」や「逃避」と断じられる。しかし、徹底的に苦を厭い、この世界
そのものを否定する態度が、嘆きや自己憐憫ではなく他者倫理の顔貌をもっ
て迫るとき、そこに「逃避」といった批判は嵌まらなくなる。
苦楽を絶した無を良しとし、ゆえに「生まれないこと」を最善として規範
168 二階堂友紀「同性カップルは『生産性なし』杉田水脈氏の寄稿に批判」朝日新聞
Digital, 2018/7/23 https://www.asahi.com/articles/ASL7R4SB9L7RUTFK00L.html
（最終閲覧日：2021/2/27）
169 両者の「出生」概念の近似と相違については、戸谷洋志「未来の複数性への責

任 ハンス・ヨナスにおける『出生』の概念の受容」（千葉大学公共学会紀要論文、

2018 年、226-245 頁）を参照。

神なき時代の救済論（村田奈生）
化する反出生主義の、その思考法への賛否は措くとしても、それがあくまで
「利他」を基軸にしている以上は、退けたり超克を試みたりすることのみが
唯一の選択肢とはならない。反出生主義のこれからの展開を捉えうるのは、
善悪好悪を問うのではない、可能な限り価値判断を排した記述的な分析であ
る。
神の死さえももはや実存的問題として立ち上がってこない次元において、
救済理念に対立しながら自己の救いを放棄し、
生まれてくることのない「子」
に目を向ける反出生主義は、神なき時代の新奇な救済論―「反―救済論」
として到来している。
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子どもの貧困研究における
「子ども」との向き合い方 1
長澤 敦士

0. はじめに
本稿の目的は，「子どもの貧困」研究において研究者や調査者がいかにし
て「子ども」―それは，時に若者という存在としても現れる存在としての「子
ども」
―と向き合うことが可能なのかについて思索することである。そこで，
本稿ではとりわけ 2000 年以降の「子どもの貧困」研究をレビューしながら，

そこでは「子ども」がどのように扱われてきたかについてまとめる。その上

で，昨今，「子どもの貧困」研究で提案されつつある「子どもの貧困の経験」
という視点を紹介し，その視点の導入が今後の「子どもの貧困」研究におい
て研究者や調査者の「子ども」との向き合い方にどのような示唆を与えるか
を提示する。ちなみに，本稿では，これまでの「子どもの貧困」研究のすべ
てを網羅することは筆者の力不足の故，到底できないため，日本における教
育社会学を中心とする教育学領域や社会福祉学領域における
「子どもの貧困」
研究において主要だと思われる文献（書籍や論文）に限定して参照すること
にすることを先に断っておく。

1 本稿は京都大学大学院人間・環境学研究科に提出した筆者の修士論文『「子どもの
貧困」研究における生活史法の方法論的可能性―生活保護受給世帯で養育されたあ
る若年女性の生活史調査から―』の「第一章
正したものである。

先行研究の検討」を大幅に加筆・修
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1.「子どもの貧困」研究の 2 つ主眼：「家族」と「子ども」
日本では 2000 年代後半から「相対的貧困」 という意味においての貧困が
2

「子ども」に及ぼす影響に焦点を当てた本が刊行されると同時に，新聞をは
じめとするメディア等で「子どもの貧困」というタームが取り扱われるよう
になった。そこでは，子ども期に貧困という社会状況に置かれた人々に生じ
る不利や困難が社会問題として取り扱われている（阿部 2008，山野 2008，

浅井・松本ほか編 2008，生田 2009，青砥 2009 など）。また，このころから

社会福祉学や教育学領域を中心に「子どもの貧困」を主題に据えた研究が行

われるようになった。それらの研究は，大きく 2 つの潮流に分類できる。1
つが「家族の中の子ども」として，「子ども」をとらえた研究である。具体
的には，
「貧困の連鎖」や「貧困の世代的再生産」に関する研究である（第

2 節にて検討）。もう 1 つが貧困の中を生きる「主体」として，あるいは貧

困問題の「当事者」として「子ども」をとらえようとする研究である。具体
的には，Ridge による「子ども中心アプローチ」による研究で，貧困の中に

ある「子ども」の声を聴くことで彼らの生活世界や意味世界の解明を試みて
いる研究である（第 3 節にて検討）。しかし，ここで留意しておかなければ
ならないのは，これら 2 つの研究群は，深層では深く結びついており，不

可分であるということである。その意味において，両者の研究群は，その主
眼の重きをどちらにおいているかだけの違いともいえる。そこで，その双方
に主眼を置きながら両者を上手に統合し，研究するための視点として大澤

（2017）による「子どもの貧困の経験」という視点が提案された。その視点
を共有する研究では，〈移行〉というキー概念の導入によって，
「子どもの視

2 「相対的貧困」とは，
「絶対的貧困」に対置される概念で，阿部（2008）は，前者が「人

として社会に認められる最低限の生活水準は，その社会における『通常』から，そ
れほど離れていないことが必要であり，それ以下の生活を『貧困』と定義」（阿部

2008，p.42）づけるのに対し，後者は，「人々が生活するために必要なものは，食

料や医療など，その社会全体の生活レベルに関係なく決められるものであり，それ
が欠けている状態」（阿部 2008，p.42）のことを指すという。ここで用いられる「相

対的」という言葉が含み持つ意味について，岩田（2007）や阿部（2008），松本（2008）

も指摘するように「相対的貧困」も「貧困線」という一定の基準を定めるという点
において，格差論や不平等論での用いられる意味においての「相対的」とは意味が
異なる点には留意が必要である。

子どもの貧困研究における「子ども」との向き合い方（長澤敦士）
点」から「貧困の経験」を連続的かつ全体的に把握しようと試みられている
（第 4 節にて検討）
。ちなみに，この 2 つの主眼の不可分性についての指摘

は，
2000 年代後半に出版された各書の中にも垣間見ることができる。例えば，

現代の「子どもの貧困」研究のフロントランナーである松本（2008）が「子
どもの貧困」というタームに一定の枠組みを与える際に，「子どもの貧困は

それのみで存在しているのではなく，この社会に存在する貧困の一側面であ
る。社会に生み出され，家族の単位として立ち現れる貧困を，そこに生きる
子どもを主体として把握し，子どもの育ちと人生に即してより具体的に理解
するために，子どもの貧困という言葉が使用される」
（松本 2008，p.16）と

主張していることなどが挙げられる。

2. 貧困層の子どもは家族の「被害者」か
では，家族の問題としての「子どもの貧困」問題とは何か。このような問
題設定（すなわち「子どもの貧困」は，家族の貧困問題であるという問題設定）
に立脚するとき，主題となるのが「貧困の連鎖」あるいは「貧困の世代的再
生産」と呼ばれる現象である。この現象を主題に置いた研究に青木（2003）

や阿部（2008，2014），湯澤（2009）や道中（2016）がある。例えば，「貧

困の世代的再生産」というタームをいち早く使った青木（2003）は，この
言葉に含みこませた意味を「貧困の世代的再生産あるいは継承とは，現象的
には二世代にわたって，社会的に受容できないほどの貧困な生活状態が続く
ような状況が，ある集団あるいは層として形成されている事実を重視した概
念である」
（青木 2003，p.11）と説明する。そして，自身の行った生活保護

受給世帯を対象にした事例調査から「貧困の世代的再生産とは，
『もろい家族』
同士の『同類婚』を通じて（あるいは欧米では未婚のままの関係で），また
貧困な状態で暮らさざるを得ない『もろい家族』が再び生まれてくるという
現象であり，その背景には，資本主義社会における『個人責任』というよ
り『家族責任』を重視したシステム，その作用の結果である」
（青木 2003，

p.79）と結論付けている。また，「貧困の連鎖」というタームを使用する阿
部（2014）は，この言葉の含み持つ意味を「子どもの貧困は，学力や学歴

といった認知能力のみならず，さまざまな不利を子どもに与える。そして，
それらの不利を背負った子どもは大人になってからも貧困から抜け出すこと
が難しくなり，次の世代の子どもたちに不利が引き継がれる。
」
（阿部 2014，
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p.38）と説明する。その上で，「貧困の連鎖」の「経路 = パス（path）」の分
類を試みている（阿部 2014）。そこでは，
大きく 7 つの「経路 = パス（path）」
が存在していることを指摘している。具体的には，「家族」という単位を通

して継承される不利や困難の「経路」として，
（1）金銭的経路（教育投資，

資産など）や（2）家庭環境を介した経路（親のストレスや親の病気，親の
育児スキルやスタイルなど）
，（3）遺伝を介した経路（認知能力や身体的特

徴など），
（4）職業を介した経路（職業の伝承）
，
（5）健康を介した経路，
（6）

意識を介した経路（意欲や自尊心，自己肯定感など）
（7）その他の経路（ロー
，

ルモデルの欠如など）である。その上で，一般的に「貧困の連鎖」で指摘さ
れる「子ども期の貧困→低学歴→非正規労働→現在の低所得→現在（成人
後）の生活困窮」（阿部 2014，p.69）という「学歴－労働パス（経路）」（同

上）以外にもそれぞれの要因が独立して存在する経路が存在していることを
指摘した。湯澤（2009）は 3 世代にわたって貧困の世代的再生産が把握さ

れる母と子―インタビュー同時，母が 37 歳，子どもが 19 歳である―への

ライフヒストリー調査から「貧困の世代的再生産」という現実が子どもの教
育達成と成人後の暮らしに及ぼす持続的な影響力を描き出している。そこで
見られた家族においては「親族ぐるみの家族形態の流動化」
（湯澤 2009，p.52）

という特徴があることが指摘できて，家族内において「家族相互の資源化」
（湯澤 2009，p.52）ともよべる態様へと家族資源がなっていることの可能性

を示唆した。道中（2016）は，生活保護を受給している母子世帯に着目し，
その世帯の子どもが生育後も生活保護を受給しているという意味においての

「貧困の世代間継承」にあたる世帯の個票データの分析から被保護世帯の貧
困の実相を明らかにした。そこでは，母親の学歴や 10 代での出産，ひとり

親世帯であることなどが「貧困の世代間継承」に影響を与えていることが示
唆されている。道中（2016）の調査には，データ上の限界がありながらも

生活保護受給世帯の実相を描くだけでなく，そこでの世代間の影響まで視野
に入れて―すなわち，調査そのものの時間軸の拡張を行って―調査を試みた
ところにその特徴がある。このように「貧困の世代的再生産」や「貧困の連
鎖」という現象の主題化には，①「貧困」という社会状況によってもたらさ
れる不利や困難がある特定の層にいる人々にのみ受け継がれ，蓄積されてい
ることへと目を向けさせることを通して，
②その継承や蓄積の先に「子ども」
という存在がいることを意識させることで，貧困問題の議論に「家族」とい
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う視点の導入を図る意図があったことが垣間見える 。
3

この立場の研究に多くの示唆を与えているのは，社会階層論や格差論に
よって蓄積されてきた知見であることは言うまでもなく，
「子どもの貧困」
研究における「貧困の連鎖」や「貧困の世代的再生産」を主題に据えた研究
においても社会階層論や格差論によって見出された知見が引用されることが
多い。引用元の具体的な例としては，苅谷（2001）の「意欲格差」や山田

（2007）の「希望格差」，志水（2014）の「つながり格差」
，本田（2005）の

「ハイパーメリトクラシー」論などが挙げられる。その中でも Lareau（2011）
4

の研究は「子どもの貧困」を「家族」の問題として捉える際の多くの有効な
理論的エッセンスを提供している。ブルデューの文化的再生産論を批判的に
受け継ぎながら中流階級，労働者階級，貧困層という 3 つの階級に分類さ

れた「家族」の中に調査者自らが入り込んで参与観察をし，彼らの「自然な
暮らしぶり」（“naturalistic fashion”）を描き出すことを通じて，階級による

子育て方法の違いを明らかにした。そこでは，中流階級が「計画された子育

て」
（Concerted cultivation）を，労働者階級と貧困層が「自然な成長の遂行」

（Accomplishment of Natural Growth）をしているとして，子育て方法が階
級によって大きく 2 つに分類できることを指摘した（Lareau2011, p.31）。こ

の Lareau（2011）の分析枠組みは日本における「子どもの貧困」研究でも

しばしば引用されてきた（小西 2006，小西 2008，西田 2012 など）
。小西
（2006）
は Lareau（2011）の行った研究を「量的なパネル調査で得られた家族の不

平等な性格を考慮したうえで『社会の中の家族』，そして『家族のなかの子
ども』という視点を重視しつつ，『ブラックボックス』であった家族の内部
に深く入っていき，子どもの発達の不平等，そして教育の不平等を明らかに
3 この点については，2000 年代前半に社会問題化した貧困問題である若年ホームレス
やワーキングプアといったタームと比較すると鮮明になる。これらのタームはあく

まで「貧困者『個人』
」に焦点が当てられており，この状態に至るまでの議論が俎
上にあがることは比較的少なかった。

4 本書の初版は 2003 年に出版されており，小西（2006，2008）などはそちらを引用

している。ただ，本稿では第二版を参照している。しかし，本稿の議論に初版と
第二版における違いは影響しないと判断したため本稿では筆者は第二版より引用
することにした。また，本書はそのタイトル “Unequal Childhoods: Class, Race, and

Family Life” からもわかる通りあくまで階級間の「不平等」にこそ焦点を当てた研
究であることには留意が必要である。
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した」（小西 2006，p.105）として評価している。以上のような社会階層論

や格差論で明らかにされてきた知見を援用しつつ，貧困層にもみられる現象
をまとめたのが上記で紹介した阿部（2014）の 7 つの「貧困の連鎖」の「経

路 = パス（path）」である。

以上，「貧困の世代的再生産」および「貧困の連鎖」に焦点を合わせた研

究において，
「子ども」は「家族」の構成メンバーとして位置づけられ，親
の貧困が子どもの発達や成長にどのような影響を与えているかという視点か
ら研究がなされてきたことが確認できる。それだけでなく，
「貧困の連鎖」
の「経路」へとその問題を焦点化することを通して，貧困という社会状況の
もつ複雑な側面を分解していく中で貧困という社会状況の解像度を上げる役
割を担っている。それに関連してかどうかは一考する必要があるが，このよ
うな「子どもの貧困」の問題の主題化は，日本における「子どもの貧困」対
策の策定に大きな影響力を持っていたことも指摘しておく必要がある 。しか
5

し，このような研究においては「非貧困層」と「貧困層」という「集団間
の差異」が浮き彫りになるのに対し，貧困の中で暮らす「子ども」の「生
活」が葬り去られ，「貧困」という社会状況のもつ累積性，固有性，実存性
が見えにくくなっていることが指摘されてきた（林 2016，大澤 2017，倉石

2017 など）。そこで，「家族」の一員として「子ども」を位置づける研究へ

の批判的アプローチとして行われてきた研究が，次節でレビューする「子ど
も中心アプローチ」による「子どもの貧困」研究である。それは，
「子ども」
を「主体」として，「当事者」として捉えようとするものである。

3. 貧困層の子どもは主体性を持った「サバイバー」か
前節でみた「子どもの貧困」問題へのアプローチとは異なる形で「子
ど も の 貧 困 」 問 題 に ア プ ロ ー チ し た の が Ridge(2002=2010) で あ る。

Ridge(2002=2010) は，当時のイギリスにおける貧困研究や貧困対策／支援

5 2013 年（平成 25 年）に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき，
2014 年（平成 26 年）に「子供の貧困対策に関する大綱」（内閣府）では，子ども
の貧困対策の意義について以下のように明記されていることにそのことが垣間見え

る。
「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、
貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を
図る子供の貧困対策は極めて重要である。」（内閣府 2014，p.2，下線部筆者）。

子どもの貧困研究における「子ども」との向き合い方（長澤敦士）
に関する政策での「子ども」の取り扱われ方について「独自の利害と声と主
体性をもった子どもとして立ち現れてくること」
（Ridge2002=2010,p.16）が
まれであったこと，すなわち，多くの領域で子どもたちが「最初から構造
的にも，制度的にも排除されている」（同上 ,p.24）ことを指摘する。その上

で，このことへ反省を含む問題提起から自身の研究手法を「子ども中心に据
えたアプローチ」（同上，p.13）として名づけることで，「貧困」という社会
状況の中で暮らす「主体」としての「子ども」に焦点を当て直した。そこで

は，
「子ども」を単なる「対象」として取り扱うのではなく，彼らの「生活
についても，そこでの問題の重要性についても，それを一番よく知るのは子
どもたち自身であるという認識」（同上 ,p.25）を基盤とした「主体」として

取り扱うことを提唱した。そこで Ridge（2002=2010）は，低所得家庭出身

の「子ども」たちへの詳細なインタビューを通して，低所得家庭出身の「子
ども」たちの生活と経験を明らかにした。その結果，彼らは学校からの排除
―それは同時に社会からの排除を意味するわけだが，―を経験すると同時
に，学校内部においてもまた排除を経験していたという事実を明らかにした

（Ridge2002=2010）。その結論を得たうえで，Ridge（2002=2010）は「低所
得家庭出身の子どもと若者の生活が非常に多様で，その経験が年齢，ジェン
ダー，エスニシティといた多くの要因によって媒介されていることは明らか
であ」（同上 ,p.268）り，
「『貧しい』子どもたちという均質的な集団は存在

しない」
（同上）ことを主張する。この Ridge（2002=2010）の研究について，

例えば，小西（2006）は家族に対してのアプローチが弱いこと，具体的に

は家族関係や個々の家族の背景（親の学歴や職歴など）や親の子育て方法に
ついて触れていないため，家族と子どもの関係や家族の社会的位置づけがき
わめて一面的なものになっていることを指摘し，「貧困が子どもにもたらす
社会的不利の一側面を把握するにとどまっている」（小西 2006，p.102）と

指摘する。しかし，この指摘については，大澤（2017）によって再批判が

試みられている。大澤（2017）によれば，
そもそも
「子ども中心アプローチ」
は，

「貧困の世代的再生産」や「貧困の連鎖」のプロセスの解明をその目的とは
していない点で，小西（2006）の指摘するような観点からこの手のアプロー

チは評価できないという。それよりも Ridge（2002=2010）が採用したアプ
ローチの意義は「政策やウェルビーイングの実質的な在り方を検証する研究

の方向性」
（大澤 2017，p.19）にこそ求められるという。その上で，このよ

うなアプローチの真価を「現在進む子どもの貧困対策への反証や提言として
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大きな意義を持っている」
（同上）と評価する 。このような観点から日本の
6

「子どもの貧困」研究に目を転じてみると，これまで Ridge と問題関心を同

じくする研究は，日本においてはほとんど行われてこなかったといっても過
言ではない。その背景については倉石（2017）が興味深い指摘を行ってい

る。倉石（2017）は教育社会学が「貧困」を苦手分野としてきた理由とし

て，貧困概念それ自体に含まれる「『あってはならない状態』
，すなわち国家
の責任においてただちに介入し，社会政策をもって解消すべき状態」
（倉石

2017，p.191）という価値判断へのコミットメントを迫られること，さらに

は，
「貧困」という社会状況には，個人や個別世帯を単位とするといった技
術的理由に収まりきらない実存的側面があることをその理由として挙げてい
る。そこで，教育社会学では「集団間の差異」としての「階層」に焦点をあ
てることによって「貧困問題」が含み持つ倫理的・規範的側面や実存的側面
へのコミットメントを巧妙に避けてきたのである（倉石 2017，p.192） 。こ
7

のような学問をする上での困難がまた，日本における「子どもの貧困」研究

において，
「貧困の世代的再生産」や「貧困の連鎖」の主題化に寄与してい
る可能性があることは指摘しておくに値する。それでも，
例えば，
小西
（2003）
や志田（2015）は貧困層の子ども・若者を「主体」，あるいは「当事者」と
6 ちなみに，日本の「子どもの貧困」問題の社会運動においても，当事者としての「子
ども」の声がその政策の策定プロセスにおいても大きな影響力を持っていた。例え

ば，注 5 で紹介した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」および「子供の貧困

対策に関する大綱」の制定および策定に向けた「子どもの貧困対策に関する検討会」

（2014 年 4 月 17 日～ 6 月 5 日まで計 4 回の開催）の構成員に日本学生支援機構奨

学生でありあしなが育英会奨学生の高橋が所属していたことなどがその証左であ
る。しかし，ここでの大澤（2017）の指摘に則るなら，日本においては，「子ども
の貧困」対策の効果の検証のために「子ども中心アプローチ」に基づいた研究が求
められているともいえよう。

7 ここでの倉石（2017）の指摘は，「教育」の現場についても当てはまる。例えば，
盛満（2011）は学校での参与観察やそこでの教師へのインタビューから日本の学校
現場では貧困層の子どもが不可視化されている現状とそれを裏支えする学校文化の

論理を明らかにしている。そこでは，生徒を家庭背景や成育歴によって「特別扱い
しない」学校文化とそれにもとづいた教師の「良心的配慮」によって学校の貧困問
題を見えにくさせていることが明らかになった。また，この調査について盛満（2008）
は，自身の調査においてもっとも困難だったのが対象校に調査の趣旨を理解しても
らうことであったと述べている。

201

子どもの貧困研究における「子ども」との向き合い方（長澤敦士）
して捉え，彼らの生活世界を描き出そうとしている研究として挙げられる 。
8

例えば，小西（2003）は北海道内に住む生活保護受給世帯および低所得世

帯の子ども 6 名に対し聞き取り調査を行い，「家族の『脆弱さ』がいかなる

形でその子ども自身の問題となって出現しているのか」（小西 2003，p.87）
を 2001 年に北海道で行われた量的調査を参照しながら明らかにする試みを

行っている。そこでの問題設定は，
「貧困の世代的再生産」
（青木 2003）で

はあるものの，小西（2003）においては，それが「子ども」の生活の実情

にどのように影響を及ぼし，彼らの自身がその現状をどのように受け止めて
いるのかを明らかにしたという意味において，家族の問題としての「子ども
の貧困」問題を貧困の中にある「子ども」を貧困問題の「主体」
，
あるいは「当
事者」として捉えようよしている先駆け的研究として位置づけることができ

る。小西（2003）は，聞き取り調査から「子ども」にとって生活保護制度

が一種のスティグマとして機能を果たしていることを指摘した。志田
（2015）

は，これまでの「ひとり親家庭」研究において，その不利が経済的な側面に

ばかり焦点を当たっていたことを指摘し，「ひとり親家庭」の子ども 5 名へ
の聞き取り調査から彼らが「主体」として，どのように「ひとり親家庭」と
いう構造の中を生き抜こうとしているかを描き出した。そこでは，子どもは
自身の家族の経験にアンビバレントな感情をもちながらもその経験を肯定的
に理解しようとしていることや同居人以外の豊富なつながりの資源をもちな
がら生き抜こうしていることを明らかにした。そこから，経済的な再分配だ
けでなく，承認の観点からの「ひとり親家庭」への支援政策の必要性を提示
した。
しかし，以上のような「子どもの貧困」研究における「子ども中心アプ
ローチ」にも欠点がないわけではない。例えば，この手の研究では，「子ど
も期あるいは子どもの『いま』に着目」（大澤 2017，p.22）しており，長期
的な観点が抜け落ちていたことが指摘される。つまり，これらの研究におい

ては貧困の中で生活する「子ども」の「短期的な観点（子ども期それ自体）
8 ちなみに，2000 年代以前の生活困難層の「子ども」へのインタビュー調査を行い，
当事者としての「子ども」に焦点を当てた論考として挙げておかなければならない

ものの 1 つに長谷川（1993）が挙げられる。ちなみに長谷川（1993）が収められて

いる久冨編（1993）は高度経済成長期にある日本社会における「貧困層」に焦点を

当てた調査研究として今日の「子どもの貧困」研究に多くの示唆を与える文献の 1
つである。
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と長期的な観点（大人になってからの結果）の両方から理解する必要がある」
（Ridge2002=2010，p.16）と言われているものの，この 2 つの観点を接続す
る枠組みでの分析は明確にはなされてこなかったということである（大澤

2017）。それだけでなく，
「子ども中心アプローチ」に基づく研究では，
「
『子

ども中心の視点』に家族を位置づけることで，逆に当初の目的であった家族
の中に隠された子どもの世界を理解しようとする試みが，再び家族の問題の
なかに埋もれてしまっている」（大澤 2017，p.19）ことも指摘される 。
9

ここで紹介した「子どもの貧困」研究において，
「子ども中心アプローチ」

を意識した研究は，日本においても「子どもの貧困」問題の前景化によって
以前より行いやすくなった経緯から，多くの研究者によってこの手のアプ
ローチを採用した研究が行われるようなってきた。しかし，
それは単なる
「子
ども中心アプローチ」とは異なり，「貧困の連鎖」や「貧困の世代的再生産」
に関する研究によって蓄積されてきた知見を背景に置きながら，「子ども中
心のアプローチ」を手段にして，
「子どもの貧困の経験」
（大澤 2017）を主

題として「子どもの貧困」の複雑性や実存性に迫ろうとするものである。次
節にて，そもそも「子どもの貧困の経験」という主題が持つ意味と，その視
点を意識していると思われる主要な「子どもの貧困」の研究を紹介する。

4．「子どもの貧困の経験」という視点の導入：
〈経験〉と〈移行〉
というキー概念

前節の最後に指摘した問題意識から大澤（2017）は「子どもの貧困の経験」

を「子どもの貧困」研究において主題化することの重要性を主張している。
そこでは，「貧困にある生活の中で当事者がどのように主体性を発揮してそ
れに対処しているか，それを受け止めているか」（大澤 2017，p.21）という

貧困の中にある「子ども／若者」の「いま - ここ」での生活経験を焦点化す
るだけでなく，同時に当該の「子ども／若者」のさまざまな人生の諸画期に
おけるライフチャンスをも視野に入れる必要があるという（大澤 2017）。す

なわち，貧困の中にある「子ども／若者」がその「経験のなかで，いかに適

9 大澤（2017）によるこの点の指摘は，Ridge のその後の研究の動向を概観した上で
のものである。大澤（2017）がその代わりとして主張する視点が「個人の環境とし
ての家族」
（大澤 2017，p.16）である。
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応の前提となる生活の評価や自己の評価を形成し現状を受け入れていくの
か，そのことが選択肢や制約にどのようにつながっていくのか，といったこ
とをまずは明らかにすることが必要」
（大澤 2017,p.23）になるということだ。

さらに，この視点は「物的基盤に基づく子どもの生活に対する認識をとらえ
る視点であり，それが象徴的・関係的な側面に与える影響を理解するだけで
なく，子ども自身のアイデンティティを通した行為や選択に与える影響を理

解する視点ともなる」
（同上，p.23）ともいう。このようにして，「子どもの
貧困の経験」に焦点を当てた研究は「貧困」の中にある「子ども／若者」の

「
『いま』を理解し，それを『これから』の連続線上の問題として考え」
（同上）
ることで，当該の「子ども／若者」の「声を聴く研究（ここでは，
「子ども
中心アプローチ」による「子どもの貧困」研究のことを指している。）の時
間軸を拡張する方向」（同上，カッコ内筆者）へと舵を切ることになるとい
うのだ。では，このような「貧困の経験」と「子どもの視点」を掛け合わせ
た「子どもの貧困の経験」という視点を導入した調査／研究はどのようにし
て可能なのだろうか。この点について，具体的な調査のやり方として多く
の示唆を与えてくれる研究が 3 つあげられる 。1 つ目が「貧困・生活不安定
10

層」の「子ども」の子どもから大人への移行過程を長期的な調査から描き出

した西田（2012）
，2 つ目が生活保護受給世帯で養育されている中学生年代
の「子ども」のライフストーリー調査を行った林（2016），3 つ目がいわゆ

る
「ヤンキー」と称される高校生年代の若者 の生活世界にエスノグラフィッ
11

クなアプローチで接近した知念（2018）である。これら 3 つの論考において，
10 ここで紹介する文献は，一部，社会福祉学領域にもまたぐ論考が収録されている

ものの，教育社会学を中心にした教育学領域の文献である。管見の限り，社会福
祉学領域にこのような視点を共有した研究は見当たらない。しかし，大澤（2017）
が「子どもの貧困の経験」という視点に基づく調査／研究はソーシャルワークの
実践にも多くの知見を与えることを主張していることを鑑みれば，社会福祉学領
域においては，実践者と協働しながらの調査／研究の在り方も視野に入れていく
必要があるように思われる。

11 知念（2018）の中では，当該の高校生らが使用していた語彙を用いて〈ヤンチャな子〉
とカテゴライズされている。また，同文献において，ヤンキーという存在を「特
定の社会問題（例えば若年非正規雇用者の増大，子ども・若者の貧困）が生じる
原因が個人にあるのか社会にあるのかという議論を喚起する」（知念 2018，p.15）

存在として同定している。このような点からも，知念（2018）は「子どもの貧困」

研究の一端として位置づけることが可能である。
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興味深いことに，〈移行〉というキー概念が登場する。この概念の導入の意
図について，すくなくともこの 3 つの論考に共通するのは，
貧困層にある「子

ども」がその後の人生でたどるプロセスがあまりに多様で，複雑であること
への問題意識がある。例えば，林（2016）はそれまでの教育社会学の分野

において用いられてきた「進路選択」や「進路形成」という概念の代替枠組
みとして〈移行〉という概念を導入している。林（2016）によれば，前者
の概念においては，その前提に自由な選択をする主体的な存在としての個人

（林 2016，p.14）が置かれており，当該の「子ども」の置かれている社会状

況を見えづらくしていることを指摘する。
そこで，
当事者の主体の選択といっ
た意志を含まずに，
「子ども」がたどった進路やその人生の中で遭遇した経
験を客観的に捉えるための概念として〈移行〉という概念を導入する。西田

（2012）や知念（2018）については，当該の若者の人生のプロセスを単なる

「学校から仕事への移行」と同義のものとして取り扱わないために，すなわ
ち，そのプロセス以外の人生の過程も視野に入れるために，〈移行〉過程と
いう概念を導入している 。これら 3 つの論考を参照することで，
大澤
（2017）
12

が提案した「子どもの貧困の経験」という視点から「貧困」の中にある「子
ども」のリアリティを描き出すための具体的な調査の方向性が見えてくるよ

うに思われる。それは，「当事者」としての「子ども」の視点から「貧困の
経験」を連続的かつ網羅的，あるいは全体的に把握するために〈移行〉過程
への着目が重要であるということである。では，これらの調査／研究におい
て，貧困層の「子ども」は向き合われているのだろうか。
西田（2012）は「貧困・不安定層」の若者への継続的なインタビュー調

査から当該の「子ども」の子どもから大人への〈移行〉過程が一般的にその
生活が「遊びの罠」や「ジェンダーの罠」にはまっていると読み解かれるの
に対して，
「彼／彼女たちにとって見知った，なじんだ，身近にある大人の
世界に，大きな不安や葛藤を抱くことなく参入していくプロセスであり，
『困
難で不安定な大人の生活への自然な移り行き』と」（西田 2012，p.104）名

づけることで「当事者」の視点から読み解き直すことを主張している。その

上で，これまでの教育社会学研究において，「貧困・生活不安定層」の「子
12 知念（2018）に至っては，一枚岩的に理解されてきた〈ヤンチャな子〉らの内部の「社
会的亀裂」に焦点を当てている意味において，当該の「子ども」たちのそれぞれの〈経
験〉の固有性に迫っているともいえる。
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ども」の存在が問題視されず，放置されてきたことの背景として，
彼らが「自
らが抱える問題を主張し，研究者がこれに呼応して研究を進め，教育政策に
も影響を及ぼ」
（同上，
p.135）すことがなかったからだと指摘する。林（2016）

においては，「貧困の世代的再生産」という課題設定のもとで生活保護受給

世帯で暮らす「子ども」に焦点を当てている。そこでは，生活保護受給世帯
で暮らす「子ども」の多様な進路分化は中卒移行からすでに始っており，そ
の後の〈移行〉の過程には断続性という特徴があることを明らかにした。そ
の上で，当該の「子ども」へのインタビュー調査から，彼らが自身の家族の
家庭生活の「担い手」としての姿や自身の進路を「選択」していく姿に当該
中学生の「主体」を求め，「当事者」としての「子ども」の生活世界を描き
出している。知念（2018）は，それまで一枚岩的に理解されていたヤンキー

の中にも，地域との関係や友人との関係といった彼らがもっている社会資源

のヴァリエーションによって，「社会的亀裂」が生じており安定的な〈移行〉
過程を歩む層と不安定な〈移行〉過程を歩む層の 2 つの層にそれらは分けら
れることを明らかにした。

実は，これらの「子どもの貧困の経験」という視点を共有する「子どもの
貧困」研究を眺めてみると，興味深いことに，研究者／調査者と「子ども」
の相互行為を露骨に記述することの重要性が浮かび上がってくる。その相互
行為を論考において露骨に開示しているのが，最後に紹介した知念（2018）

である。具体的には，当該の「子ども」の「家族」に関する論考において，
その記述が散見される。知念（2018）は，
「記述の実践としての家族」とい
う視点から当該の高校生たちのアイデンティティの欲求の次元―それは自分
の存在意義を確認するための場としての家族の次元である―における「貧困
家族であること」のリアリティを明らかにしている。その考察部分において，
「第二に，会話のなかで私が彼らの家族を『逸脱的な家族』として記述しよ
うとすると，
『記述のポリティクス』が姿を現し，彼らは私の記述を否定（＝
上書き）した」
（知念 2018，p.164，下線部筆者）とまとめている。知念（2018）

の総合考察においても，「その結果，明らかになった最大の知見は，調査当

初，私自身が一様の集団と捉えていた〈ヤンチャな子ら〉は，一見まとまり
をもった一つの集団のようにみえるものの，そこには『社会的亀裂』が生じ
ていて，二つの経路を生きる若者が内包していたということである」
（同上，

p.212，下線部筆者）とまとめている。ここに垣間見えるのは調査者として
の知念（2018）が継続する社会調査の中で，
思いもよらぬ形で当該の「子ども」
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からの抵抗に出遭っているということである。そこでは，当該の「子ども」
による研究者／調査者への抵抗の場面を自身の知見の資源としている。その
他，2 つの調査／研究においても，そのような場面があったであろうことは，

論考の全体を読めばすぐに想像される。ここに，これまで「子どもの貧困」
研究で見過ごされてきたもう 1 つの「子ども」との向き合い方を垣間見るこ

とができる。それは，社会調査という制度における「主体」としての「子ど
も」である。この意味おいての「主体」としての「子ども」に出遭うことが
・

・

・

できるのは，まさに継続的なフィールドワークによって可能になるのだと思
われる。ここに，「子どもの貧困の経験」という視点を共有しているであろ
う研究群がわざわざ〈移行〉という概念を新たに導入するに至ったのかとい
う点が明らかにされる。そこには，これまでの調査／研究がそのカテゴリー
化実践のために不可視化してきた「子どもの貧困」
の側面を指摘するためだっ
たのだ。そして，このことは，今日の社会が個人化が進む後期近代だからと
いったような時代背景が研究者／調査者に要請したものではなく，いわずも
がな当該の「子ども」が置かれている「貧困」という社会状況がこそ，研究
者／調査者に要請したものであるといったほうが妥当である。しかし，ここ
で 1 つ留意しておかなければならないことがある。以上の結論は「子どもの
貧困」研究においてフィールドワークをはじめとしたいわゆる質的調査の優
位性を主張しているのではないということである。各論が自身のフィールド
で出遭った「子どもの貧困の経験」を描くにあたり，それまでの「子どもの
貧困」研究で明らかにされてきた貧困・生活不安定層が抱える不利や困難，
それによる彼らの一般的な〈移行〉過程を研究者／調査者が関わってきた「子
ども」のそれを分析する際の参照点としていることを鑑みれば，貧困・生活
不安定層が置かれている社会状況を非 - 貧困・生活不安定層との比較におい
て，マクロに調べていくことも重要である。このことは，社会調査という制
度における「主体」としての「子ども」と出遭うためには―それは，「子ど
もの貧困の経験」のもつ固有性や複層性に出遭うことである。―，それに先
行して社会集団の生活様式の一般的な傾向という意味での「カテゴリー化実
践」が研究者／調査者には要請されることを示唆している。
以上の議論をまとめると，「子どもの貧困の経験」という主題を念頭にお
いて「子どもの貧困」の研究をしようとすると，当該の「子ども」の多様な
人生のプロセスを可視化するために，〈移行〉という概念を導入せざるを得
なくなる。そして，このことは，必然的に研究者／調査者に当該の「子ども」

子どもの貧困研究における「子ども」との向き合い方（長澤敦士）
と継続的なかかわりを要請する。そうしたかかわりの中で，研究者／調査者
が出遭うのは，社会調査という 1 つの制度という位相で現れる「主体」とし

ての「子ども」であるということである。そして，その出遭いは当該の「子
ども」を，単なる「対象者」―それは「被害者」としての様相を含み持つ―
や自身の「主体性」を発揮して生き抜こうおとする「当事者」としてのみ描
くことを困難にしているということである。しかし，その困難さが最終的に
「貧困」という社会状況が個々人に降り注ぐ際の固有性や複層性を描くこと
を可能にしているのかもしれない。

6．おわりに
本稿の目的は，「子どもの貧困」研究において研究者や調査者がいかにし
て「子ども」―それは，時に若者という存在としても現れる存在としての「子
ども」―と向き合うことが可能なのかについて思索することであった。その
ために，2000 年代後半の日本における「子どもの貧困」研究の主要文献の

レビューを通して，そこでは，研究者／調査者が「子ども」という存在とど
のように向き合ってきたかを概観した。具体的には，1 つに「家族の中の『子
ども』」として貧困という社会状況の「被害者」的側面を強調するように扱

う研究があり，もう 1 つには「主体」を持った「当事者」として「貧困」の
中を生き抜く存在としての「子ども」の側面を強調するように扱う研究があっ
た。しかし，近年の「子どもの貧困」という社会問題の前景化によって，
「子
どもの貧困の経験」という主題を念頭に置いた研究が台頭しつつあることも
確認した。それらの研究を見てみると，
それまでの「子ども」の存在に加え，
社会調査という制度という位相における「主体」としての「子ども」―研究
者／調査者のカテゴリー化実践に抵抗する存在という意味においての
「主体」
―にも着目されるようになりつつあることが確認された。そして，その意味
での「子ども」という存在と向き合うことで，「子どもの貧困の経験」に含
まれる「貧困」の実存的側面へのコミットメントの可能性をもたらしている
ことが示唆された。
最後に少しだけ筆者自身の経験について述べて本稿を締めくくることにす
る。実は，筆者はこれまで「子どもの貧困」の支援の現場で 6 年ほど支援者

として当該の「子ども」と向き合ってきた。その一方で，研究者として，調
査者として生活史法という社会調査の制度の中でも当該の「子ども」と向き
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合ってきた。拙い調査経験ではあるものの，学部生時代はボランティア活動
をそのまま卒業論文にした一方で，修士論文は生活史法を手にして支援者と
してポジショナリティから降りるように社会調査を行った。とりわけ，後者
においては，人文社会科学を足場とする研究者／調査者（その中でもとりわ
け政策学的な志向を有しない筆者）はどのようにして「社会」へコミットメ
ントしていくかについては現場からの視線にある種の「居心地の悪さ」を感
じながらなかなか自身の社会調査の意義を見出せずにいたわけである。前者
の支援者というポジショナリティを活用した社会調査は，その意味において
幾分かその「居心地の悪さ」を払拭するには良くも悪くも活用しがいのある
ものだった。では，この「居心地の悪さ」の正体を考えてみると，本論文か
ら得られた知見に依拠するなら調査者／研究者が当該の「子ども」に行って
いた「カテゴリー化実践」への「子ども」による抵抗にこそあったのではな
いだろうか。すなわち，インフォーマントによる視線であり，
それは巡り巡っ
て自身の調査実践に対する「居心地の悪さ」だったのかもしれない。だとす
るならば，意外にも，その「居心地の悪さ」は，
「社会」の様相を明らかに
するための重要な資源ともいえるのかもしれない。
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〈論文〉

「言い表しえぬもの」としての愛の理想
ミシェル・ウエルベックの小説における理想の不描写をめぐる試論
西村 真悟

はじめに

1

ミシェル・ウエルベックの小説は男性中心主義的だとの批判を受けること
が多々ある。例えば、『セロトニン』の出版後に次のような批判がなされた。
［ウエルベック］が倦むことなく時事的なものとして書く告知された死、
それは白人男性の死である。とりわけ、世界が自分の快楽、換言すれば
男根を中心にして回っていると何世紀も前から信じている支配的な人物
の死である。
［......］本当にフロラン＝クロード・ラブルストの境遇を、より正確に言
えば彼が代表する［......］
「白人おやじ」の境遇を憐れみたいと思うだろ
うか 。
2

1 外国語文献を引用する際、注に邦訳文献を併記していない場合、引用部の訳は引

用者によるものである。併記している場合、引用部の訳は基本的にその邦訳文献に
よるものである。ただし、一部改変した場合や引用全体を引用者が訳した場合に
はその都度そのことを記した。また、Flammarion から出版されている全集からウ

エルベックの著作を引用する場合には、注にて H1 と H2 という略号を用い、著者

名は省略した。略号の対応は次の通り。H1 : Houellebecq. 1991-2000, Flammarion,

« Mille&unepages », 2015. H2 : Houellebecq. 2001-2010, Flammarion, « Mille&unepages », 2016.
2 PHILIPPE, Elisabeth, « Houellebecq ou le lent (et nécessaire ?) suicide de lʼhomme
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また一方でウエルベックの小説には絶望しか描かれていないという批判も存
在する。もしこれらの批判が正しいものであるならば、ウエルベックの小説
とは、西洋白人中年男性の理想が破れた絶望的状況をただ嘆いているだけの
ものであるように思える。しかしそれならば、なぜウエルベックの小説が
３０ヶ国語以上の言語に翻訳され、世界中で読まれるという事態 が発生す
3

るのだろうか。世界中の人々は「『白人おやじ』の境遇を憐れみたい」のだ
ろうか。このように考えたとき、ウエルベックの小説は上記のように批判さ
れるものとは別の姿を見せる。本論文の目的は、ウエルベックの小説におけ
る愛の理想について上記のような批判に反論することで、彼の小説の別の姿
を示すことである。なぜ愛の理想に限定するのかというと、愛がウエルベッ
クの小説群の主要なテーマのひとつであることが明白であることに加えて、

Rester vivant に「愛があらゆる問題を解決する 4」と書かれているようにウエ
ルベックにとって愛が非常に重要かつ根本的なものとして存在しているから
である。したがって本論文ではひとまず、愛の理想に限定して論じる。
まず第１節において、男性中心主義的だとの批判に反論する形で、ウエル
ベックの小説の主人公たちが一種の反面教師として描かれていることに着目
し、一見理想として描かれているものが実はその理想への到達を妨げる幻想
として描かれていることを明らかにする。次に第２節において、ウエルベッ
クの小説に対する理想や希望がないという批判はある意味では正しいが、理
想や希望を明示しないことこそが世界を変えるためのウエルベックの戦略で
あることを彼のリアリズムの特徴を検討することで明らかにする。最後に第
３節において、愛の理想が「言い表しえぬもの 」であることを明らかにする
5

blanc », Le Nouvelle Obs, 2018, https://bibliobs.nouvelobs.com/critique/20181228.
OBS7714/houellebecq-ou-le-lent-et-necessaire-suicide-de-l-homme-blanc.html,
consulté le 23 fev. 2021.［］内引用者、以下同様。
3 PAYOT, Marianne et al., « Houellebecq superstar mondiale », L’Express, 2012, https://
www.lexpress.fr/culture/livre/houellebecq-superstar-mondiale_934657.html, consulté le 23 fev. 2021. フランス外での受容については他にも次の文献の第 2 部で詳
し く 書 か れ て い る。JURGA, Antoine et WESEMAEL, Sabine van (dir.), Lectures
croisées de l’œuvre de Michel Houellebecq, Classiques Garnier, « Études de littérature
des XXe et XXIe siècles », 2017.
4 Rester vivant, H1, p.148.
5 本論文では、“un indicible” の訳語として野矢茂樹訳に倣って「言い表しえぬも

の」を採用した。ウィトゲンシュタイン（野矢茂樹訳）『論理哲学論考』、岩波文庫、
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ことで、ウエルベックの小説が愛の理想の不描写により、逆説的に読者に愛
の理想の存在を感受させるものであることを示す。

１
確かに、ウエルベックの小説で明示される女性に対する理想や、それを実
際に体現するかのような女性たちは、男性中心的な価値観に基づいて構築さ
れているように思われる。このような価値観に基づく読解には例えば次のよ
うなものがある。『素粒子』と『プラットフォーム』の結末近くで男性主人
公たちと相思相愛の女性 3 人が死んでしまうが、それはウエルベックが女性

の死の後に男性の自殺や精神病院への入院を描くことで「これらの男性たち
が女性の愛なしではもはや生きることができないということを強調する」た
めである。そして、最終的に死んでしまうとしても、「傷つき不健康な男性

主人公たち」に「癒し」を提供する女性が存在していたという事実は、「希
望が存在することを意味している 」。このような読解は上記のような批判を
6

受けてしかるべきだろう 。
7

しかし、ウエルベックが小説内で明示する愛の理想は一種の社会的病理と
しての幻想、すなわち真の理想追求を妨げるものとして描かれているように
思われる。そしてその幻想は幻想であるがゆえに打ち砕かれるのである。第
１節ではこのことを明らかにする。
ウエルベックの小説で明示的に主人公たちの理想とされる女性像は男性中
心主義的幻想だ。それはまず、優しさや献身としての愛を無条件で与えてく
れる女性、つまり母性的な女性であり、そのような愛を求める主人公の姿は
ウエルベックの全小説に共通である 。また、
ウエルベックの小説では「伝統
8

2003、p.148.
6 THUEN, Tonje Sundby, « L ʼ amour et la tendresse féminine selon Houelle becq », La thèse de master, Université dʼOslo, 2007, https://www.duo.uio.no/handle/10852/25748, consulté le 23 fev. 2021, p.76 et 80.
7 ウエルベックによる「女性賛美」は「女性や有用な母親の家庭的内での役割」に向
0

0

0

0

0

0

0

0

0

けられており、それに対して反フェミニズム的だとの批判が可能であるという見解

もある。SOARES, Corina da Rocha, « Lʼéquivoque chez Michel Houellebecq : sub-

tilités dʼun personnage ambigu », Carnets, 1(2), 2010, p.132. 強調原文。

8 熊谷謙介「ミシェル・ウエルベックとユイスマンス―『服従』における《女性嫌悪》
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的な価値観のみならず解放されたタブーなきセクシュアリティが存在すると
きにのみ、愛が存在可能である」こと を加えて考えると、その理想は正確
9

には母であると同時に娼婦であるような女性である。
『プラットフォーム』
の主人公ミシェルは恋人のヴァレリーに対して次のような感想を持つ。
いい娘だ。僕は思った。情が深く、思いやりのある娘だ。官能的で甘く
大胆な恋人でもある。そして万一のときには、慈しみ深く、賢い母にも
なるのだろう 。
10

フ ァ ム・フ ァ タ ル

ところでこのような女性像、すなわち「母性的な女」や「宿命の女」のよう
な「エキゾチックな女」とはどちらも 19 世紀小説によって希求された「ブ
ファンタズム

ルジョワ階級の男が生み出した幻想」である 。したがって、ウエルベック
11

の小説の主人公が求める理想の女性とは 19 世紀に生まれた幻想を同時に満

たすものである。それは男性中心主義的だ。そしてなによりもまず、幻想な
のだ。

しかしながら、ウエルベックはこの幻想に自覚的であるように思われる。
なぜなら彼の小説の主人公たちのほとんどが、彼が批判する社会システムや
イデオロギーにその内面を支配されているからだ。例えば『素粒子』におい
て、主人公のひとりであるブリュノは、アンヌという女性と結婚したあとも
「流行がどんどんセクシー路線になって」いくなかで「どの女を見ても欲望
がうず」いてしまい 、結局は離婚する。ここには広告あるいは誘惑のシス
12

テムの脅威が現れている。1993 年に発表したエッセイ内でウエルベックは、

広告を「欲望をかき立て、そそのかし」
、最終的には欲望そのものに「なる」
0

0

ことを狙うものだとして、次のように述べる。
をめぐって」、『人文研究』No.196、神奈川大学人文学会、2018、p.14.

9 HANSSON, Virginie, « Lʼamour dans lʼunivers romanesque de Houellebecq », LUP
Student Papers, 2013, http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/3799331, consulté le
23 fev. 2021, p.32.
10 Plateforme, H2, p.283. ウエルベック , ミシェル（中村佳子訳）
『プラットフォーム』、
河出文庫、2015、p.320. 以下後者を『プラットフォーム』と省略する。
11 工藤康子『フランス恋愛小説論』、岩波新書、1998、pp.197-198. ルビ原文。
12 Les particules élémentaires, H1, p.737. ウエルベック , ミシェル（野崎歓訳）
『素粒子』、
ちくま文庫、2006、p.237. 以下後者を『素粒子』と省略する。
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永遠に関するあらゆる概念を否定し、自らを絶え間ない更新プロセスと
定義する広告は、主体を蒸発させて生成変化に従順な亡霊に変えること
を目的としている。そして、社会生活へのこのような衝動的かつ表面的
な参与は、存在欲望に取って代わるだろう 。
13

また、野崎歓は『素粒子』から、
「セクシュアリティとは強力な『誘惑のマー
ケット』にほかならず、そこには非情な競争原理が吹きすさぶのみ」であり、
現代社会は「コマーシャリズムの全面的支配」下にあり、「若さと美しい肉
体への崇拝に支えられて、誘惑のシステムのみがどこまでも拡張していく」
という事実を読み取る 。まさしくブリュノはこの「誘惑のシステム」を内
14

面化した存在である。さらにブリュノはエゴイズムも内面化している。彼は
のちに恋人となるクリスチヤーヌと出会った際に彼女から「エゴイストだけ
ど優しい」と評される 。しかし、物語の終わりに彼は自身のエゴイズムゆ
15

えに彼女を死なせてしまう。ブリュノは実際には
「優しいけれどエゴイスト」
であった。他にも『セロトニン』において、主人公のフロランは女性（ある
いは人間全般）を一種の「商品」とみなす

16

が、このような人間の商品化も

広告についてと同じく、先のエッセイのなかでウエルベックによって指摘さ
れている。
帰属や貞操、堅固な行動規範による束縛から自由になったことで、現代
の個人は一般化された商取引システムに乗り込む準備ができている。そ
のシステムのただなかでは、一義的につまりいかなる曖昧さもなく個人
に交換価値を割り当てることが可能となっている 。
0

0

0

0

17

フロランはこのような「商取引システム」を内面化しており、先の批判通り
« Approche du désarroi », Interventions, H2, pp.863-864. 強調原文。
野崎歓『フランス小説の扉』、白水社、2001、pp.222-223.
Les particules élémentaires, H1, p.696.『素粒子』、p.192.
HOUELLEBECQ, Michel, Sérotonine, Flammarion, 2019, pp.65-66. ウエルベック ,
ミシェル（関口涼子訳）
『セロトニン』、河出書房新社、2019、pp.51-52. 以下それ
ぞれを Sérotonine,『セロトニン』と省略する。
17 « Approche du désarroi », Interventions, H2, p.853. 強調原文。
13
14
15
16
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彼は男性中心主義的な考えを持っている。また、『ある島の可能性』のダニ
エル 1 は「肉体的な愛が消えたとき、すべてが消える 」という唯物論的意
18

識により恋人のイザベルと別れ、のちに若く肉体的に魅力のあるエステルと
交際をはじめる。このように、ウエルベックの小説の主人公たちは作家自身

が指摘している社会システムやイデオロギーにその内面を支配されている。
彼らは一種の反面教師のようである 。
19

さらに、このような内面化はウエルベックによって一種の社会的病理とし
て描かれている。『素粒子』において、ブリュノは次のように評される。
ブリュノを一人の個人と考えることができるだろうか？ ［......］ブリュ
ノは一人の個人とみなされうるとしても、別の視点に立つならば、ある

歴史的展開の受動的要素にすぎないとも言えるのだった。
彼の抱く動機、
価値、欲望。そのいずれもが、同時代人に対し彼をいささかも差異化す
るものではなかった 。
20

また野崎は、ウエルベックによってブリュノと同様に『素粒子』のもうひと
りの主人公ミシェルも「完全に歴史的に限定されたものとして提示」されて
いると指摘する 。主人公像のこのような設計は、ウエルベックの作品全体
21

を貫く特徴と関係している。Agathe Novak-Lechevalier によれば、
ウエルベッ

クの作品全体を貫く目的のひとつは「世界を知ること」であり 、そのため
22

18 La possibilité d’une île, H2, p.426. ウエルベック , ミシェル（中村佳子訳）『ある島
の可能性』、河出文庫、2016、p.80. 以下後者を『ある島の可能性』と省略する。
19 Sabine van Wesemael は次のような指摘をしている。「登場人物たちを通して、ウ

エルベックは社会や社会生活に関する批判を表明する。ありのままを知覚され告
発された悪に対するいかなる代替物をも彼らが作り出すことができなければでき
ないほど、その批判はますます辛辣なものとなる。ほとんどの場合、彼らは自
身の現実に立ち向かうには無力である。あるいは、［......］別の人生のシナリオ

に幻想を抱く方を好んでいる」WASEMAEL, Sabine van, « Sérotonine de Michel

Houellebecq : prédiction du destin tragique de la civilisation occidentale », RELIEF
- Revue Électronique de Littérature Française, 13(1), 2019, https://www.revue-relief.
org/articles/abstract/10.18352/relief.1033/, consulté le 23 fev. 2021, pp.61-62.
20 Les particules élémentaires, H1, p.741.『素粒子』、p.242.
21 野崎、前掲書、p.230.
22 NOVAK-LECHEVALIER, Agathe, Houellebecq, l’art de la consolation, Stock, 2018,
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に次のようなことが行われる。
さまざまな人物たちから行動規則を導き、次にこれらの規則からそれら
を支配する諸原理を明らかにする。［ウエルベック］は多様なものから
出発し一般的なものへと上昇する 。
23

このような一般化によってウエルベックは登場人物たちの苦しみを「個人の
過ちに対する耐えがたい罰としてよりもむしろ、ひとつの世界的な『イデオ
ロギー的葛藤』 の結果として」描いている 。以上のことより、
ウエルベッ
24

25

クの小説における主人公たちの社会システムやイデオロギーの内面化は個人
的なものではなく歴史的あるいは社会的なものとして、故意に描かれている
と言えるだろう。したがって彼らの抱く幻想もある種の社会的病理としてあ
えて小説内に描かれているのではないかと考えられる。
そして、その幻想は幻想であるがゆえに突如打ち砕かれ、消滅する。そこ
には作者の影が色濃く現れている。先に見たように Tonje Sundby Thuen は、

『素粒子』のアナベルとクリスチヤーヌ、
『プラットフォーム』のヴァレリー
の死には、男性にとって女性が必要であることを強調したいという作者の意
図があるとする。また、女性が死ななくとも、Virginie Hansson は『地図と

領土』におけるオルガと別れるというジェドの決断は彼自身によるものでは
なく「カップルの不可能性を主張する著者」の「意志」によるものであるよ
うに思えると述べる 。ウエルベックの小説において幻想を体現した女性た
26

ちが舞台上から消えるとき、そこに作者の何らかの意図があることは確かで
あろう。ただし、それが両者の述べるようなものではないことは今までの議
論から明らかである。幻想を体現した女性たちが消えてしまうのは、彼女た
ちが幻想の産物、儚い幻影でしかないからだ。その意図は、男性中心主義的
な幻想を追い求めても本当に求めるべき愛＝理想の愛にたどり着くことはで
きないと示すことにある。
その証拠となるのは、驚くべきことに『服従』である。その結末におい

23
24
25
26

pp.155-156.
Ibid., p.165.
Les particules élémentaires, H1, p.591.『素粒子』、p.77.
NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., p.169.
HANSSON, op.cit., p.31.
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て、自身がイスラム教徒になることで自らの結婚相手としてあてがわれるで
あろう女子学生たちのことを思いながら「彼女たちは、愛されるにふさわし
いだろうし、ぼくのほうも、彼女たちを愛することができるだろう」と主人
公フランソワは語る 。一見、ウエルベックの小説内で主人公たちが追い求
27

めてきた幻想がついに現実化するかのように思える。もちろん現実化が予感
されるこの幻想は男性中心主義的なものである。熊谷謙介は『服従』を「食」
に注目してユイスマンスと比較分析することでそのことを指摘している。曰
く、この作品では「食卓のユートピア」が希求されているが、そのユートピ
アにおいては、料理を提供するのはほとんど常に女性であり、つまりここに
は女性に対する「純粋な贈与」の期待が現れており、
ゆえにこの「食卓のユー
トピア」は「女性にとってのディストピアになりかねないのではないか 」。
28

また結末部でフランソワによって、彼に改宗を勧めたルディジェの妻マリカ
の「ミニパイ」だけでなく、もうひとりの妻アイシャの「身体的な美点」が
思い起こされている

29

ことからも分かる通り、イスラーム教徒になることは

フランソワにとって「食」と「性」のどちらの幻想も現実にできる手段とし
て認識されている。しかしながら、フランソワの予感は条件法で書かれるこ
とで意図的に両義的なものとなっている。ウエルベックは『服従』の出版に
際したインタビューでインタビュアーの「この本は極めて悲しい」という意
見に対して次のように答える。
ええ、秘められた悲しみは非常に強いものです。わたしの考えでは、両
義性は最後の文で最高潮に達しています。つまり、「ぼくは何も後悔し
ないだろう」という文は実際のところまさに逆の意味で理解することが
できます 。
30

Agathe Novak-Lechevalier は『素粒子』や『プラットフォーム』の最後の一
27 HOUELLEBECQ, Michel, Soumission, Flammarion, 2015, p.299. ウエルベック , ミ
シェル（大塚桃訳）『服従』、河出文庫、2017、p.314. 以下それぞれを Soumission,『服
従』と省略する。

28 熊谷、前掲論文、p.35.
29 Soumission, p.296.『服従』、p.311.
30 « Un suicide littéraire français », Mediapart, 2015, https://blogs.mediapart.fr/sylvain-bourmeau/blog/020115/un-suicide-litteraire-francais, consulté le 23 fev. 2021.
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文にも同じような効果があることを示し、次のように結論付ける。
したがって、小説の最後には一種の意味の不安定性が据えられるのであ
0

り、それは明示的に言われていることとはまったくの逆を考慮に入れる
ことを読者に強いるのである 。
31

確かに『服従』の結末が両義的であるとしても、今まで述べてきたような幻
想を追求することによっては理想の愛にたどり着けないということをウエル
ベック自身が考慮に入れているのは確実であろう。そしてそれゆえに、アナ
ベルやクリスチヤーヌ、ヴァレリーの死やジェドとオルガの別れに込められ
た意図は、そのような事実を示すことなのだと言うことができるのではない
か。
ウエルベックの小説内には一見、男性中心主義的な愛の理想が描かれてい
るように思える。しかしそれは理想ではなく、社会的病理としての幻想であ
る。幻想に囚われた男性主人公たちはそれを追い求め、結局は理想の愛にた
どり着けない。このことを示すためにウエルベックは愛の幻想を小説内に描
き出す。そこに愛の理想は描かれていないのである。

２
第１節で明らかになったように、ウエルベックの小説に愛の理想は描かれ
ていない。したがって、ウエルベックをはじめとする「鬱病主義」の作家た
ちに対する、理想や夢がないという指摘は、ひとまず愛に関してならば、そ
してそれらが描かれていないという意味においてならば、正しいと言える。
0

0

0

0

0

0

0

「鬱病主義」とは『素粒子』が出版された際に Jean-Marie Rouart が名付けた、
同時代の作家たちの傾向のことである。Rouart は Jean-Claude Lebrun との
対談のなかで次のように述べる。

「鬱病主義」とは絶望の存在形式のひとつです。ロマン主義には理想や
夢があった一方で、鬱病主義にはもはやそれらが存在していません。現
実が理想というものを破壊したのです。
31 NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., p.261. 強調原文。
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Rouart によれば、これまでの文学では、それが反動主義者やリベルタンに

よるものだったとしても、「野心を刺激すること、夢を刺激すること」が行
われてきたが、「鬱病主義」は、「状況を確認するだけ」であり、そこにはそ
の状況を、世界を変えようという意志がない。Lebrun も「鬱病主義」にお

いては「状況はあるがまま受け止められ、それらを凌駕することができると
想像されることがない」とする。Lebrun は次のように述べる。
［鬱病主義の作家たちからは、］希望というものがふたたび閉ざされて
しまった印象を受けます。つまりこれらの作家たちの何人かにおいて、
［......］文学がはじめてもはや人間存在のためにも社会のためにも新しい
可能性を提案することができなくなってしまったと感じるのです 。
32

しかし、
「新しい可能性」が描かれていないことを理由に、作家に世界を変
えようという意志がないと言えるのだろうか。「状況を確認する」ことに意
味はないのだろうか。第２節では、ウエルベックにそのような意志があるこ
と、そして「状況を確認する」ことこそが世界を変えるための第一歩である
とウエルベックが考えていることを明らかにする。
ウエルベックは、インタビューで自らの作品の「主導的、強迫的な方針」
を尋ねられた際にこう答えている。
何よりもまず、世界が分離や苦しみ、悪に基づいているという直観です。
それから、その状況を描く決意、さらにはたぶん、それを凌駕する決意
だと思います 。
33

ウエルベックには、状況を、世界を変えようという意志がある 。そしてそ
34

32 ROUART, Jean-Marie et LEBRUN, Jean-Claude, « Une littérature de rupture »,
regards.fr, 1999, www.regards.fr/acces-payant/archives-web/une-litterature-de-rupture,1252, consulté le 23 fev. 2021.
33 « Entretien avec Jean-Yves Jouannais et Christophe Duchâtelet », Interventions, H2,
p.877.
34 Wesemael は次のように述べている。「『セロトニン』においても、他のすべてのウ
エルベックの小説においてと同じく、筋書きの背景に啓蒙的意図がはっきり示さ

221

「言い表しえぬもの」としての愛の理想（西村真悟）
の手段として「状況を描く」ことが選ばれている。彼は、デビュー作である
ラヴクラフトに関するエッセイのなかで「人生は苦しみと失望に満ちている
ものだ。したがって、あらたなリアリズム小説を書くことは無益である 」
35

と書いているにもかかわらず、現実世界を小説で描いてきた。この「転向」
の理由を Novak-Lechevalier は、「苦痛を乗り越えたいのならば、まずはそ
の状態を確認することが重要である」という考えにウエルベックが至ったか

らではないかと考える 。それに至る道筋は不明であるが、この「転向」自
36

体は当エッセイと同年に出版された、読者に対して詩人になれと語りかける

Rester vivant の次の一節にすでに表れている。
世界が苦しみで構成されているのは、
何よりもそれが自由であるからだ。
苦しみはシステムの諸部分が自由に機能することの当然の帰結である。
あなたはそのことを知り、言わなければならない 。
37

世界が苦しみに満ちていることを知らなければならない、そしてそれは言い
表されなければならない。では、言い表すこと、状況を確認し描くことはど
のように世界を変えることへと繋がるのだろうか。
この疑問を解決するために、まずはウエルベックのリアリズムの特徴を把
握しよう。Novak-Lechevalier は、ラヴクラフトの怪奇小説とウエルベック

のリアリズムのあいだに「証言」という共通点を見出している。彼女は、ラ
ブクラフトの物語で多用されるモデルを次のように説明する。
ある人間が残虐で、理性を超えた、怪物的な現象の出現を確認する。そ
して、この暴力と戦うには自分が無力であることを理解する。最後には
自身の命が奪われるだろう。しかし、
自らの犠牲を無駄にしないために、
死ぬ前に体験したことが記された証言を残す。読者が手にしているのは
れている。作家はふたたび唯物主義や個人主義、風紀悪化に対する改善運動に乗
り出す」WESEMAEL, op.cit., p.57.

35 H.P. Lovecraft, H1, p.21. ウエルベック , ミシェル（星埜守之訳）『H・P・ラヴクラ
フト 世界と人生に抗って』
、国書刊行会、2017、p.39. 以下後者を『H・P・ラヴ
クラフト』と省略する。

36 NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., pp.110-111.
37 Rester vivant, H1, p.129.
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この証言である。
一方でウエルベックは、雑誌に掲載された Lakis Proguidis の質問に対する

返答のなかで、「自らの無能力を示しながらも」
「怪物的で世界的な欠如」に
ついて言表する「最小のメッセージ」を残すということをひとつの使命であ

るかのように書いており 、この「最小のメッセージ」はラヴクラフト的「証
38

言」と
「類似性」を持っていると Novak-Lechevalier は指摘する。確かに
「証言」
は、怪物を前にした者の、証言することしかできないという「無能力」を示

すものかもしれない。しかし、「それは怪物の姿を見えるようにする唯一の
手段である」。そして、ウエルベックがラヴクラフトの小説に見出した

39

よ

うに、この「証言」には「まなざしの変容」をもたらす力がある 。
40

「まなざしの変容」、それは楽観主義からの脱却である。
「ウエルベック
の世界においては、幻想と真実を気取る偽の価値観とが社会を腐らせてい
る 」
。インタビューで自身の悲観主義に関して問われたウエルベックはこ
41

う答える。
［......］明らかに人類は短期間のうちに破局へと、恐るべき状況のなかへ

と身を投じています。我々はもうすでにそのなかにいるのです。
［......］
この破滅に我々をけしかける熱狂には目を見張るものがあります。それ

は本当に奇妙です。［......］したがって、まず手始めに空虚な楽観主義
を根本的に排除することは正当なことです。
［......］人々は状況が信じて

いたものよりもより一層奇妙であると理解するでしょう。世界に対する
誤ったイメージに導かれ、我々は災厄へと進んでいます。そしてそのこ
とに誰も気がついていないのです 。
42

「世界が分離や苦しみ、悪に基づいている」と言い表すこと、
「怪物的で世界
的な欠如」を「証言」することは、人々を「破滅」へと「けしかける」
「世
38
39
40
41
42

« Lettre à Lakis Proguidis », Interventions, H2, p.966.
H.P. Lovecraft, H1, p.27.『H・P・ラヴクラフト』、p.48.
NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., pp.150-153.
WESEMAEL, op.cit., p.63.
« Entretien avec Jean-Yves Jouannais et Christophe Duchâtelet », Interventions, H2,
pp.884-885.
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界に対する誤ったイメージ」、すなわち「楽観主義」を排除するために行な
われる。
「恐るべき状況」の「確認」こそが、人々に「まなざしの変容」を
引き起こすものであり、世界を変えることに繋がるのだ。
「まなざしの変容」
をもたらす「証言」、それこそがウエルベックのリアリズムの特徴であり、
世界を変えるために彼が用いる戦略なのである。
今までの議論により、ウエルベックの小説内で愛の理想や夢が明示されな
いのは、それらが読者を楽観的にさせてしまうものであるからだと考えられ
る。彼の小説に描かれる愛の幻想に振り回される主人公たちはまさに、愛に
対する「誤ったイメージ」によって「災厄」へと進み続け、最終的にそこに
至ってしまう存在である。第１節で示したように、愛の幻想は理想の愛への
到達を妨げる。それは幻想が、理想の愛の「怪物的で世界的な欠如」から人々
の目を逸らすからである。例えば、物語を通して世界そして愛に対して悲観
的な意見を表明しつづける『プラットフォーム』のミシェルはそれでも、
ヴァ
レリーに愛の希望を見出す。しかし彼が「僕は、ひとりの女性とともに生き
存え、彼女に愛着を持ち、彼女を幸せにしようとすることができる」 と楽
43

観した瞬間、幻影としての彼女はこの世から消え、彼は「破滅」へと至る。
愛の幻想に囚われた結果、
「破滅」へと至るのである。したがってウエルベッ
クは愛に関して、「怪物的で世界的な欠如」だけでなく、幻想ゆえにそこか
ら目を逸らす人々の存在をも「証言」していると言える。彼の小説において、
主人公たちの恋愛の大半はまるでひとつの例外、理想の愛が欠如した世界に
おける希望のようである。しかし、希望のように見えるその例外は実のとこ
ろ幻想であり、その幻想は世界に理想の愛が欠如しているという事実を覆い
隠してしまう。ゆえに、この世界、この「状況」を変えなくてもまだ理想の
愛が出現する余地はあるという楽観的な見方が生じる。それは主人公たちを
「破滅」へと導く「まなざし」である。この「破滅」を免れるためには、つ
まり主人公たちと異なる道を進むためには、「怪物的で世界的な欠如」を直
視しなければならない。したがって、読者を楽観的にさせる愛の理想や夢が
ウエルベックの小説に描かれることはない。彼は Rester vivant のなかで次
のように語りかける。

43 Plateforme, H2, p.324.『プラットフォーム』、p.368.
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愛の欠如の奈落へと至りなさい 。
44

「愛の欠如の奈落」に至ること。ウエルベックにとって、それが世界を変え
る第一歩なのである。

３
第２節では、ウエルベックの小説内で愛の理想や夢が明示されない理由が
明らかとなった。それは、理想の愛の欠如を直視することが世界を変えるた
めにまず必要なことだからであった。しかし、世界を変えるための第一歩を
踏み出した我々はその後どこへ向かえばよいのだろうか。この世界に欠如し
ていて、ゆえに目指すべき愛の理想とは、
どのようなものであろうか。
確かに、

Rouart たちが指摘するようにそれらは明示的に描かれない。しかしながら、

「新しい可能性」が描かれていないからといって、その小説がそれを読者に
喚起させていないと考えることは早計ではないだろうか。第３節では、ウエ
ルベックの小説がどのように読者に愛の理想、そして「新しい可能性」を感
受させるのかを明らかにする。

Novak-Lechevalier はウエルベックに関する著書全体の結論として、ウエ

ルベックの作品は「言い表しえぬもの」を読者に感受させるものであると述
べる。「言い表しえぬもの」とは、もちろんウィトゲンシュタインの『論理

哲学論考』から取られた概念である。ウエルベックは Le Figaro に寄稿した
文章のなかで、ニーチェ、コントと並べてウィトゲンシュタインの名を引用
するのが好きな著述家として挙げている 。実際に『地図と領土』では「わ
45

たしが語ることのできないものについて、わたしは沈黙を余儀なくされる」
と引かれている 。また、
『ある島の可能性』ではプラトンの『饗宴』が引か
46

れるが、そこには「［アンドロジナスの半身それぞれ］の魂は、明らかに［愛
欲とは］別のものを求めている。それは言うことのできないものだが、両者
が見分け、見分けさせるものである」と書かれている 。以上の事実を確認
47

44 Rester vivant, H1, p.130.
45 « Philippe Muray en 2002 », Interventions, H2, p.1043.
46 La carte et le territoire, H2, p.1442. ウエルベック , ミシェル（野崎歓訳）『地図と領
土』
、ちくま文庫、2015、p.412. 以下後者を『地図と領土』と省略する。
47 La possibilité d’une île, H2, p.820.『ある島の可能性』、p.518. 全訳引用者。
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したうえで Novak-Lechevalier は、『論理哲学論考』においても『饗宴』に

おいても「言い表しえぬもの」の存在が認められていることに注目し、「し
たがって実際には、
『語ることのできない』ものは完全に到達不能であると
いうわけではない」と述べる。そしてウエルベックの作品には、書かれてい
ないもの、
「言い表しえぬもの」を、読者に「ほのめかす」ことで感受させ
る力があるとする。
言表されていない欲望の対象が何であるかをほのめかすこと。これが、
ウエルベックのエクリチュールの最も秘密の部分である。
ウエルベックは「言い表しえぬもの」を「ほのめかす」。それは「言い表し
えぬもの」の存在を読者に示し、それを感受させる行為である 。
48

では、その「言い表しえぬもの」とは何であるのか。それはどのよう
にほのめかされるのか。そして、ほのめかされた先に何があるのか。No-

vak-Lechevalier は、「言い表しえぬもの」を「我々の世界から排除されてい

るように思えるもの、美や道徳、愛」であるとする 。したがってまずひと
49

つ目の問いに対しては、そのひとつに愛の理想を挙げてよいだろう。幻想の
蔓延した「恐るべき状況」において愛の理想を言い表すことは困難である。

Christos Grosdanis は、ウエルベックの小説内で理想とされる愛は、西洋文

学で描かれてきた「情熱的な愛」とは異なる「避難所としての愛」であり、
その理想は『地図と領土』のジャスランとエレーヌという夫妻において実現
されていると述べる。さらに、それが「共通の理想」のように思えるとジャ
スランが述べていると指摘したうえで、
この変化を「社会のなかに見られる、
そしてウエルベックが掴むことのできた理想の変化」であるとする 。しか
50

し、それは誰にとっての理想であるのか。ジャスランとエレーヌが仲の良い
夫妻であることは確かであるが、その関係を保証しているものはジャスラン

48 NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., pp.261-267.
49 Ibid., p.267.
50 GROSDANIS, Christos, « Le thème du couple heureux dans lʼœuvre romanesque de
Michel Houellebecq », dans WESEMAEL, Sabine van et VIARD, Bruno (dir.), L’Unité
de l’œuvre de Michel Houellebecq, Classiques Garnier, « Études de littérature des XXe
et XXIe siècles », 2013, pp.231-240.
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の「五十歳を過ぎてなお、力強く長持ちする勃起力 」とエレーヌの「シリ
51

コン豊胸をしたバスト 」である。また、エレーヌが大学で教鞭を執ってい
52

るとしても、家庭内で料理を用意するのは常に彼女である。これを社会に
「共
通の理想」と見なすことはできるだろうか。
さらに、
『服従』において前者と似たような仲の良い夫妻として登場する
タヌール夫妻は、より顕著に男性中心主義的である。主人公フランソワは当
初、大学の同僚であるマリー＝フランソワーズ・タヌールとの会話中に彼女
の「地の精ノームのような嘲笑」が「彼女を一層醜く見せた」と内心で思っ
ており、彼女への彼の評価は低い 。ところが物語の中盤、イスラーム政権
53

が誕生すれば彼女が大学で教授職を続けられないだろうことが分かった後に
タヌール夫妻と食事をともにする際、彼女に対する評価はがらりと変わる。
彼女の笑みは「大きな微笑み」と評価される。また、物語の前半ではおしゃ
べりだった彼女は、フランソワと夫アラン・タヌールの会話にはほとんど参
加せず、料理をし、夫を「好意に満ちた目で」眺めており、フランソワは彼
女の料理を絶賛する 。もちろん当の夫妻たちにとっては、この愛の形が快
54

適であるかもしれない。しかし、やはりそれは第１節で見たように男性中心
主義的な幻想であり、理想の愛とは言えない。このように、
「恐るべき状況」
において愛の理想だとして明示されるものは実のところ幻想でしかありえな
い。したがって、ウエルベックの描き出す「状況」において、
愛の理想は「言
い表しえぬもの」であると言える。
次に、その「言い表しえぬもの」をウエルベックがどのようにほのめかす
のか、ほのめかされた先に何があるのかを考察する。Novak-Lechevalier は、

「詩」の力によって「見せかけの矛盾を止揚すること」で「言い表しえぬもの」
を「ほのめかす」のだとする 。しかしここでは、今までの議論をもとに別
55

の方法を示したい。ウエルベックの小説では理想の愛の「怪物的で世界的な
欠如」が描き出されていることが第２節で明らかになったが、まさにその欠
如を描き出すということ、それを直視させることこそが「言い表しえぬもの」
をほのめかす方法であると言えるからだ。なぜなら、
「何かが欠如している」
51
52
53
54
55

La carte et le territoire, H2, pp.1355-1356.『地図と領土』、p.312.
Ibid., pp.1384-1386. 同書、pp.343-345.
Soumission, p.79.『服従』、p.83.
Ibid., pp.151-163. 同書、pp.158-173.
NOVAK-LECHEVALIER, op.cit., p.266.
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と人が感じるとき、それと同時にまさにその「何か」の存在が感知されてい
るからである。愛の理想が欠如している「状況」を直視し、今の「状況」の
ままではそれに到達できないと理解するまさにそのとき、愛の理想の存在が
感受されているのである。もちろん、今までの議論で示してきた通り、それ
が存在しているのは今の「状況」においてではない。しかしこの存在の感受
は、別の「状況」には愛の理想が存在していることを示している。ここにお
いて「新たな可能性」が開かれる。それは希望となるはずだ。
したがって、「証言」としてのウエルベックの小説は「怪物的で世界的な
欠如」を直視させるだけのものではない。それは、「言い表しえぬもの」と
しての愛の理想をほのめかすものでもある。それは、
「新しい可能性」
、愛の
理想への到達可能性を人々に喚起させるものである。
それは、
「恐るべき状況」
では言表不可能ゆえに到達不可能な愛の理想に、世界を変えることによって
到達できるかもしれないという希望を人々の心にもたらすものである。
『セロトニン』の最後の３段落は以上のことを逆説的に示しているように
思える。
神は現実にぼくたちの面倒を見て、絶えずぼくたちのことを考え、時
折非常に正確な指示を出す。ぼくたちの息を止めるほどに胸に流れ込む
愛のほとばしり、その天啓、そのエクスタシー、
［......］これらの現象は、

その指示のこれ以上ないほど明確な徴である。

そして今日、キリストの立場から考えると、人々の心が無感覚になる
のを見て幾度となく苛立つのも分かる——人々は誰もが徴を持っている
のに、気がついていないのだ。その上この私がそんな哀れな者たちのた
めに自分の人生を与えなければならないのだろうか。それほどまでに
はっきりと説明してあげなければならないのだろうか。
0

0

0

0

0

どうもそうらしい 。
56

まるでウエルベック自身の苛立ちが現れているかのようである。今までの議
論に従えば、この「徴」とは、彼の小説によってほのめかされる愛の理想の
ことであると言えるだろう。その愛の理想は世界を変える希望をもたらすも
56 Sérotonine, p.347.『セロトニン』、p.288. 強調引用者。訳一部改変。
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のであった。だがそれは、「恐るべき状況」においては言表不可能である。
したがって、ウエルベックの小説内で「はっきりと」示されては来なかった。
ゆえに、「無感覚」な心では無意識のうちに感受したとしてもそのことに気
がつけない。この最後の３段落はウエルベックの一種の敗北宣言のように読
める。しかしながら、ここで明らかになることは、彼が「言い表しえぬもの」
としての愛の理想をほのめかしつづけてきたということなのである。

おわりに
第１節では、ウエルベックの小説で男性主人公たちが抱く男性中心主義的
な愛の理想が、実際には愛の理想への到達を妨げる幻想として描かれている
ことを明らかにした。またそこから、彼の小説には愛の理想が明示されてい
ないことを示した。第２節では、ウエルベックにとって現実を直視すること
が何よりも重要であることを確認し、世界を変えるために人々が直視したが
らない現実を小説内で描き出しているということを明らかにした。また、愛
の理想が彼の小説内で明示されないのは、「恐るべき状況」において明示さ
れる愛の理想が人々の目をその欠如から逸らしてしまう幻想にすぎないから
であると示した。第３節では、愛の理想とは「恐るべき状況」においては言
表不可能なものであることを確認したうえで、ウエルベックの小説はその欠
如を描き、人々に直視させることで逆説的に愛の理想の存在を感受させるも
のであることを明らかにした。それがどのようなものであるかは分からない。
どうすれば到達できるのかも分からない。しかし、
ウエルベックが読者に
「確
認」させることは、今の「状況」においてはそれらの疑問が解決されること
は決してないということだ。ならば、世界を変えるしかない。以上のことよ
り、ウエルベックの小説は愛の理想の不描写により、読者にそれを感受させ、
世界を変えるための意志を築く希望を抱かせるものであると言える。ウエル
ベックは絶望を描くことにより希望を生む作家なのである。しかし『セロト
ニン』の最後の３段落で示唆されるように、その営みは困難を強いられてい
る。

〈論文〉

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討
榊原 清玄

1 はじめに
近年日本では反出生主義という思想はつとに注目されており、これは Da-

vid Benatar ( デイヴィッド・ベネター ) の Better Never to Have Been1 によっ
て強固に主張されたものである。私がこの思想に初めて触れたのは 2019 年
に『現代思想 11 月号 : 特集＝反出生主義を考える「生まれてこない方が良
かった」
』 を通じてであったが、それを読んでいくうちに考えるようになっ
2

たのは、自分が生まれてこない方がよかったのだ、という何か実存的な思
いではなくて、出生 という行為は実は間違っているのだということだった。
3

つまり、出生という行為によって生じる倫理的問題に関心を持ったのである。
私は、反出生主義という思想が、この世界に産まれてきたことを否定するた
めだけのものではなく、むしろ、どのような状況であれば出生を行ってもよ
いのか、という条件を見つけ出す必要性を示す思想であると考える。
したがっ
て、反出生主義という思想は必ずしも我々の存在を完全に無駄にするもので
1 Benatar, David (2006), Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, New York:Oxford University Press. ( 小島和夫・田村宜義訳 (2017)『生まれて
こない方が良かった―存在してしまうことの害悪』、すずさわ書店）

2 青土社 (2019)『現代思想 11 月号 : 特集＝反出生主義を考える「生まれてこない方
が良かった」という思想』青土社、vol.47-14、40-83
3 中川 (2020) において中川は、「出生」という言葉で、自分が生まれたこと、他人を

産むこと、さらに他人を産ませることを混同すべきではないと述べている。ここで
は基本的に他人を産むことと他人を産ませることとして「出生」の語を使用する。
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はないと考える。そのために、出生は常に間違った行為であると主張するベ
ネターの議論を反駁する必要がある。本稿では、David Boonin ( デイヴィッ

ド・ブーニン ) による議論 を紹介し、そこでブーニンの議論が出生は常に
4

間違った行為ではないと示していることを確認する。次にブーニンの議論に
対するベネターの再反論を検討し、最後にベネターとブーニンの議論を比較
してどちらが優れた理論であるかを検討する。結論だけ述べると、非常に限
定された条件下では出生はしてもよいと言えるかもしれない。最初に、ベネ
ターの反出生主義の議論を確認しよう。

2 ベネターの反出生主義 5
ベネターは、4 つのテーゼを使用して存在と非存在それぞれに伴う快苦の

様態を説明する 。これは基本的非対称性と呼ばれる。
6

(1) 苦痛 7 が存在しているのは悪い
(2) 快楽 8 が存在しているのは良い
(3) 苦痛が存在していないことは良い。それはたとえその良さを享受し
ている人がいなくても良い。

(4) 快楽が存在していないことは、こうした不在がその人にとって剥奪
を意味しない限り、悪くない。

4 Boonin, David (2012) “Better to be”, South African Journal of Philosophy, Vol. 31, Issue1, 10-25. なお、私がブーニンを知ったのは、
『現代思想 11 月号』に載っている「考

え得るすべての害悪 反出生主義への更なる擁護」で訳者の小島が訳者解題において
ブーニンを紹介していたものを読んだことと、学習院さくらアカデミーにて小島が
開講した「Web ベネター『生まれてこないほうが良かった』をめぐって」を受講し

たのがきっかけである。

5 Better Never to Have Been 第二章の “Why Coming into Existence Is Always a Harm”
のみを焦点に当てる。なお、この節の議論は基本的に Benatar(2006). の p.18-59. に
依拠している。

6 Ibid. p.30.
7 例えば痛み。
8 例えば喜び。
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図

基本的非対称性

9

この 4 つのテーゼを使って、ベネターは反出生主義が正しいことを証明し

ようとする。これからその論証をみていくことにしよう。

まずシナリオ A から。これは図の左側の部分であり、これは X が存在す

る世界である。この世界でもし X が苦痛を受けた場合、これは X にとって

の害悪になる 。そして逆に快楽を享受することができれば、
それは X にとっ
10

て利益になる。

しかし、問題は図の右側のシナリオ B だ。このシナリオでは X が存在し

ない。ここでベネターが主張しているのは、もし、X が存在しないことで苦

痛が回避されていれば、その苦痛の不在による良さを享受している人がいな
くてもよいことである。つまり重要なのは、苦痛が存在しないことで得られ
る良さを直接受け取っている人がいなくてもよいということだ。なぜなら、
シナリオ B が想定しているのはそもそも X が非存在である状態であり、こ
れによる苦痛の不在の良さというのは、X が存在すると想定するシナリオ A

との比較によっての評価である。つまりこれは思考実験による想定だから、
シナリオ B によって発生する良さを誰かが実際に享受できるかどうかは問

題にはならないということになる。だから、基本的非対称性に対してよくな

される、シナリオ B における苦痛の不在による利益は、生まれなかった場
9 Ibid. p.39. の図を参考に筆者が作成。
10 ある二つの状態を比較したときに、一方の状態のみで害悪が発生している場合、
その害悪が発生していないもう片方の状態よりも「悪い」とされる。
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合には直接得ることはできないから良くはないという反論は成立しない。X
が実際にこの世に存在するかどうかは関係ないからである。シナリオ A で

は X は必ず何らかの苦痛を受ける。それと比較したときにシナリオ B では、
非存在である X は苦痛を受ける事はないから、存在しないことによる苦痛

の不在は望ましいことが言える、というわけである。X が存在するシナリオ

A では X が享受する快楽は良いものであり、それに対して X が苦痛を被る
のは X にとって悪い。しかし、それは他の個人の状態と比較できる「良い /
悪い」ではない。これはあくまでも X 単体の観点で評価されるものである。
さらに、存在における快苦と非存在における快苦は性質が大きく異なる。つ

まり、シナリオ B 側からシナリオ A に対して比較ができたとしても、シナ

リオ A 側の快苦の評価をシナリオ B に当てはめることはできないのである。

したがって、非存在による苦痛の不在は、たとえ実際にそれを享受している
存在がいなくても良いのであり、非存在による快楽の不在は、それが剥奪で
ない限り悪くはないということになる。

シナリオ B では、苦痛の不在は X にとって良いのだが、快楽の不在は X

にとって悪くはないことが示される。それはその不在が剥奪を意味しない限
り悪くはないのである。この理由を説明するために、ベネターはまず、「始
める価値のある人生」(a life worth starting) と「続ける価値のある人生」(a

life worth continuing) を区別する。この 2 つの重要な違いは、「奪われるも

のがあるか否か」にあるという。それは、非存在においては最初から奪われ
るものが無い一方で、生まれてしまったあとでは必ず何らかの損害を被るこ
とになるからだ。最初から存在せず、そもそも奪われるものがない状態の
「無
い」と、生まれた後で奪われた場合の「無い」は、何かが無いという意味で
は同じである。しかし、ベネターによれば、私たちは「そもそもない」とい
う事態よりも「元はあったものが奪われる」という事態を重く見ると主張す
る。つまり、快楽の不在を評価するに当たって、それが奪われたものかど
うかが重要になるのだ。このようにして、シナリオ B の (4) では、そもそも

X が存在せずそれによって快楽が不在であるとすれば、その不在は奪われた

結果のものではないために悪くはないとされる。別の言い方をすれば、シナ
リオ B において快楽の不在が「悪くはない」のは、剥奪がないために、そ

の時点では少なくとも悪くはない一方で、もともと「剥奪するものがそもそ
も存在しない」結果でもあるから、積極的に「良い」とも言えないからなの

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
だ 。
11

上記の話に対しては、いや、快楽の不在は悪である、という反論が想定さ
れるだろう。それに対してベネターは次のように応答する。もし快楽の不在
が悪いのであれば、私たちは、今まで存在したこともなく今後も存在しない
であろう、X の存在によって発生する快楽が無いことを残念に思わなければ

ならないが、それは不可能だろう。なぜなら、シナリオ B ではそもそも X
は存在していないのであり、X の人生にはどんな快楽があるかを前もって知

ることはできないからだ 。
12

さらに、快楽の不在が悪くはないことを敷衍するために、ベネターはある
例を使用する 。あるところに、健康さんと病気さんがいる。健康さんは病
13

気になることは絶対にないが、さほど治癒力を持たない。他方、病気さんは
すぐに病気になってしまうが、驚異的な治癒力を持っているのですぐに回復
できる。今、この二人を比べたときにより望ましいのは健康さんだろう。な
ぜなら、病気さんはすぐに回復できたとしても、その間には苦痛を味わうこ
とになる一方で、健康さんの治癒力は高くないが、そもそも病気になること
がないからそれは健康さんにとっては剥奪でも喪失でもない。つまり、回復
する必要がないために、回復する能力がなくとも一向に構わないわけである。
このようにしてベネターは、反出生主義が正しいことを論証し、いかなる場
合でも出生を行うのは間違っていると主張する。

3 ベネターの基本的非対称性で説明される 4 つの事実における
非対称性

前節では、ベネターが基本的非対称性を使って常に出生が悪いことを論証
し、反出生主義を擁護したことをみてきた。ベネターは自身の基本的非対称
性をさらに補強するために、事実として存在する 4 つの非対称性に対して
も基本的非対称性は説明できることを示そうとする。以下がその 4 つであ

る 。
14

11
12
13
14

Ibid. p.22-28.
Ibid. p.41.
Ibid. p.42-43.
Ibid. p.31-36. 以降の説明はこの部分の議論に依拠している。
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生殖に関する義務の非対称性
予想される利益の非対称性
回顧的利益の非対称性
遠くで苦しむ人々と存在しない人々の非対称性

これらを順番に説明していこう。

( ⅰ ) 生殖に関する義務の非対称性：苦しむ人々を生み出さない義務はあっ

ても、幸福な人々を生み出さなければならない義務はない。なぜなら、苦痛
があるのは悪いことだが、快楽がないのは悪くはないという非対称性がある
からである。

( ⅱ ) 予想される利益の非対称性：仮に子供自身が「生まれて利益を受け

たい」と考えていると想定し、子供自身の意思を理由に子供を生むことはお
かしいが、子供が受けるだろう潜在的な害を理由に子供を生まないのはおか
しなことではない。なぜなら、快楽がないのは悪いことではないため、子供
自身のためを思って子供を生まなくても悪くはないし、むしろ子供のことを
考えるならば、生まないという選択肢はもっともであるから。一方で苦痛が
あるのは悪いことなので、子供に配慮するならば生まないという選択は当然
考慮されるべきである。

( ⅲ ) 回顧的利益の非対称性：人を存在させても、させなくても、どっち

にしても後悔することはある。しかし、
当人のことを思って後悔する場合は、
子供を生んでしまった場合である一方で、生まなかったことを悔いるのは子
供のためではなくて自分のためである。つまり、子供を生まなかったことを
悔いる場合、それはあくまで自分の利害について悔やんでいるのであって、
まだ存在していない子供のことを考えて悔いるはずはない。子供を生まな
かったことを悔やんでいる場合、それは、自分が子供を生んでいたら出来た
であろう育児や出産の経験ができなかったことを悔いているはずである。つ
まりそれは快楽が存在していないことを悔やんでいるのではない。したがっ
て子供を生まなかったことを悔いることはない。つまり、まだ存在していな
い快楽は悪くはなく、奪うものそのものがないことを悔いることは不可能で
ある。そうであるならば、子供を存在させてしまったことを後悔することは
あっても、子供を存在させなかったことを後悔することはない。

( ⅳ ) 遠くで苦しむ人々と存在しない幸せな人々の非対称性：存在してし

まうことがありえた人の苦痛を残念に思うが、その人々の快楽が存在しない

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
ことを残念に思いはしない。例えば、苦痛な人生を生きている異国の住民の
ことを残念に感じることはできるが、人の住んでいないある島のことを耳に
しても、もし存在していたらその島に住むはずだった幸福な人々のことを
思って同じように悲しくなったりはしない。
以上の 4 つの非対称性が事実としてあるとき、ベネターは自身の基本的非

対称性がこれらの非対称性を最もよく説明できると主張する。なぜなら、苦
痛の不在は良くても、奪われたものではない限りは快楽の不在は悪くはない
からである。もし利害や快楽が対称的であるならば、この 4 つの事実と矛盾

することがわかる。こうして、この 4 つの事実を用いて基本的非対称性の論
拠が示されるのである。

4 ブーニンによる反論 15
さて、ここまでベネターによる反出生主義の議論を見てきたが、それに
対するブーニンの反論を紹介する。ベネターの基本的非対称性では、シナ
リオ B における (4) の快楽の不在は悪くはないということになっているが、

ブーニンはこれを悪いものであるとし、その快苦の対称性に反しない「相関

的対称性原理」(Relational Symmetry Principle) と「実在人物原理」(Actual

Persons Principle)・「 実 在・ 潜 在 人 物 原 理 」(Actual and Possible Persons
Principle) を導入し、この原理群によって快苦に関する関係が説明できるこ
とを示す。こうすることによって、前節で示した 4 つの事実をベネターの基
本的非対称性よりもよりよく説明できることを証明し、ベネターの反出生主
義を否定する。最初に、相関的対称性原理をみてみよう 。
16

相関的対称性原理

(1) 苦が存在するのは悪い
(2) 快が存在するのは良い
(3) 苦の不在は苦の存在よりも良いが、それは以下のどちらかの場合で
15 この節の議論は Boonin(2012) に大きく依拠する。
16 Ibid. p.13-15. これは、ブーニンがベネターの基本的非対称性を再構成し、さらに

快楽の不在に関してだけ変更を加えた原理である。詳細は原文を参照せよ。なお、
以降に登場する原理群の訳出にあたってはベネター (2019) の小島による訳文を参
考にした。
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ある

(a) 苦の不在がその人の利益になる実在の人間が存在する
(b) 苦の存在がある人の存在を要請し、要請がなければその人は存
在しないが、苦の不在が当人にとっての潜在的な利益をよりよ
くもたらす場合

(4) 快の不在は快の存在よりも悪いが、それは以下のどちらかの場合で
ある

(a) 快の存在がその人の利益になる実在の人が存在する
(b) 快の不在がある人の不在を要請するが、その要請がない限りは
その人は存在し、また、快の存在が当人にとっての潜在的な利
益をよりよくもたらす場合
ブーニンの相関的対称性原理とベネターの基本的非対称性を比較したとき
に、(4) の X が不在することによる快楽の不在は、ベネターは「悪くはない」
と言うが、ブーニンは「悪い」と主張する。したがって、相関的対称性原理
の (4) の (b) が非常に重要である。ブーニンは、相関的対称性原理を説明す

るにあたって、幸福な子供と不幸な子供を想定する。ブーニンによれば、幸
福な子供は快楽のみがある人生を約束された子供であり、不幸な子供は苦痛
のみがある人生を約束された子供である。もしある親が不幸な子供を作った
場合、
ベネターとブーニン両方がそれを悪いと評価するだろう。なぜならば、
まずベネターにとっては、苦痛が存在しないことはそれを享受する者が実際
にいなくとも良く、出生することで苦痛が発生するため、間違った行為であ
るとされるからだ。これに関して、ブーニンも結論はベネターと同じである。
しかし、そう考える過程が異なる。つまり、相関的対称性原理の (3) の (b)

が言うように苦の存在がある人の存在を要請し（存在の要請をするというの
は、苦痛は望ましくないが何らかの理由でその苦痛を受けなければならない
場合がありうるからだと思われる）、要請がなければその人は存在しないが、
苦の不在が当人にとっての潜在的な利益をよりよくもたらすのであれば、不
幸な子供を作ることは悪いことになり、したがってベネターの基本的非対称
性と同様の結論に至る。
重要なのは、幸福な子供を作らないのは悪い行為だろうか、という点であ
る。基本的非対称性においては、快の不在は剥奪でない限りは悪くはないの
だが、相関的対称性原理においては、快の不在は悪いと評価される。なぜな

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
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らば、まず、快の存在がその人の利益になる実在の人が存在し、さらに、快
の不在がある人の不在を要請するが（不在の要請とは、おそらく、出生して
もその快楽が実現できないために不在のままにした方がいいということかと
思われる）
、
その要請がない限りその人は存在し、
また、
快の存在が当人にとっ
ての潜在的な利益をよりよくもたらすからである。このように言うことで、
剥奪が無かったとしても快の不在が悪いと示すことができるようになる 。
17

相関的対称性原理によれば、もし幸福な子供が生まれた場合、その子供の観
点からすれば子供は多くの利益を享受できることになるから、相関的対称性
原理の (4) の (a) による、快の存在がその人の利益になる実在の人が存在す

ることになる。そして、もし幸福な子供が生まれなかった場合、その子供の
観点からすれば、利益を享受できないことになるので悪いと言える。しかし、
この状況ではその幸福な子供は存在せず、出生によって実際に悪くなった実
在の人はいない。したがって、幸福な子供を作っても作らなくても、その行
為によって損害を被る実在の人はいないことになる。では、不幸な子供の場
合はどうなるだろうか。もし不幸な子供が生まれた場合、不幸な子供からす
ればその行為によって苦痛を受けることになるから、その結果損害を被る実
在の人が発生することになりその出生は悪いものとされる。一方でもし不幸
な子供を生まなければ、不幸な子供の観点からすれば出生による苦痛を受け
ることがなくなる、つまり損害を被る実在の人がいないことになるから、出
生しないことは良いと言える。幸福な子供の場合は出生してもしなくても損
害を被る実在の人は少なくとも存在しないが、不幸な子供の場合は出生する
と存在を被る実在の人が存在するために、それは悪いことである。
相関的対称性原理によって、(1)、(2)、(3) に関してはベネターの基本的

非対称性と同じ結論に達することができ、かつ (4) では快の不在が悪いこと

が論証できるところをみた。さらにブーニンは、「実在人物原理」を導入す
ることによってさらに条件の特定化をする 。
18

17 ベネターの基本的非対称性において、(4) にて快楽の不在が悪くはないのは、奪わ

れるものがそもそもないからであるが、このときブーニンが想定した幸福な子供
という状況を前提としていないことに注意せよ。したがって、相関的対称性原理
によれば、幸福な子供を作らないのは悪いことであるが、基本的非対称性では悪
くはないのである。現時点では相関的対称性原理には、基本的非対称性を積極的
に排除する優位点が存在しない。この論点は私の友人が指摘したものである。

18 Ibid. p. 16.

238

『人文

社会』第 1 号

実在人物原理

2 つの選択肢のどちらかを選ぶ際、次のような選択をするのは一応
(prima facie)、間違いである。それは、その選択に基づいて行動すれば、
あなたの行動のせいである人にとって事態がより悪くなってしまう、そ
のような実在の人物が発生する選択である。
この原理によれば、もし不幸な子供が生まれてしまった場合、その出生と
いう行為によって損害を被る実在の人物が発生しているから、一応は間違い
ということになる。さらに、幸福な子供を生まない場合、幸福な子供にとっ
ては悪いが、それによって損害を被る実在の人は存在しないため、幸福な子
供を生まないという行為は一応間違いではないということが言えることがわ
かる。
相関的対称性原理と実在人物原理によって、ベネターの基本的非対称性は
論駁されたかのように見える。しかし、
まだ依然として不十分だ。なぜなら、
実在人物原理は実在の人のみを対象にしているために、潜在的な状況におい
て幸福な子供を生んだ場合と生まない場合の快楽の差を区別することができ
ない。この問題を解決するために、ブーニンはさらに「実在・潜在人物原理」
を導入する 。
19

実在・潜在人物原理

2 つの選択肢のどちらかを選ぶ際、次のような選択をするのは一応
(prima facie)、間違いである。それは、その選択に基づいて行動すれば、

あなたの行動のせいである人にとって事態がより悪くなってしまう、そ
のような実在もしくは潜在的人物が発生する選択である。
この原理によって、幸福な子供を生まない場合、潜在的存在である幸福な
子供にとっては、生まれた場合に比べて少ない利益しか得られないから悪い
ことだと言うことができるようになる。したがって、ベネターの基本的非対
称性を比較したときでも、幸福な子供を生まないことは「悪い」と主張でき

る。こうして、子供を生むことは常に悪いとは言えない原理が打ち立てられ、
19 Ibid. p. 19.

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
これがベネターの基本的非対称性に対抗する。

5 4 つの事実の非対称性をブーニンの相関的対称性原理と実在
人物原理はどのように説明するか

基本的非対称性のみが第 3 節で示した 4 つの非対称性を説明できるとベネ

ターは主張するが、それに対してブーニンは、相関的対称性原理と実在人物

原理があれば基本的非対称性と同じく 4 つの非対称性を説明できると言う。
それをこれからみてみよう 。
20

最初に、生殖に関する義務の非対称性から。これは、苦しむ人々を生み出
さない義務はあっても、幸福な人々を生み出さなければならない義務はない。
なぜなら、苦痛があるのは悪いことだが、快楽がないのは悪くはないという
非対称性があるから、というものだった。これに対して相関的対称性原理に
よれば、快楽がないのでそれは潜在的に悪い一方で、しかしそれによって害
を受ける実在の人物がいないから悪くはないとされる。もし不幸な子供を生
んでしまった場合、それによって害を受ける実在の人物が現れてしまうので、
それをしない義務が発生する。したがって、利害と快楽の対称性を維持しつ
つも、実在の人物という観点を導入することで実際に出生をすることの義務
を説明できることが明らかになった。つまり、幸福な子供を生めばそれは良
いことではあるのだが、しかしだからと言って生む義務が発生しないのは生
まないことによって害を受ける実在の人物が存在しないからである。
さらに、
快楽を積極的にもたらすべきであるという積極的義務と苦痛を引き起こさな
いようにするべきであるという消極的義務の 2 つの違いは快楽と苦痛にある

基本的非対称性が原因だとベネターが主張している、とブーニンは論じる。
消極的な義務は基本的に遵守せねばならないが積極的な義務は必ずしもそう
ではない。つまり、ベネターによれば、不幸な子供を生まない義務はあるが、
幸福な子供を生む義務はないということだ。これに対してブーニンは、相関
的対称性原理によって、幸福な子供を生まないことは悪いとしたとしても、
依然として積極的な義務は発生しないということができると主張する。なぜ
ならば、幸福な子供を生まないことはその幸福な子供にとって悪いことだと
しても、だからといって幸福な子供を生まなければならないという義務を発
20 Ibid. p. 21-23. この節の議論はこの部分に大きく依拠する。
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生させるわけではないからである。つまり、良い事態を生み出すべきである
からといって、それが義務になるわけではないということである。しかし、
幸福な子供を生む積極的な義務はないとしても、積極的な義務そのものはな
お有効である。目の前に ( または遠くの国で ) 飢えで死に瀕している人がい

ればできる限りの範囲で援助すべきであるし、水たまりで溺れかけている子
供がいれば、容易に援助できるのであればすぐに助ける義務がある。以上の
義務を実行すればそれによる利益を受ける人がいる一方で、幸福な子供を生
む義務がないのは、それをしないからといって害を受ける実在の人がいない
からだ。しかし依然として生まないことそれ自体は悪いことは相関的対称性
原理で示されている。
次に、
予想される利益の非対称性と回顧的利益の非対称性を共に検討する。
これらの非対称性が示しているのは、まず、仮に子供自身が「生まれて利益
を受けたい」と考えていると想定した場合、子供自身の意思を理由に子供を
生むことはおかしいが、子供が受けるだろう潜在的な害を理由に子供を生ま
ないのはおかしなことではない。さらに、人を存在させても、させなくても、
どっちにしても後悔することがありうる。しかし、当人のことを思って後悔
する場合は、子供を生んでしまった場合である一方で、生まなかったことを
悔いるのは子供のためではなくて自分のためである。なぜなら、快楽がない
のは悪いことではないため、子供自身のためを思って子供を生まなくても悪
くはないし、むしろ子供のことを考えるならば、
生まないという選択肢はもっ
ともであるから、というものだった。ブーニンによれば、不幸な子供が生ま
れてしまった場合、出生してしまったことが子供に苦痛をもたらすことにな
るから悪いということになる。これは基本的非対称性と同じ結論だが、相関
的対称性原理と実在人物原理の場合、それは出生によって実際に害を受けた
実在の人物が存在するために、出生を後悔する場合はその子供のために行わ
れる。しかし、幸福な子供が生まれなかった場合、相関的対称性原理によれ
ば予想される利益を実現しないためにその幸福な子供にとっては悪いことだ
が、それによって害を受ける実在の人物がいないために、その子供のために
悔いることは不可能なのだ。したがって、出生の行為を悔いる場合、快楽が
無くても悪くはないから、ではなく、むしろそれによって害を受けた実在の
人物がいるかどうかが重要になる。
最後に、遠くで苦しむ人々と存在しない幸せな人々の非対称性を検討する。
これは、存在してしまうことがありえた人の苦痛を残念に思うが、その人々

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
の快楽が存在しないことを残念に思いはしない。つまり、苦痛に彩られた人
生を生きている異国の住民のことを残念に感じることはできるが、人の住ん
でいないある島のことを耳にしても、もし存在していたらその島に住んだだ
ろう幸福な人々のことを思って同じように悲しくなったりしない、というも
のだった。相関的対称性原理と実在人物原理によると、遠くで苦しんでいる
実在の人々のことを残念に思う一方で、存在していない人の快楽は、それを
享受できない人は実際に存在していないからそれを残念に思うことはできな
い。しかし、害を実際に受ける人がいなくても、快楽の不在それ自体は悪い
ことであると言うことはできる。
こうして、ブーニンの原理でも 4 つの非対称性は完全に説明できることが

示された。ベネターは 4 つの非対称性は快楽と苦痛の非対称性のみによって
説明できると主張したが、快楽と苦痛を受ける実在の人がいるかという視点
を導入することで必ずしも快苦の非対称性のみが説明力を持つわけではない
ことが判明した。こうして 4 つの非対称性に対する説明力という点では、相

関的対称性原理と実在人物原理はベネターの基本的非対称性に何の謙遜もな
いことが明らかになった。

6

ブーニンに対するベネターの再反論

ブーニンは相関的対称性原理と実在人物原理を用いて 4 つの事実に存する

非対称性を説明し、なお幸福な子供を生まないこと自体は悪いことであると
立証した。もちろん、ベネターもただ黙っているわけではなく、ブーニンに
反論する 。
21

最初に注意すべきは、相関的対称性原理は、人生が始めるに値するのか
どうかを判断する役には立たないということだ。理由はこの原理が二
つの奇妙な条件を含んでいることにある。つまり、3b と 4b の最後の条

件、
「苦の不在」か「快の存在」が「当人にとっての潜在的な利益にとっ
てよりよい」場合という条件である。3b と 4b が言っているのは、存在

しない人の苦の不在は、その人が存在していれば生きただろう人生が始

21 Benatar (2012) p.137-138. 邦訳 p.48-49. なお、邦訳の内容を適宜変更して引用して
いる。

241

242

『人文

社会』第 1 号

めるに値する人生でなかった場合にのみ良く、快の不在は、その人が存
在していれば生きただろう人生が始めるに値する人生であった場合に悪
い、ということである。これにより、どんな人生が始めるに値するかに
ついての、別の言い方をすれば、どんな人生だと創り出して害にならな
いのかについての、どんな見解をも人は加えることができるようにな
る。相関的対称性原理を使って、存在してしまうことが害になるかどう
かを判断しようとする場合、結論に達するために原理をしようとするに
当たって、存在してしまうことが害になるかどうかを既に知っていなく
てはならないことになる。これは論点先取である。
以上の主張は、つまり相関的対称性原理をもってしても、ある個人を実際
に生んでいいのかどうかはわからない、ということを主張しているものと思
われる。しかし、ブーニンが主張しているのはおそらくそういうことではな
い。相関的対称性原理が言っているのは単に、X が存在しない世界であって

も快楽の不在は悪いことであると言える、ということだけである。しかし、
快の不在が悪いからといって、ある個人の人生が実際に始めるに値するかど
うかは相関的対称性原理からは何も言えない。3b が言っている「苦の存在

がある人の存在を要請し、要請がなければその人は存在しないが、苦の不在

が当人にとっての潜在的な利益をよりよくもたらす」というのは、つまり、
何らかの理由で苦痛を受けなければならない場合があるが、もしその苦痛が
なければそれはその人にとってはよりよい利益である、ということであり、

4b の「快の不在がある人の不在を要請するが、その要請がない限りはその
人は存在し、また、快の存在が当人にとっての潜在的な利益をよりよくもた
らす」とは、何らかの理由でその人は存在していないが、もし存在していれ
ばその快楽の存在によってその人はよりよい利益を享受できる、ということ
を言っている。つまり、この原理は、ある個人にとっての快楽と苦痛の対称
性を示しているだけである。おそらく、ベネターは、ブーニンが幸福な子供
と不幸な子供を想定することで始める価値のある人生と続ける価値のある人
生の区別をする必要性を回避していることに気づいていない。確かにこの原
理だけでは、ある個人に付随する快楽と苦痛を前もって判断することはでき
ない。だから人生を始めるに値するかどうかが判断できないというベネター
の指摘はそれ自体としては正しいが、それはそもそも相関的対称性原理の射
程内にない問題であることに注意しなければならない。ベネターは 3b に対

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
してさらにこのように言う。

3b を含む 3 は、ブーニン教授によれば、私の非対称性における [ 基本
的非対称性の ](3) をより正確に言い直したものらしい。しかしそれを

私は断固として否定したい。ブーニン教授は私の同じ主張を言いなおせ
ていない。そうではなく、彼は私の主張を変えてしまっている。私の主
張は、( ある人が存在していないシナリオにおける ) 苦の不在は、苦の

存在よりも常に良いというものだ。この言明はとても正確だ。私の主張
をブーニン教授のように言い直すと、正確でなくなるだけでなく、意味
が曖昧になって無数の解釈に開かれている状態にしてしまう 。
22

相関的対称性原理の 3 は基本的非対称性の (3) と本当に違うのだろうか。

ベネターによれば、(3) が言っているのは苦の不在は常に苦の存在よりも良
いというものだが、それは相関的対称性原理でも十分に論証されている。相
関的対称性原理の 3a は「苦の不在が、その人の利益になるような実在の人

間が存在する」であり、ここから苦の不在は苦の存在よりも常に良いと言え
るし、3b によれば「苦の存在がある人の存在を要請し、要請がなければそ

の人は存在しないが、苦の不在が当人にとっての潜在的な利益をよりよくも
たらす」から、実際に苦痛を受ける人がいようといまいと、やはり苦の不在
は苦の存在よりも常に良いということを言っているのがわかる。苦の存在が
苦の不在よりも良いと解釈できる部分はブーニンの原理にはない。ベネター
は、ブーニンの原理は意味が曖昧だと言っているが、相関的対称性原理から

「苦の不在は苦の存在よりも常に良い」という部分は十分に読み取れるため、
それは相関的対称性原理に対する有効な反論ではない。さらに言えば、どの
ように曖昧なのかをベネターは示していない。次に、ベネターは、相関的対
称性原理は 4 つの非対称性の事実を説明できるという主張に反論する。
相関的対称性原理と実在人物原理の組み合わせに対して、私が二つ目に
懸念するのは、ブーニン教授が言うようにそれですべての説明ができて
いるわけではないということである。生殖に関する義務の非対称性の説
明は実際できている。だがしかし、ブーニン教授が言っていることに反
0

0

22 Ibid. p.138. 邦訳 p.49.
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するが、他の三つの非対称性、つまり ( ⅱ ) から ( ⅳ ) までを説明でき
ていない。何故ならそれらの三つの非対称性は、私たちの義務、つまり
私たちは何をすべきで何をすべきではないかに言及しているわけではな
いからである。そうではなく、人々にとって何が良くて何が悪いのかに
ついて言及しているのだ。人々にとって何が良くて何が悪いのかについ
ての話すべてを、義務という観点から引き出す必要はない。私たちがそ
ういった利益を与える義務に縛られていることと関係なしに良いことは
あるだろう。また人々を害するが、それをするのが道徳的に間違ってい
るというわけではないこともありうる (37)。したがって、実在人物原

理は道徳的に間違っている行動について述べているため、( ⅱ ) から ( ⅳ )

の非対称性に関しては適用されない。
相関的対称性原理は適用されるが、
実際のところ三つの非対称性を説明しているのではなく、非対称性があ
ることを否定しているのだ 。
23

ベネターによると、相関的対称性原理と実在人物原理は生殖に関する義務
の非対称性だけは説明できているが、それ以外の事実は説明できていないと
のことだ。しかし、ベネターはブーニンの議論を誤解しているように思われ
る。ブーニンは ( ⅱ ) から ( ⅳ ) までの事実をすべて、ベネターが言うよう

に「人々にとって何が良くて何が悪いのか」という観点から説明している。
だから義務が必ず発生するとは主張していない。さらに、
「人々を害するが、
それをするのが道徳的に間違っているというわけではないこともありうる」
という点に関しても、実在人物原理は、ある人にとって事態がより悪くなっ
てしまう実在の人物が発生してしまう行為は一応間違いであるとし、だから
害をなすすべての行為が悪いと言っているわけではない。したがって、実在
人物原理は ( ⅱ ) から ( ⅳ ) の非対称性に適用できることを確認できる。
「相

関的対称性原理は適用されるが、実際のところ三つの非対称性を説明してい
るのではなく、非対称性があることを否定しているのだ」という点に関して
は、そもそも相関的対称性原理が示しているのは快楽と苦痛が対称的である
ことだからそれは問題にはならず、相関的対称性原理と実在人物原理を同時

23 Ibid. p.138-139. 邦訳 p.49-50. 傍点は原文。(37) は原文の注であり、その内容は「例
えば、殺人犯を収監することは彼らを害するかもしれないが、だからといって彼

らを閉じ込めることが間違っているということにはならない」である。Ibid. p.139.

邦訳 p.76.

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
に導入することで実際の非対称性 ( とされるもの ) を説明している。最後に、

ベネターは実在人物原理に疑念を呈する。

問題は、[ 実在人物 ] 原理は私たちが注意を向ける焦点として実在の人々

を意図しているが、その原理の名称によって隠されている別の、同様
に強い焦点も持っていることである。原理は、(a) 実在の人がいて、(b)

あなたの行動がその人にとって事態をより悪くする、というのを事実と
0

0

0

0

0

0

0

0

0

するような選択をすることは間違っているという。けれども、(a) 実在

の人に焦点を当てるのに、(b) 実在の人にとって事態をより良くではな
く、より悪くする選択なのかどうかに焦点を当てることが必要となるわ

けでは全くない。なので、私たちは何故、以下の代替実在人物原理では
0

0

0

0

0

0

0

0

なく、元の実在人物原理が採用されるのかを問わなければならない。
二つの選択肢のどちらかを選ぶ際、
次のような選択ができないのは一応、
0

0

0

0

間違いである。それは、その選択に基づいて行動すれば、あなたの行動
のおかげである人にとって事態がより良くなる、そんな実在の人がいる
0

0

0

0

0

0

ということが実現することができる選択である。
この原理と相関的対称性原理を結びつけると壊滅的な結果になる。( ⅰ )

から ( ⅳ ) の非対称性をどれも説明できないだけでなく、非対称性が実

際にはないということにしてしまうのだ。より正確な代替実在人物原理
はそういった悪い含みがあるため、元の実在人物原理のほうを選ぶ人は
いるだろう。しかし、実在人物原理が相関的対称性原理にある問題—相
関的対称性原理が代替実在人物原理と結びついたときに暴かれる問題—

を正に隠しているのではないかを問う必要がある。
故に必要となるのは、
代替実在人物原理よりも元の実在人物原理が何故優先されるのかが説明
できるようなより深い理由だ (41)。言い換えれば、子どもを作るか作
らないかの選択において、実在の人にとってより良い選択をするのでは
なく、実在の人にとってより悪いことを防ぐ選択をするべきなのは何故
かが分からなくてはいけないということだ 。
24

24 Ibid. p.140. 邦訳 p.51. 傍点は原文。(41) は原文の注であり、その内容は「すでに述
べたように、代替案は実際には一つではない。実在人物原理と代替実在人物原理
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以上の反論に対しては二つの観点から応答が可能である。(1) 代替実在人

物原理には欠陥がある、(2) 一旦生まれてしまうともう元の非存在には戻れ
ない「生命の不可逆性」があるから、ある実在の人物における事態がより悪
くなるような行為をしないことを求める元の実在人物原理の方が優れてい
る、というものだ。
まず、(1) の観点から反論をしよう。この代替実在人物原理は、ある実在

の人にとってより良い事態をもたらさない行為をしないのは一応悪い、とい
うことを言っているが、もしこの原理を適用した場合、例えば今自分が飢え
る寸前だったとして、そのまま餓死するととしても今手にもっている食べ物
を他人が望むならばその他人に渡さなければならないことが帰結されうる
が、これは明らかに望ましいことではない。さらに、自分に大きな害があっ
たとしても、他人による強奪を甘んじて受け入れなければならないという結
論が導かれてしまう恐れがある。これに対しては、ベネターは「一応」とい
う言葉をつけているから、事態がより良くなる行為ができないからといって
必ずしも悪いわけではないと言えるかもしれない。しかし、そうだとして
も、ブーニンの実在人物原理に比べて代替実在人物原理では、ある実在の人
にとってより良い行為をできないときにそれが間違いかそうでないかを判断
するために、行為者に対して発生するコストやそれをしないことによる害を
常に計算する必要がある。そうなるとこれは実際の使用に耐えうる原理だと
は言えないだろう。

さらに、(2) では、生命の不可逆性を考慮したときに、代替実在人物原理

よりもブーニンの実在人物原理の方が優れているという反論である。生命の
不可逆性とは、もう既に存在してしまっている生命をまた非存在に戻すこと

は不可能であるという性質を指す。今ある生命を不存在に戻そうとしても、
のハイブリッドを考えてみよう。

a) その選択に基づいて行動すれば、あなたの行動のせいである人にとって事態が
より悪くなってしまう、そんな実在の人がいるということが実現してしまう選
択をすること。
b) その選択に基づいて行動すれば、あなたの行動のおかげである人にとって事態
がより良くなる、そんな実在の人がいるということが実現できる選択ができな
い」である。

Ibid. p.140. 邦訳 p.77.
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すでに存在しているものを不存在の状態に戻すことは不可能なためむしろそ
れに類するものとして生命を「奪う」行為しかできず、それは元々存在して
いない非存在をそのままにしておく行為とはまったく性質が異なる。一度生
まれてしまったらもう元の非存在には戻れないという生命の不可逆性が、反
出生主義を巡る問題を非常に深刻なものにしていると思われる。出生をした
結果、事態がより悪くなる実在の人が出てきてしまった場合に、それを元の
非存在に戻すことは不可能である。そしてその人の人生が絶望的なほど悪い
ものになる可能性があることを考慮するならば、
代替実在人物原理のように、
まだ存在していない人物が実在したときに生じる潜在的な利益を重視するよ
りも、ブーニンの実在人物原理のように出生による害悪を回避することを優
先するべきなのだ。
以上、ベネターの反論を検討したが、ブーニンの議論がどのように失敗し
ているかを論証できていないように見える。

7 ブーニンの議論の評価—結論
以上で見てきたように、ベネターの反論を考慮してもなおブーニンの議論
が正しいように思われるが、ここで注意するべきなのは、さきほど、相関的
対称性原理を検討するに当たって、ブーニンは快楽のみがある人生を約束さ
れた子供である幸福な子供と、苦痛のみがある人生を約束された子供である
不幸な子供を想定していることである。ベネターが基本的非対称性を提示し
たときにはそのような想定をしていないから、そもそもベネターの議論と
ブーニンのそれの前提が食い違っていることを確認する必要がある。基本的
非対称性の (4) において、ベネターは、それが誰かから奪われた結果でない

限りは快楽の不在は「悪くはない」という評価を下している。これは、ブー
ニンの実在人物原理を知らず知らずのうちに前提にしている。なぜなら、実
在の人物にとって快楽が不在するのは悪いことではあるが、X が存在しない

B シナリオでは X は存在しないためにそれによる悪さを被る者がいないた

めに「悪くはない」からである。つまり、これはその快楽の不在を実際に被
る人がいるかどうかが重要になっているため、基本的非対称性の (4) におい

ては暗黙裡に実在人物原理が前提されていると言ってよい。
しかし、
ベネター

は、幸福な子供と不幸な子供のみがいる世界で幸福な子供を作らないことが
「悪くはない」理由を提出していない。相関的対称性原理で確認したように、
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幸福な子供を作らない場合、その潜在的な利益を奪っているからその限りで
悪いのであり、実在・潜在人物原理によってその簒奪を被る実在する人物が
いなくても妥当するようになっている。したがって、これから生まれる人の
人生には害悪が存在せず快楽しかないことが瑕疵無く予測できるのであれば
出生はしてもよいのであり、したがってベネターが言うような、常に出生が
間違いであるという主張は反駁されたように思える。
しかし、ここで急いで付け加えばならないのは、理論上は子供を生んでも
良い場合があったとしても、だからと言って子供を生む義務が発生するわけ
でもなく、ましてや現実の世界で出生してもよいのかは依然としても不明な
ままである、ということである。ブーニンの相関的対称性原理で想定されて
いた前提は、生まれる子供が幸福な子供、つまり快楽しかない人生が約束さ
れている子供であり、そうであるならばその子供を生まないのはその子供に
とって悪いというものだった。しかし、現実世界では、誰が幸福な子供なの
はまったくわからない。むしろ、この世界で生まれてくる子供はおしなべて
不幸な子供であるかもしれず、その不幸の程度が大きいか小さいかの問題で
しかない可能性がある。ブーニンによって、出生は常に悪いわけではないと
いうことは明らかになったが、しかし現実世界においてどういう条件におけ
る出生ならしても良いのかは依然として不明なままである。したがって、幸
福な子供の想定ができない場合、重要になるのはその出生において産まれる
実在の人物はその人生で快苦を受けるかどうかであり、どのような快苦が発
生するのかわからないのであればベネターの基本的非対称性とブーニンの原
理群が述べることに差はない。実在の人物が苦痛を受けるのであれば、その
出生は間違いなのである。したがって、実際に出生を行う場合には、基本的
非対称性や相関的対称性原理よりも、むしろその出生で生まれる人の人生は
果たして始める価値のある人生 (a life worth starting) なのか、もしくはその

人はその出生によって事態がより悪くなってしまう実在の人になってしまう
のではないか、という視点の方がより重要であるように思われる。ここから
わかるのは、ベネターの反出生主義自体は幸福な子供という想定の下で否定
することができるが、そのような想定が不可能な現実世界においては、幸福
な子供を作りだすことができないために常に出生は間違いであるという主張
が有効であるため、依然として反出生主義は真剣に考慮されるべき思想なの
である。

ベネター型反出生主義へのブーニンによる反論の検討（榊原清玄）
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〈論文〉

文とは何か
時枝国語学から現代生成言語学へ *
中村 一創

1『国語学原論』を読み直す
ある書物が古典と呼ばれるための一つの条件は、領域に囚われない発展性を
備えていることだろう。その意味で、時枝誠記の『国語学原論』は紛れもな
い古典である。哲学や思想史の分野からも注目される『原論』は、しかしな
がら、現代の生成言語学では等閑視されている。国語学は言語学の一分野
だが、言語学の悪習である割拠主義 のために、時枝の著作をはじめ国語学
1

の文献は理論言語学者にはあまり読まれない。例外は原田 (1970) であるが、

原田自身が早世したこともあり、彼が示した発展の可能性は忘れ去られたよ
うに思われる。
本稿で提示するのは、原田も指摘しなかった時枝国語学の新たな可能性で
ある。具体的には、時枝の「文」という概念に関する考察を批判的に読み直

すことで、現代生成言語学における難問の一つの解決を試み、『原論』が日
本語のみならず通言語的な一般理論へと発展可能な体系であることを証明す

*

本稿の執筆にあたって、渡邉明先生に貴重なコメントを頂きました。この場を借り
て感謝申し上げます。

1 東京大学においても、言語学を研究する場は、文学部言語学研究室、英文研究室、
国語研究室、教養学部言語情報科学専攻などに分かれてしまっている。相互の交流

も盛んとは言えず、憂慮すべき状況と言える。言語学における割拠主義については、
福井 (2000) も参照。
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る。その過程で、単なる「先駆者探し」にとどまらず、創造的に古典を読む
ことの重要性が理解される。
なお本稿は、分野間交流の促進という『人文

社会』誌の精神に則り、

生成文法が専門でない読者にも読めるように配慮している。専門的な事項は
注に回したので、厳密性を求める読者はそちらを参照されたい。

2 句構造
人間が生得的に持つ言語能力の解明が、
生成言語学の目標である 。一口に言
2

語能力といっても、言語にまつわる能力は多岐にわたる。語彙のリストや音
韻処理、意味処理など、様々な機構が複雑に組み合わさっているはずである。
複雑な対象を扱うのに便利なのが単純化である。例えば、物体の自由落下に
おいては、空気抵抗が働くために運動は落体の法則に完全に従うわけではな
い。そこで、空気抵抗という余計な要素を捨象し、理想的な状況 (= 真空 )

を考えるのである。同様に、言語学においても、記憶にかかる負荷や発話、
聴取といった要素を捨象し、純粋な言語の知識を考えることが広く行われて
いる。この狭い意味での言語能力が、生成言語学の研究対象と言える。その
ため、「太郎が次郎が三郎が四郎が走ったと思ったと考えたと言った」のよ
うな、ワーキングメモリーの関係で容認できない文も、狭い意味での言語能
力においては何ら問題を引き起こさないと考えることが出来る。実際、「太
郎が次郎が走ったと思った」「太郎が次郎が三郎が走ったと思ったと考えた」
のような、埋め込みが 1 〜 2 回程度の文は容認可能であり、文法 (= 狭い意

味での言語能力 ) とワーキングメモリーは別々に考えられる必要がある。言
語能力としての文法が許容する文を文法的な文という。文法性は記憶などと

並んで、容認可能性を決定する一つの要素に過ぎない (Chomsky 1965)。以降、

「言語能力」という語で狭い意味での言語能力を指すことにする。

言語能力の本質は、無限の文を産み出す文法にある。というのも、広い意
味での言語能力のうち、記憶や発話、聴取のような要素は人間以外の動物に
2 認知言語学においては、人間に固有な言語能力は存在しないとされている。しかし、
Hauser, Chomsky, and Fitch (2002) 以降、言語能力は人間に固有な部分とそうでな
い部分が協働したものであるという見方が生成言語学においても一般的であり、そ

の意味で生成言語学と認知言語学との溝は狭まりつつある。なお、現代における生
成文法の基本的な見方については、Chomsky, Gallego, and Ott (2019) を参照。
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も備わっているためである。例えばオウムは、人間の発話を聞き取り、記憶
して自ら発することが出来る。しかし、デカルトが『方法序説』の中で指摘
したように、オウムは人間のように無限の文を産み出すことはできず、ただ
真似るだけである。では言語の無限性は何が可能にするのだろうか。脳内に
蓄積された語彙自体は有限であるから、無限性の源ではない。重要なのは語
彙の配列である。文の長さに制限がなければ、配列の仕方も無限になるから
である。そして、文が無限に長く出来、その原動力が埋め込みにある以上

(「[ 太郎が [ 次郎が [ 三郎が…と思ったと ] 考えたと ] 言った ]」)、階層構
造を無限に生成する演算が人間固有の言語能力の核と言える。これを統辞演
算 (syntactic computation) と呼ぶ。統辞演算によって形成された統辞対象物

(Syntactic Object = SO) は、言語能力の隣接領域である概念 - 意図系 (Conceptual-Intentional System) と感覚運動系 (Sensorimotor System) に送られ、

前者では意味解釈を受け、後者では我々が実際に耳にする音声形式に変換さ
れる。

階層構造を形成する最も単純な方法は、要素 a と b を取ってきて、a と b

の二つからなる集合を作ることだと考えられている 。これを併合 (Merge) と
3

呼ぼう。

(1)

Merge(a, b) = {a, b}

数学的な定義上、集合の元の間には順序関係が存在しないことに注意された
い。このことは、統辞演算においては語順が決定されず、ただ階層構造のみ
が形成されることを意味する。しかし、階層構造に従って、文法に隣接した
機構 ( 音韻部門 ) がいわば派生的に語順を決定することは可能である。例え

ば、{A, {B, {C}}} という構造であれば、A は構造上最も浅い (= 外側の ) 位置

にあり、その次に B が、そして最も深い位置に C がある。
「構造上浅い要素

ほど左に来るようにせよ」という規則 (Kayne 1994 参照 ) を立てれば、
“ABC”
という語順が決定される。もちろん、これだけで言語の語順問題が解決され
るわけではないが、階層構造が音声形式の生成に重要な役割を果たしている
のは確かである。

3 ただ、併合が階層構造を形成する最も単純な操作であることは、見た目ほど自明で
はない。Hornstein (2009) のように、併合をさらに細かい操作に分ける見方もある。
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併合によって形成された集合を句 (phrase) という。例えば句
「太郎の本」
は、

次のように生成される。

(2)

a. Merge( 太郎 , の ) = { 太郎 , の }
b. Merge({ 太郎 , の }, 本 ) = {{ 太郎 , の }, 本 }

併合を繰り返し適用していけば、どんな長い文でも生成することが出来る。
では、この枠組みの中で「文」はどのように定義されるのだろうか。興
味深いことに、併合操作が提案された Chomsky (1995) 以降、「文とは何か」

という問いは生成文法の枠組みではほとんど議論されてこなかった。研究者
たちが問題の存在に気付かなかったためなのは勿論だが、これには研究史的
な理由もある。もともと、1950 年代から標準的に採られていた理論的モデ

ルでは、階層構造は句構造規則という併合とは異なるタイプの規則の集合で
生成されると考えられていた。句構造規則は以下のような線形列の間の「書
き換え系」として定義される。

(3)

XYZ → XWZ

これは、「X と Z に挟まれた Y という要素を、W という要素に書き換えろ」
という指示である。X と Z の指定は無くても良く、その場合 (3) は文脈自

由句構造規則 (context-free phrase structure rule) と呼ばれる。X もしくは Z

の指定がある場合は文脈依存句構造規則 (context-sensitive phrase structure

rule) となる。例えば、名詞句 (the man など ) が指示詞 (the, this など ) と名
詞から成ることは、次の ( 文脈自由 ) 句構造規則によって表される。
(4)

名詞句 → 指示詞

名詞

句構造規則は繰り返し適用することができる。

(5)

動詞句 → 動詞

名詞句

(5) は他動詞を中心とした動詞句を生成する規則である。(5) の後に (4) を適
用すれば、criticize the man のような動詞句が生成される。句構造規則を繰

文とは何か（中村一創）
り返し適用することで、併合の場合と同じく、無限の長さの文を構築するこ
とが出来る。
さて、句構造規則は何らかの記号を別の記号に書き換える規則であるから、
始発記号を定める必要がある。1950 年代の理論では、この始発記号が「文」

であるとされていた。「文」に句構造規則をかけていくことで、我々が通常
目にする文が生成される。

(6)

文 → 名詞句

動詞句

例えば The woman criticized the man. は、(6)、(4)、(5)、(4) の順で句構造

規則を適用することで生成される。文を始発記号として生成された列は、当
然、全て文である。つまり、句構造規則モデルにおいては、文とは何かとい
う問題は生じようがなかった。妥当な句構造規則の集合を想定する限り、文
でない列は生成されないのである。
しかし、句構造規則には致命的な欠陥があった。複雑すぎるのである。一
つ例を挙げよう。動詞句を書き換える規則を日本語でも考えてみる。

(7)

a. その男を批判する
b. 動詞句 → 名詞句 動詞

(7a) での動詞と名詞句との関係は、criticize the man におけるそれと同じく、

ある動作の対象がある名詞句であることを示している。併合モデルにおいて
は、順不同の集合形成によって、語順とは独立した意味関係の同一性を炙り
出せる。つまり、どの言語においても動詞とその目的語の意味関係は、動詞
と名詞句との併合で形成されると考えられ、語順という言語間の差が大きい
「余計な」要素を捨象できるのである。一方、句構造規則は線形列を指定す

るので、英語 (5) と日本語 (7b) とで別々の規則を立てざるを得ず、こうし
た一般化を許さない。しかも、幼児が言語を獲得する際に、個別言語ごとに
異なる句構造規則を大量に覚えなければならなくなり、幼児の言語獲得が短
期間に、乏しい言語刺激の下で行われることと矛盾してしまう。
そこで、言語能力から余分なものを可能な限り取り除く「極小主義プログ
ラム (Minimalist Program)」の旗印のもと、最も単純な階層構造の構築操作
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であるとして併合モデルが提案されたのだが 、
トップダウン式に階層構造を
4

構築する句構造規則と違って、併合モデルはボトムアップ式の方法である。
句構造規則には始点 (「文」) があるが、併合モデルには終点がなく、いく
らでも併合操作をかけていける。そのため、句構造規則モデルでは自明だっ
た文の概念が宙に浮いてしまうのである 。残念ながら、
このことを主題とし
5

て論じた研究は少なく、「文とは何か」という問題は、1990 年代以降の生成

文法の研究史において、まともにとり上げられたことがないと言っても過言
ではない。筆者の知る限り、次の (8) が全て文であり、(9) が文でないこと
を説明する理論は存在していない 。
6

(8)

a. その子がケーキを食べた。
b. その子がケーキを食べたの / か？
c. The boy ate the cake.

4 実際の研究史ではこの間に X バー理論という過渡期の理論があり、果たした役割も
小さくないが、本稿では触れない。渡辺 (2009) などを参照。
5 句構造規則モデルにおいては、規則に沿って生成された列はすべて文であると同時

に文法的でもあったがために、文らしさと文法性が同一の指標であったと言える。
しかし、併合モデルの導入により、( 生成文法学者たちがそうと意識しないままに )
文らしさという概念が文法性と分離され、前者は顧みられなくなったと言える。

なお、文概念が放置されてしまったことの間接的要因として、全範疇への X バー

理論の適用がある。例えば Chomsky (1986) の枠組みでは、埋め込み文は次のよう
な構造を持つと考える。

(i) [CP that [IP John ate the cake]]
that を含む句全体は文ではないが、IP 自体は文として理解される。言い換えれば、
平叙文は IP レベルの現象である。一方、疑問文は CP レベルの現象であって、こ
れらを「文」として貫き、かつ (i) の CP を文として解釈させないような何らかの
理論的装置が必要なはずである。しかし、そのような問題提起はなされず、構造構
築操作に関する議論は 1980 年代を通して下火になった。トップダウン式の構造構

築の利点は忘れ去られ、生成文法の理論は文概念自体を意味のないものとして、研
究対象から外す方向に進んでしまった。

6 Emonds (2004; 2012) などは主語 − 助動詞倒置がなぜ起こるかという問題について

一応の解答を与えているが、統辞論において不自然な想定を必要とするため、妥当
な仮説とは言えない。
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d. Did the boy eat the cake?
e. Which cake did the boy eat?
(9)

a. その子がケーキを食べたと
b. that the boy ate the cake
c. if the boy ate the cake
d. which cake the boy ate

これらの対照を説明することが本稿の技術的課題である。

3『原論』における文の定義
「文とは何か」という問いは、言語学史においては古典的な問題であるが、
いまだに満足できる解答は出ていない。文を定義することは非常に困難なの
である。ソシュールも次のように言っている ( 以下、英語以外の欧語文献の
引用は訳書のページ数に従う )。

(10)

われわれの口にすることのできる文の総体を想像してみると、その
もっとも目につく特質は、それらのあいだに寸分の似寄りもないこ
とである。(Saussure 1916: 149 ページ )

そして、
「文は言 [= パロール : 筆者注 ] にぞくし、言語 [= ラング ] にはぞく

さない (Saussure 1916: 174 ページ )」と結論づけている。文が言 ( パロール )
の領域に属するなら、人間の内在的言語知識 ( ラング ) には文の概念が入る

余地がない。また、イェルムスレウは、文の定義をめぐる論争を総括して次
のように言っている。

(11)

ところで文は言語学的秩序の概念ではないようである。文の定義を
下すことはすこぶるむずかしい。しかし、H. Paul なり Wundt なり
が例のなかで与えた定義から判断するならば、言語学的概念である
ただ単なる分節系列の概念と、文のそれにいっそう近いけれども言
語学とはなんの関係もない論理的命題といういっそうせまい概念と
の、いずれかを選ばねばならぬもののようである。John Ries は、形
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態論的分析をほどこして得られるものは、けっきょく 3 種類の要素 ;
音声、語、連語 (Wortgefüge) しかないことをはっきり証明した。か
れは正当にも次のようにつけ加える :「しかし形態的分析もやはり文

を見出さない。いっそう深い考察によって、文とよばれる連語のか
くべつ形態的な特徴が認識できると仮定するならば – その反対の可

能性もアプリオリには否定できないが –、それによって多量の連語の

いっそうこまかい区分にたいするいっそう確実な手がかりがえられ
るであろう。」われわれの研究の現状はまずまずこのあたりである。

(Hjelmslev 1928: 25-26 ページ )
イェルムスレウの言う「われわれの研究の現状」
は、
今日まで変わっていない。

20 世紀前半における、言語学的概念としての文の定義に対する諦念もしく
は無関心は、現在の生成文法と奇妙なまでに似ている。実際、2010 年代の
生成文法研究の総括ともいえる Chomsky, Gallego, and Ott (2019) も、“[T]
he informal notion “sentence” [is] now abandoned in favor of hierarchically
structured objects.” (232 ページ ) などと言い、文という概念の存在自体認め
ていない。

一方、時枝は文という概念を積極的に捉える。

(12)

私は、何よりもまず、ある基準に基づいて、文と文にあらざるもの
との限界あるいは文の実在性を予め決定しようとする態度を拒否し
ようと思う。むしろ私は、我々の持つ統一体としての文の意識がい
かなるものであり、いかなる根拠によって我々は文なるものを考え
ているかを最初に考えたいと思うのである (『原論』328 ページ、仮

名遣いを改めた。以下の引用も同様 )

時枝は、イェルムスレウの引用にあるような、発話をあたかも自然物のよう
に見て、外的な基準によって文とそうでないものに分類する考え方を否定す
る。実際、我々がどのような単語列が文であるかを生まれつき判断できるの
は、内的な言語意識と言わざるを得ない。時枝はまた次のように指摘する 。
7

7 以下の引用にもある通り、時枝の文概念の批判は単語概念の批判と対をなしている。
単語概念の批判については、対象言語が日本語であるという制約もあって、それほ
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(13)

言語における単語が単位といわれるのは、分析の極に到達した原子
的単位の意味においてではなく、それは質的単位の意味においてで
なければならない。質的単位とは、主体的意識において認定せられ
た一の全体概念であり、統一体の概念である。かかる概念が予定さ
れるがために、それを基準として、我々は与えられた音声の連鎖を、
二単語の結合であるとか、三単語の結合であるなどと分割すること
が出来るのである。文についても同様であって、予め認定された統
一体としての文の概念があって始めて [ 原文ママ ] 一個の文二個の文

と判定することが出来るのであって、問題はかく主体的に認定され
た単位としての単語あるいは文の本質が学問的にいかに説明される
かということである。(『原論』220 ページ )
イェルムスレウの引用にあるような、形態面から文を定義しようとするやり
方がうまくいかないのは、言語をあたかも話者の言語意識から離れた対象物
であるかのように扱ったためである。文の概念は話者の言語過程に入り込む
ことによってのみ理解される。時枝はこうした思考の過程で、山田孝雄の統
覚作用による文の定義に着目している ( 以下は『原論』332 ページにおける
引用 )。

(14)

実に語と文との区別の要点は上にもいえる如く、意識の注点の活動
と否とに存するものなり。即ち考うるに、一の語又は語の数多の集
合点が、文とするを得る所以のものはその内面に存する思想の力た
るなり ( 山田 1936: 901 ページ )

(15)

一の思想には必ず一の統合作用存すべきなり。今これを名づけて統
覚作用という。この統覚作用これ実に思想の生命なり。この統覚作
用によりて統合せられたる思想の言語という形にてあらわされたる
もの即ち文なりとす ( 山田 1936: 901 ページ )。

ど興味深い仮説を提出しているとは言えないが、問題提起としては非常に重要であ
る。いわゆる分散形態論 (Distributed Morphology; Halle and Marantz 1993) の勃興
以降の生成言語学にとって、単語とは何かという問いは文とは何かという問いと同

程度に本質的である。ただ、単語の定義の問題は紙面の都合もあり、本稿では述べ
ない。
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統覚作用とは、意識の結合作用を汎くさせるものなれば、説明、想像、
疑問、命令、禁制、欲求、感動等一切の思想を網羅するものなり。( 山

田 1936: 917-918 ページ )

山田は、文はただ単に命題を表すものではなく、主体による事態の総括に本
質があるとした。この点で Austin (1962) に近い考え方をしていると言える
が、時枝はまだ満足しない。山田が統覚作用を専ら用言に求めているためで

ある。例えば「妙なる笛の音よ」という文では、
用言「妙なる」は「笛の音」
を修飾しているだけで、文全体を総括しているわけではない。
時枝はこの難点を、詞と辞の区別の観から解決しようとする。詞と辞とは、
前者が客観的な素材・概念を表すのに対し、後者は純主観的な態度を表す語
のことをいう。詞には名詞・形容詞・動詞などが、辞には助詞・助動詞など
が分類される。先程の例で言えば、「妙なる笛の音」だけではただの事物も
しくは概念であり、そのため文とは見なされない。しかし、「よ」という詠
嘆を表わす助詞 ( 辞 ) によって主体の態度を明らかにすることで、文として

完結させることが出来る。時枝の言葉を借りれば、「客体を主体的なるもの
で包み、ある一の主体的統一を表している」のである。
なお、学校文法でいう自立語・付属語の区別とは、少しずれていることに
注意されたい。自立語・付属語は、語が単体で存立できるかという形態面の
みに着目した区別だが、時枝の詞・辞の区別は機能面からの区別である。例
えば、
「る」「らる」
「す」「さす」
「しむ」のような受身・使役などを表す助
動詞は、付属語であるが辞ではない (『原論』第二篇第三章第二節 )。主体
の態度を表すのではなく、客観的な事象を表す手助けをしているに過ぎない
からである。あくまでこれらの助動詞の機能は、動詞だけでは表現しきれな
い、文内部の名詞間の関係を構築することにある。
話を元に戻すと、時枝は文の満たすべき条件を以下の二点にまとめている。

(17)

a. 統一性
b. 完結性

(17a) の統一性は、上述した主観的な辞による客観的な詞の統一のことであ
る。(17b) は、文を統一する辞が完結するところの辞でなければならないと

文とは何か（中村一創）
いう条件である。例えば、
「花は」「雨降るべく」
「美しけれども」が、辞に
よって全体を統一した表現でありながら文と見なされないのは、
「は」
「べく」
「ども」が未完結な辞であるからである。
「は」は主に名詞を話題化させる機
能を持つが、それだけでは文全体を総括することはできない。
「べく」は「べ
し」の連用形であって、文を終わらせることができない。「ども」も接続助
詞であるため、後ろに何らかの要素が続かなければならない。
ただ、完結性の条件については不十分な感が否めない。というのも、
「完結」
という言葉によって時枝が意図するものは機能・形態の両面に亘る漠然とし
た概念であり、ともすれば文末に来る辞・形態は完結性があるといった循環
論に陥る可能性があるからである。これを解決するには、次のように文の条
件を修正する必要があるように思われる。

(18)

文は、ある命題に対する主体の態度を表す助詞・助動詞によって統
一されなければならない。

(18) のうち助詞の部分は、学校文法で終助詞と呼ばれているものに一致する。
もちろん (18) の条件に加え、
「べく」のような形態を排除する規則が必要で

あるが、これは文の規則が決めるべきことではない。
「そうだ」
「らしい」の

ような終止形接続の語が存在する以上、文は終止形という形態が現れる一つ
の環境に過ぎず、むしろ終止形活用のルールにおいて定められるべき規則で
ある。言い換えれば、語順と同じく、表面的な形態は言語能力が可能にする
統辞演算の出力から、派生的に決定されるものなのである。
助詞・助動詞のない文については、時枝はゼロ記号の助詞もしくは助動詞
が存在するとしている。しかし、ゼロ記号の助詞・助動詞なるものが本当に
存在するのかは怪しいところであり、やはり循環論に陥る可能性が大きい。
そもそも、時枝がゼロ記号を提案したのは詞辞論を一貫してすべての文に適
用するためであり、経験的な証拠があるわけではない。結局、次のように用
言自体が統一作用を持っていると考えるのと同じなのである。

(19)

文は、用言もしくは終助詞によって統一されていなければならない。

以下、(19) を正しいものとして論を進める。
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4 英語への応用
(19) の文の定義には、まだ不十分な点が含まれている。「統一」という機能

が、どのような構造的条件によって可能となるのか明らかでないためである。

(9a) で示したように、単に終止形の用言が存在するだけでは全体が「統一」
されているとは言えない。文の定義には構造的条件が関わっており、それを
抽象的な形式で明らかにすることで、通言語的かつ強力な仮説へと昇華させ
ることが出来るのである。
日本語だけを見ていると、あたかも最後に来る要素が統一機能を持ってい
れば文として解釈されるように見える。
しかし、
英語をはじめとするヨーロッ
パ言語に目を移すと、これが正しくないことが直ちに分かる。例えば、英語
においては文の最後に動詞が来ない場合が大半である。逆に文頭に動詞が来
るのも、疑問文や命令文など限られた場合のみである。そのため、線形順序
は通言語的な文概念の構築の土台としては不適切である。
実際、併合モデルにおいては、統辞演算は併合のみで構成されており、線
形順序のような、併合によって定義されない性質に基づいて文を定義するの
は難しい。第 2 節で見たように、併合が定義するのは階層構造のみである。

そのため、階層構造に基づいた定義を考えなければならない。

時枝も、線形順序に訴えることが間違いであることに気づいていた。彼は
言語には入れ子式の階層構造があり、次のように詞が辞を伴うことではじめ
て別の詞に埋め込まれることを指摘している。

(20)

[ 詞 [ 詞 [ 詞 太郎 - 辞 の ] 本 - 辞 の ] 表紙 ]

そして、文の場合は文全体が辞によって包み込まれている必要があるとする。

(21)

[ 詞 太郎が本を出す - 辞 らしい ]

この構造図から見てとれるように、文を統一する要素は階層構造で最も浅い

(= 外側の ) 位置になければならないと考えられそうである。そこで、以下
8
のように (19) を修正しよう 。
8 なお、Baker (2008) などは、主節や一部の従属節の CP 領域に話者・聴者の要素が
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(22)

構造上最も浅い位置に用言もしくは終助詞がある句を文と呼ぶ。

では英語の場合はどうだろうか。

(23)

The student may criticize the teacher.

考えられる構造は次のようなものである。

(24)

{{the, student}, {may, {criticize, {the, teacher}}}}

日本語とは違い、
「最も浅い要素」が一つに決まらないが、助動詞 may が

the、student と並んで最も浅い要素の一つとなっており、これが (24) が文
である理由だと考えられる。このように、併合という線形順序を捨象した演
算操作によって、日本語と英語に通底する普遍的原理が理解される。
この分析は、平叙文以外の文タイプにおいても威力を発揮する。疑問文の
場合を考えてみよう。

(25)

a. その子がケーキを食べたの？
b. Did the boy eat the cake?

存在しているとしているが、人称要素によって文が定義されているわけではないこ
とに注意されたい。Baker の仮説を見ても、主節 (matrix clause) が何かという問題

は仮説の主題ではなく、何らかの形で主節と定義されたものに話者・聴者の要素を
持つオペレータが出てくるという見方をしているようである。

(ii)	All matrix clauses and certain embedded clauses have two special null arguments generated within the CP projection, one designated S (for speaker) and
the other A (for adressee) (Baker 2008: 125)
実際、Baker の主張する CP 領域の人称要素は不可視的であり、様々な工夫によっ
て間接的に炙り出さなければならない。そうした要素が文と呼ばれる全ての句に存

在し、そうでないものには存在しないとするのは、時枝のゼロ記号同様、反証可能
性の著しく低い仮説である。むしろ、人称要素が導入される条件として (22) が働い

ており、文の定義の本質はこちらにあるとした方が自然である。
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疑問文形成の仕方は日本語と英語で異なる。日本語の場合、
文末に「の」
「か」
といった終助詞を足すことで疑問文が作られる。一方、英語では主語と助動
詞を倒置させる。なぜこのような差が生じるのだろうか。そして、なぜ英語
では次のようなものを直接疑問文として扱えないのだろうか。

(26)

if the boy ate the cake

(22) の仮説からすると、英語においては動詞・助動詞もしくは終助詞に
相当するものが構造上最も浅い位置になければならない。if が終助詞でない
とすれば、(26) が文にならない理由は説明できる。(26) は以下のような構
造を持っていると考えられ、動詞である eat が最も浅い位置にないためであ
る。

(27)

{if, {{the, boy}, {ate, {the, cake}}}}

しかし、if 節を間接疑問文として解釈することは可能である。間接疑問文は

他の文に埋め込まれていれば、それ自体が文の定義を満たしている必要はな
い。文は機能的には談話上の一つのまとまりをなすものであり、間接疑問文
はその枠に入らないためである。

if には、疑問文を標示する機能がある。この機能を可能にする Q という
要素が存在し、Q が音形をはじめとする他の要素・機能と組み合わさると、
if のような単語になると考えてみよう。英語の疑問文では Q が全体を統一
することが不可欠だとすると、直接疑問文でも構造上最も浅い位置に Q が
必要なはずである。以下、Q を持った要素を X[Q] で表す。

(28)

{if[Q], {{the, boy}, {did, {eat, {the, cake}}}}}

しかし、構造上最も浅い位置にいる if は動詞・助動詞ではないため、この

ままでは文として成立しない。そこで、(22) の条件を成立させるためには、

Q を持った did が最上部で併合されればよい。
(29)

{did[Q], {{the, boy}, {did[Q], {eat, {the, cake}}}}}

文とは何か（中村一創）
すでに統辞演算に入っている要素をもう一度併合することを内的併合 (In-

ternal Merge) と呼ぶ。内的併合は、下のコピーが発音されなければ、表面
的に「移動」と同様の効果をもたらす。助動詞 did が最も浅い位置に併合さ
れたことで、(29) は文の定義を満たすことができる。
なお、WH 疑問文の場合も同様の説明が可能である。
(30)

{{which, cake}, {did[Q], {{the, boy}, {did[Q], {eat, {which, cake}}}}}}

WH 句も内的併合を起こしていると考えられるが、上の構造から明らかな
ように、助動詞 did は最も浅い要素の一つであるから、問題なく文の定義を
満たしている。
さて、興味深いのは、英語の if と日本語の「か」との対比である。どち
らも間接疑問文では不可欠な要素であるが、英語と違い日本語では直接疑問
文のマーカーとしても働く。これは、前者が接続詞である一方、後者は終助
詞であることを示唆している。実際、if と「か」には次のような用法もある。

(31)

If John comes back, please tell me.

(32)

今日でもう 2 月か。

if には条件節を導く用法、「か」には感動を表す用法があり、前者は接続詞、
後者は終助詞以外の品詞として解釈できない。
幼児が言語獲得をする際にも、
上のような異なる用法によって品詞を確定しているとすれば、直接疑問文に
おける両者の差の理由が理解される 。
9

9 ただ、より深い原理が関わっている可能性もある。そもそも英語には終助詞のシス
テムとおぼしきものは存在しない (Kayne 2016 参照 )。逆に、Fukui (1986) などは、
日本語には英語のような補文標識 ( 従属文を導く that や if のような要素 ) のシステ
ムは存在しないとし、そうした機能範疇のシステムの有無が一致現象の有無と結び

付いているとしている。Richards (2007)、Chomsky (2008) の主張に従って、補文

標識が助動詞と一体となって一致現象 (I am、you are のように主語によって動詞が

形を変える現象 ) に関わっているとすれば、一致現象の有無から if と「か」のカテ

ゴリーの違いが導出されるかもしれない。日本語には一致現象は存在しないため、
補文標識も存在せず、
「か」が補文標識として獲得されることはない。一致現象の
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こうして、(8) と (9) の対比はすべて説明され、背後にある文概念の一般

原理が明らかになった。

5 結語
『国語学原論』の先進的だったところは、文という概念が、我々の言語意
識の中にあるリアルな存在であり、従って言語意識の側から明らかにされな
ければならないことを説いた点、そして、不十分な形ではありながら文の定
義の具体的な形式を明らかにした点である。
しかし、
『原論』の文概念を論じた部分は、生成言語学の分野ではほとん
ど注目されてこなかった。句構造や内在主義の先駆的業績であることは昔か
ら言われてきたが、現代の理論を超越するような考え方として論じられたわ
けではなかった。先駆者探しをしたところで、思想史的には面白くても分野
の発展には貢献しない。原田 (1970) は例外的に、言語運用の理論という当
時未開だった分野を開拓する手がかりとして時枝国語学を「利用」しようと
考えていたようだが、草案だけで終わってしまった感がある。
古典は分野を超えて常に「利用」され続けなければならない。古典の古典
たる所以は、様々な分野、時代に応じて姿を変え、読まれ続ける発展可能性
にある。
『原論』の例で言えば、第 2 節でも論じたように、文概念の部分は

1990 年代になってはじめて意義深いものになった。一方で 1970 年代には、

原田のような読み方が当時の理論を発展させる上で重要だった。今後も新た
な読みを創造していくことが我々に求められている。実際、例えば文の概念
には、主語の必要性や移動可能性といったさらなる比較統辞論上の展開も期
待される。
『原論』の発掘作業は、まだ始まったばかりなのである。
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〈論文〉

大学入学共通テスト英語リーディング問題の
多角的検討
新美 徳康

はじめに
令和 2 年度 1 月初旬、前身の大学入試センター試験に代わる大学入学共通

テスト（以下、共通テストと略）が初めて実施された。センター試験を廃止
し、共通テストへの移行が決定されて以来、大学入試改革の理念そのものの
危うさや、入試の制度的欠陥に関するさまざまな批判がされてきた。なかで

も、
試験科目の 1 つとして設定されている外国語の「英語」は、
「話すこと」
「書

くこと」「聞くこと」
「読むこと」の「4 技能」を評価すべく、民間試験導入

が当初から計画され、採点の質の保障を含む英語入試改革の重大な問題点が

指摘された 。大学入試の民間試験委託に反対する専門家や高校教育現場の声
1

が届き、試験実施約 1 年前に、民間試験導入が見送られ、
最悪の結末は免れた。

しかし、初めての共通テストが実施されると、読解力ではなく、「情報を読

み取って手早く処理する」ような情報処理能力が求められるのではないかと
いう批判 が上がった。また、出題内容が実用英語に傾きすぎていることや、
2

本当に思考力を問う問題としてふさわしい出題であったのかなどの懸念も上
がっている。共通テストの出題内容や出題方法の実態から、日本の英語教育
の目指すべき方向性にも注目が集まっていると言えよう。
1 詳細は南風原（編）（2018）を参照
2 代表的なものに「【初めての共通テスト (2)】鳥飼立教大名誉教授に聞く」
『教育新聞』
（https://www.kyobun.co.jp/news/20210201_06/ 最終閲覧日：2021 年 3 月 1 日）
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自身の「英語」に対する価値観や「思考力」の捉え方に依拠し、試験問題
を安易に批判することは避けるべきである。大学入試はハイ・ステークスな
試験であることや、大学入試である前に、言語テストであるといった前提も
考慮しなければ、英語科で「何」を測定する意図で、
「どのように」出題し、
評価を行っていけばよいのかについて建設的な議論を生まない。本稿では、
さまざまな観点から大学入学共通テスト英語問題の在り方を検討していくこ
とで、その複雑性を論じ、解決の糸口を模索する。

1. 大学入学共通テストの目的
テストを作成する際、第一に「何のためにテストを行うのか」というテ
ストの目的を明確にしておく必要がある（チャールズ・オルダーソン他 ,

2010）。テストの種類は主に表 1 のように分類される。
表 1.
テストの種類

目的と特徴

熟達度テスト
（proficiency test）

言語における能力を測定するテスト。特定の学習カリ
キュラムを前提としない。

到達度テスト
（achievement test）

言語の授業やコースにおいて生徒がどれくらい目標を
達成したかを測るテスト。出題内容は学習カリキュラ
ムや教科書内容に一致する。

診断テスト
（diagnostic test）

学習者の強い点と弱い点を明らかにするために使われ
るテスト。

進度テスト
（progress test）

学習者の学習進度をいくつかの段階に区切って把握す
るためのテスト。

レベル分けテスト
（placement test）

学習者をそれぞれの能力に応じたクラスなどに配置を
するために行われるテスト。

小泉他（2017）p. 40, チャールズ・オルダーソン他（2010）pp. 23–24 を参考に筆
者が作成

一方、テストは試験の性質上、ハイ・ステークスな試験とロウ・ステーク
スな試験の 2 つに分けられる。受験者にとって結果が人生に大きな影響を

大学入学共通テスト英語リーディング問題の多角的検討（新美徳康）
与える試験はハイ・ステークスな試験、試験の結果が受検者にそれほど重要
な影響を与えない試験はロウ・ステークスな試験と呼ばれる（光永 , 2017）。

大学入試はハイ・ステークスな試験であり、個々の受験生の学力が安定的に

測定され、個人について精度の高い情報が得られなければならない（大塚 ,

2020）。

大学入試センターは、「大学入学共通テストは、大学に入学を志願する者

の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる
目的とするもの」と公式に発表している 。特定の教科書に基づいているわけ
3

ではないが、日本の高等学校学習指導要領で規定されている内容を学習の目
標とし、その目標の達成度を測るために実施することを主目的としているた
め、到達度テストの位置づけであることが分かる。一方、「令和 3 年度大学

入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」には、大学教育の入口

段階で共通に求められる力も問いたい能力としている 。大学教育の基礎力と
4

して具体的に定義された能力は見受けられず、判然としない。高等学校教育
の成果と大学教育の基礎力を同じとみなすこともできるが、テストの目的を
考えるうえで区別されなければならないと考える。
このように、共通テストは、テストを行う目的の設定の時点で複雑性を有
している。共通テスト問題を評価する際は、到達度テストとして学習内容の
達成度を適切に測定できる問題であったか、
選抜試験として適切な出題内容・
方法であったか、大学教育を受けるために必要な能力を適切に測定できる問
題であったかの 3 つの視点から判断しなければならないと考える。

2. 高等学校学習指導要領と共通テスト問題作成方針
次期高等学校学習指導要領は令和 4 年度に完全実施される予定である。初

めて共通テストが実施された時点では、現行の学習指導要領が運用されてい

る。本来、2 節で検討したように、共通テストが到達度テストの位置づけで
あるとすれば、目標が変わっていないにも関わらず、センター試験から共通
テストに評価方法が変わるということはありえない。次期学習指導要領改訂
3 前身のセンター試験とテストの目的は変わっていない。
4 大学教育で必要とされる英語能力（ニーズ）を分析して共通テストが開発・作成さ
れることになれば、熟達度テストとして位置付けられる可能性もあるが、共通テス
トを行う主目的とは異なる。
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を見据えて、先行的に実施しているものと思われる。
次期高校学習指導要領では、
「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと［やり取り］
」
「話すこと［発表］」
「書くこと」の領域ごとに目標が整理されている。
本稿では、
「読むこと」の目標のみ取り上げる。
「英語コミュニケーションⅢ」の目標

(2) 読むこと

ア

日常的な話題について , 使用される語句や文 , 情報量などにおい

て，支援をほとんど活用しなくても，必要な情報を読み取り，文章の展
開や書き手の意図を把握することができるようにする。
イ

社会的な話題について，使用される語句や文，情報量などにおい

て，支援をほとんど活用しなくても，文章の展開に注意しながら必要な
情報を読み取り，概要や要点，詳細を目的に応じて捉えることができる
ようにする。
文部科学省（2017）p.76 より
また、指導要領解説には以上の目標が達成できるように、授業内でどのよ
うな言語活動を行うことが想定されるかが明記されている。「読むこと」の
領域では、電子メールやパンフレット、新聞記事や広告、物語などから必要
な情報を読み取る活動を行うようにということまで書かれている。
共通テストでは、英語科に限らず、教科全体で「思考力」を重視して評価
を行うことが問題作成方針や実施大綱に全面的に示されている。英文読解時
にはたらく思考力は、1 文 1 文を丁寧に読み進めることで英文を正確に解釈

していくことから、文章構造を捉えること、明示的には書かれていないこと
を推論することまで多岐にわたる。しかし、国が想定している英語の「思考
力」は、
「目的に応じて必要な情報を読み取る力」、「概要を捉える力」、「要

点を捉える力」の 3 つの能力に限定している。少々乱暴な言い方をすれば、

目的に応じて効果的に読むことができれば、思考力が高いと判断される。共
通テストが「思考力」を重視する到達度テストであるならば、目的に応じて
必要な情報を読み取る力、概要を捉える力、要点を捉える力がどのくらい身
についているのかを評価できるような出題になる。
「令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」に

は、様々なテクストから概要や要点を把握する力や必要な情報を読み取る力

大学入学共通テスト英語リーディング問題の多角的検討（新美徳康）
等を問うとしている。様々なテクストとは、先に挙げた電子メールやパンフ
レットなどの媒体が想定されていると考えられる。国が示している英語科に
おける読解力は、テクストの部分の把握と全体の把握の 2 つの視点のみで捉

えようとしている。この 2 つの達成度を評価する問題を作成しようとすれば、
テクストはバラエティに富むが、測定したい能力はかなり限定的なものにな
ることが予想できる。学力テストの読解問題を作成する時は、一つの読解技
能に偏ることなく、できるだけ多様な技能を測る問題を作成し、バランスを
とることが大切である（卯城 , 2012）
。また、選抜試験であることも考慮す

ると、問う能力を限定しすぎるのではなく、読解力に関わる能力が幅広く問
われなければならない。

3. 教育測定学的検討
Bachman & Palmer（1996）は言語テストが備えるべき特質として、有用

性を挙げ、その有用性を信頼性、構成概念妥当性、真正性、相互性、影響、
実用性の総和と定義した。渡部（2020）は、
大学入学試験では、
特に信頼性（測

定の安定性）、実行可能性、公平性が重要と主張している。信頼性を確保す
るためには、ある程度の問題数が必要である。1 つのテクストに対して作成

できる問題は限られているため、いくつものテクストを用意しなければなら

ない（卯城 , 2012）
。実際の共通テストを見てみても、1 つのテクストにつ
き 4 問程度の設問で構成されており、約 10 の異なるテクストが使われてい

る。受験者は異なる 10 のテクストを時間内に読み、設問に正解しなければ

ならないため、必然的に大量の情報を素早く処理することが求められる。

信頼性の点から、安易にテスト項目を削減することはできない。卯城
（2012）は問題同士が深く関連し合うことは避けなければならないが、1 つ
のテクストでも、指示語がテクスト内で何を示しているかを問う問題を取り
入れることや、選択肢のうち、文章内容にあっているものをすべて選ぶ問題
を取り入れることで、出題数を増やすことができると提案している。
開発した問題が、本当に信頼性が高いかどうかをテスト実施前に判断する
ことは難しい。日本では、テスト問題の解答が公表され、次回以降のテスト
で同じ問題を出題することができず、テスト項目についてのデータ（困難度
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や識別力など）が蓄積されていっていない 。テスト前に、
テストの項目困難
5

度や識別力が分からない状態で本試験を実施しなければならないのが現状で
ある。そのため、共通テストが適切な選抜機能をもっていたかどうかは事後
検証に委ねられることになる。次回以降のテストをよりよいものにするため
に、共通テストの事後検証を十分に行い、次回の出題内容・方法を検討する
必要がある。

4. 教科教育学的検討
共通テストはこれまでのセンター試験と比較して、「実用的な英文が多く
出題された」と多数のメディアが報じている。「コミュニケーション能力
の育成」が英語科における主な目標として掲げられているため、評価もコ
ミュニケーションを念頭に置いてデザインしていくことは当然である。根岸
（2007）は、コミュニカティブテストの条件を 3 つ以下のように示している。

1. 文脈を明確に示す
2. 現実世界で起こりそうなテスト形式を選ぶ
3. テストで提示する英文も実社会で使いそうなものを選ぶ
実際の共通テスト問題は、全ての大問に英文を読む目的・場面・状況
が 英 語 で 示 さ れ て い る。 第 1 問 の A を 例 に 挙 げ る と、“Your dormitory

roommate Julie has sent a text message to your mobile phone with a request.”
という文脈を示している。第 5 問は、スピーチコンテストで発表するために、
物語を読んで、その内容をプレゼンテーションスライドにまとめるという文
脈があり、実際に教室場面で行われそうなタスクである。受験者はスライド
の空欄部分に入る英文を選択肢から選ぶことになっている。共通テストを見
る限り、コミュニカティブテストの条件を十分満たし、好ましい傾向である
ように思われる。しかし、コミュニカティブなテストを意識するあまり、受
験者が正答できるためにはどのような能力が必要になるのか、実際にどのよ
うなプロセスを経て選択肢を選ぶのかについての検討が不十分になってはい
ないだろうか。
5 「日本的テスト文化」と呼ばれる。

大学入学共通テスト英語リーディング問題の多角的検討（新美徳康）
英語の授業では、物語をじっくり読んで内容を要約し、相手に分かりやす
く伝えるためにスライドを作成するプロセスを重視することが想像できる
が、テストでは、スライドの空欄に入りそうな内容をなるべく早く本文から
取り出し埋めるといった単純作業になってしまう。これでは、情報処理能力
が測定されていると言われても仕方がない。また、さまざまなテクストを読
むことはそれぞれのテクストの特徴があらわれるため重要であり、積極的に
取り入れられるべきだと思われるが、テクストに応じて、異なる読みが求め
られるような出題になってはいない。
複数の文章から情報を読み取る問題はこれまでのセンター試験にはない出
題形式であり、より現実世界で起こりうるタスクである。TOEIC では 2006
年の問題リニューアルからすでに double passage の問題が追加されている

（卯城 , 2012）
。このような新たな出題形式にすることで一体どのような力を
測定したいと考えているのだろうか。

次期学習指導要領解説には、英語の授業で「ある事柄に対して異なる視点
から書かれた複数の論証文や記録文などを、それぞれの論点の違いを整理し
ながら内容を把握する活動」
（p. 83, 下線は筆者）を行うことが想定されて

いる。複数の文章を用いる意図は、同様の話題でも、異なる筆者によってど
のように表現されているのかに注目しながら分析的に読むことを促すためで
あると考えられる。一方、実際の共通テストでは、英文と表やグラフ、手紙
や電子メールの受信と返信といった 2 つの情報源の中から設問に答えるため

に必要な情報を探し出すことや、情報を照らし合わせることが受験者に求め
らた。複数の文章を用いる意図が、共通テストで具現化されていたとは思わ
れない。解答時間に厳しい制限のある大学入試で、本来の意図通りに問うこ
とが可能であるかを検討しなければならないだろう。
本節で取り上げたいずれの出題形式も、高等学校の英語授業改善の波及効

果 を狙うためであると思われる。到達度テストとして、高等学校の英語授
6

業内容とテストの出題内容・方法が一体化していくことは望ましいことであ
るかもしれないが、大学入試において授業での活動をテスト上に具現化する
ことでどのようなリスクが生じうるのか（意図した能力を測定できなくなる

6 渡部（2020）は、数々の実証的研究の知見から、大規模テストの波及効果を極めて
限定的であると結論づけている。
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可能性があることなど）を考慮しなければならない 。
7

5. おわりに
ここまで、共通テストの目的を確認したうえで、それに応じたテスト問題
の在り方について多角的に考察してきた。今回はテスト問題の詳細な分析は
行っておらず、その他考察しなければならない点も多数存在するだろう。こ
れまで検討してきたすべての側面を実際のテストに盛り込むことは現実的で
はない。しかし、英語教育学の知見はもちろんのこと、英語学、テスト理論
や学力評価などの観点から十分にテスト問題について検討されたうえでのよ
りよい決断であったのかを今一度指摘したい。1 つの側面から検討したとき

は、その判断が妥当であると言うことができるかもしれないが、他方からは
その決定が合理的ではないとされることもある。測定したい能力を決定する
際に、大学入試という選抜機能を重視して、幅広い下位能力を測定できるよ
うな出題の仕方にすれば、コミュニカティブテストの要素が薄れてしまう可
能性がある。一方、コミュニカティブさを意識するあまり、出題内容が表層
的なものになり、本来大学入試で問われるべき基礎力が適切に測定できなく
なる可能性もある。さらには、到達度テストの位置づけで、学習指導要領の
内容に沿った出題がなされたところで、選抜機能が働かず、下位層がうまく
識別されないことも考えられうる。そもそも、学習指導要領の目標自体が
ふさわしいものなのかという批判もあるだろう。このような複雑性を 1 つ 1

つ解きほぐしていくためには、やはりテストの目的に立ち返って議論すべき
であり、場合によっては目的の再考も必要であろう。
最後に、テストで測定できる能力は、実際の能力の一部分にすぎないとい
う意識も常に持ち続けておくべきである。英語科の高等学校教諭、学力評価
の専門家、言語テスティングの専門家、教育測定学の専門家が集い、複雑性
を加味したうえで、どのように折り合いをつけ、実際にテスト問題を作成し
ていけばよいのかということを議論すべきである。

7 本稿では取り上げなかったが、テストにおいて実用的な場面を設定することに気を
取られるあまり、問題で使用されている英文の適切さが軽視されていないかどうか
も重要な事前検討事項であると考える。

大学入学共通テスト英語リーディング問題の多角的検討（新美徳康）
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〈研究ノート〉

条坊制と庭園
京都を事例とした都市論的考察
野上

亮

1. はじめに
京都と聞いてイメージするのは、言うまでもなく寺社仏閣であり、これら
に欠かせないのが庭園である。「大小の石組を中心に、池、樹木、築山、苑
路、敷石、梢をわたる風のそよぎ、遣水の流れる音で織りなされた」（持田

1985：72）庭園は、多くの日本人にとって癒しの光景であり、京都の主要

な観光資源である。例えば、南禅寺は小堀遠州が作庭した方丈庭園で有名で
あり、この庭を見に訪れる人が今も絶えない。京都には他にも、西芳寺（苔

寺）庭園や、慈照寺（銀閣）、修学院離宮などがあり、庭園には事欠かない。
もう一つの京都の特徴、それは碁盤の目の通りである。これにより、自分
が今どこにいるかを特定できるようになっている。
ところで、持田（1985）は、庭園を考察するにあたり、フランス式庭園

と日本庭園を対比させている。フランス式庭園は、園内の任意の場所に立っ
ても、中心点との関係が明快に座標づけられているために、自らの位置を容
易に知ることができる。他方、日本庭園は、フランス式庭園が持つこうした
特徴が欠落しており、視点の移動や身体の運動によってはじめて意味を生成
する場所である（持田 1985：73-75）。

こうしてみると面白い事実に気づく。すなわち、フランス式庭園と碁盤の

目の通りが共通する特徴を有しているということである。両者は、特定の地
点が城館や宮殿を中心点として位置づけられ、任意の場所に立っても、自ら
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の位置が容易にわかるという共通点を有している。不思議なのは、碁盤の目
の通りと庭園という、相反するもの同士が、
京都という都市の中で共存しあっ
ているということである。これはどういうことなのだろう。この問いから京
都の都市論的考察 を展開するのが本稿の目的である。本稿は、碁盤の目の
1

通りを構成する原理として条坊制をとらえ、庭園との対比を通し、京都がい
かなる都市なのかを論じる。

2. 条坊制と都市王権
天皇を中心とする支配階級が国家統治機構を独占し、列島社会の秩序を維
持しつつ、被支配階級である公民と賤民を支配・収奪する国家、それが律令
国家である。律令体制は、そのような国家を支える政治・支配・秩序維持の
システムとして導入された ( 吉川・大隅 2002:5)。

そして、その首府である都には、国家と人民、支配者と被支配者がどのよ

うな序列の下にあるのかを内外に示し、視覚的、形式的に明確化しえた仕組
み ( 山中 1992：17) が整えられた。これが条坊制である。具体的には、人的

物的資源移動の手段である道路と、支配の拠点である宮城、支配階級及び支
配を支える中・下級官僚群の居所である宅地を、一定の計画性の下に配置し
た古代の「都市」設計法則であった ( 山中 1992：17)。情報の集中管理、市

場の統制、都市民の把握といった権力側の都市管理を容易にするために構築

されたシステムなのである ( 桑原・西川・森谷 1992：541)。都市の構造が

碁盤の目になっているのもそれゆえである。そこでは、各戸主にもその場所

を示す呼び名があり ( 髙橋 2014:29)、人々は厳密に空間上に位置づけられる。
条坊制は飛鳥時代の藤原京のころから取り入れられた。その後、平城京、

長岡京と遷都し、平安京である京都は、高い精度で造営され、古代都城の完
成形態といわれる ( 髙橋 2014:5、橋本 2015:49、西山 2020:201)。分割原理
を改め均一的な町を確保したこと ( 髙橋 2014:5、西山 2020:201) や、従来の

宮都では行われなかった京内の施設や、官衙の厳密な東西対称配置を実現し
たこと ( 橋本 2015：50) がその要因として挙げられる。

しかしながら、その後の貴族の別業経営や、院政期に見られる白川や鳥

羽の外京的構成、右京の荒廃は律令都市を崩壊させ、かわってそれぞれの
生活に根差した都市の再構成の動きが始まっていった ( 桑原・西川・森谷

1976:542)。そこには、中世京都への萌芽的な側面 ( 仁藤 1998:319) が見られ

条坊制と庭園（野上亮）
るという。また、そもそも平安京自体が古代都城に求め続けられていた王城
の地としての役割を半減させたところに発生した新しい都市であったという
指摘 ( 山中 1992：53) もある。条坊制は、律令制が衰退するにつれ、都市を
構成する原理としては成り立たなくなってくるというのが通説である。

しかし、本稿では、上記のような通説に異議を唱える。それは、次の 2 点

からである。すなわち、①京都は、天皇を中心とした王権が貫徹する都市で
あったという点と、②それを支えたのが理念としての条坊制であるという点
である。
前近代社会の支配構造はどのようなものであったか。これを「天皇制」と
は異なる形で提唱したのが「王権論」である（仁藤 2000：7）。そして、こ

れを都市での作用に適用したのが「都市王権論」である。都市王権論に基づ
けば、天皇と、貴族を代表とする権門とは分離することはなく、むしろ結び
つき、権門が天皇を支える構造となっている。
保立道久によれば、平安時代の王権の体制は、中央都市・京都を固有の支
配領域とする都市的な王権であり、畿内の本貫地から離れて平安京に集住す
るようになった都市貴族が結集して宮廷を構成し、その下に官人が、官衙組
織を構成するような、分節化された支配組織であった。これにより、京都に
は本格的な都市王権と都市貴族の都市宮廷世界、都市的な文化と奢侈にとり
かこまれた貴族世界が生まれた（保立 1996：29-30）
。また、
宇多天皇が 895
（寛

平７）年に発布した「寛平新制」は、当代の支配層は平安京に居住する都市
貴族でなければならないと定め、自己の王権の性格を、平安京の都市世界を

拠点とする「都市王権」であることを明瞭に宣言した（保立 1996：57-59）。

保立の都市王権論が、体制の観点から論じているのに対し、仁藤智子は、

経済的な観点からこれを論じている。仁藤は、王権に依存して生活する貴族
や都市民の形成が都市王権の成立の要因であるとしている。平安時代の禄制
改革や貨幣経済の進展により、平安京に住む官人たちは、基本的な生活の糧
である「米・銭・絹」を、王権からの再配分としての禄に依拠せざるを得な
くなり、王権への依存を強めていった（仁藤 2000：282）。

このようにして、平安京を中心とした都市王権が成立した。その後武家政

権が誕生し、政治の本拠地は移っていったが、この都市王権の原理は歴史貫
通的に存在する（櫛木 2011：463）ものとしてとらえられる。

ところで、
〈都市 - 王権 - 国家〉はどのように連関するのか。櫛木によれ

ば、都市の公共性と国家の秩序が王権を結節点として結びつく。都市におけ
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る公共性とは、貴賤老少、多種多様な首都住民を結びつける共通する利益や
関心に関わる公共性であり、その一つが、都市における清潔である（櫛木

2011：470-471）。

都市が発達するにつれ、汚穢とその除去は普遍的な問題として立ち現れる。

平安京でも、9 世紀には清掃懈怠者への罰則が定められるようになる。そこ
には、首都の清浄を礼制に基づく国家の荘厳の問題としてとらえ、首都の秩
序を維持することが国家の秩序に結びつく回路がすでに形成されていた（櫛
木 2011：472）。清浄性の維持が、公共的問題として意義付けられ、それへ

の対応が都市機能において果たす王権の役割として重視される。ここに、都
市王権が実質的に支配する首都の機能の維持と、国家の秩序維持とが、公共
性を媒介にして結びつく構造がみてとれる（櫛木 2011：473）。

そうした清浄性、清潔の観念は、しばしば穢の排除へと結びつく。すなわ

ち、都での清浄性が、天皇を中心とする浄 - 穢の構造に基づいているという
ことである。そして、穢が国家的に管理されると、穢の「キヨメ」を職能と
する人々が差別される（大山 1977）。都の清浄は、国家秩序の安寧と同時に
穢の排除を包含するものであったのである。

清浄と秩序安寧、この 2 つは不可分の関係にあるが、これらを維持する活

動がどこで展開されたか。通りである。人々は、通りを中心に、清浄と秩序
安寧を図ってきた。確かに、右京の衰退等により、道路形態としての条坊制
は崩れていった。造営当初の通りのままではない。しかし、人々は通りを清
浄と秩序を保つ場としてとらえ、通りを軸に地域社会を営んでいった。これ

が理念としての条坊制である。理念としての条坊制は、今でも残っている。
それが、道路のかどはきである。家の前の道路を掃除するかど掃き（水撒き）
は、隣の家の前まで掃くと「お節介」となり、自分の家の前しか掃かないと
「けち」となる。それで 10 センチから 20 センチだけ隣との境を越えて掃く。
それは町衆たちの共栄の知恵ともいえる（鷲田 2013：181）が、通りを中心

とする町の美化・清浄にもつながる。と同時に、相互監視や排除の場にもな
りうる。条坊制はこうして、京都を構成する原理として成り立ってきたので
ある。

3. 個の領域としての庭園：「おのがじし」論をもとに
石母田正は、斎藤清衡の指摘をもとに、都市生活の性格の象徴として、
「お

条坊制と庭園（野上亮）
のがじしの営み」を挙げる。元来「めんめんに」「各自それぞれ」といった
意味を有するこの言葉は、都市生活者の心情を実に形容した言葉であると石
母田は言う。都市においてはすべての人間が本質的に他人であるという厳し
い事実を承認することは同時に益々狭められてゆく自己を発見することであ
るとし、平安時代の日記文学の発達は、自己の意識と行為を記録することで
自己の内面世界に入ろうとする態度に他ならないと指摘する ( 石母田 1990：

18 − 19)。

もっとも、石母田は、この「おのがじし」の態度の形成について、
「都市

生活の内部から自律的に形成されて来る共同意識、倫理、法等のポリス的な
ものを欠如し、都市生活の主体としての「市民」なるものを形成せしめ得な
かった」( 石母田 1990：18) ためとしており、必ずしも積極的に評価してい

るわけではない。櫛木 (2015) は、このことを批判し、個々の営みを超えた
共通領域の存在を指摘している ( 櫛木 2015：107-108)。むろん、そうした

指摘は重要であるし、共通領域の存在が都市を都市たらしめるということは
あるであろう。
しかし、筆者はむしろ石母田の言う「おのがじし」に着目し、それが具現
化された空間として庭園を挙げたい。奇しくも「おのがじし」の思想が現れ
る日記文学と、造園技術や造園思想の書として後世に語り継がれる『作庭記』
は同じ平安時代に編まれた。しかし、それは単なる偶然ではない。この関連
を考えるにあたっては、「おのがじし」をある側面から考える必要がある。
それは、
「おのがじし」を個の反映としてみる側面である。日記文学のお
のがじしは、都市において生業と暮らし向きがそれぞれ異なり、それゆえ生
活感情や思想も個別のものとならざるをえないところに発現するものであ
る。つまり、個の反映である。対して、庭園は、そうした個を強固な王権の
目から逃れ、確保するための空間的工夫であった。
『作庭記』には、
「其石の
ごばんにしたがいて立くだすべし」という記述がある。石母田は、森蘊の指
摘をもとに、これは「乞はんにしたがいて」と読むべきだとし、一つ一つの
石の重さと形姿が、石の有機的生命の表現であり、それがもつ性格と構造を
そこなわない形で配置されるべきだという意味に解されるとしている ( 石母

田 1990：95)。この記述を個性の反映と読み替えれば、そうした個性を重視
して配置された石などが見られる庭園は、王権という秩序やしがらみから逃

れ、個性を伸ばす領域としてふさわしい空間であり、「おのがじし」を育む
場所でもあると言える。自らの身分的位置のみならず、空間的位置までもが

283

284

『人文

社会』第 1 号

厳密に決められる王権都市たる平安京にあって、自らを解放する癒しの空間
であったことが想起される。
庭園は、時代によって浄土式庭園や枯山水庭園など違いはあるが、基本的
な構成原理は変わらない。歩く運動に伴い、風景は刻々と様相を変える。視
点の移動や身体の運動によってはじめて意味を生成する庭園は、多義性・複
数性を有する。これは、詩的言語と共通するものである（持田 1985：75） 。
2

であれば、その邸宅に庭園を有する貴族たちにとって、庭園は文学的想像力
の源であったことが想起される。庭園により、個は解放され、その産物とし
ての文学は個の反映なのである。
また、清浄性の貫徹に伴い、下層民は排除されてきた。そうした下層民の

中でも、
「河原者」などと呼ばれてきた人々は、
造園事業で活躍した。すでに、

12 世紀ごろには、庭掃きとして働いていた彼らは、14 世紀にはいると、庭
園工事に従事するようになる。飛田（2006）によれば、作庭家の善阿弥は
虎菊という山水河原者と同一人物ではないかとし、彼を通し足利義政が作庭

に関心を持つようになったことを論じている（飛田 2006：192）。下層民と
して排除されてきた彼らが活躍できる場、それが庭園だったのであり、庭園
はまさに彼らの個の反映であった。
支配層にとっても、下層民にとっても、
庭園は「おのがじし」の領域であっ
たのである。
確かに通りは、公園の役割を果たし、コミュニケーションや社交の場とし
て機能している。しかし、それは一方で、相互監視の場であり、常にふるま
いをまなざされる緊張に満ちた空間でもある。そうした通りが碁盤の目状に
張り巡らされている京都にとって、庭園は個の解放と反映を実現する空間な
のである。

4. おわりに
京都は、王権都市として発達し、通りの隅々まで王権が浸透する街であっ
た。人々は空間的に厳密に位置づけられ、清浄性と秩序安寧という共通の関
心を軸に、排除と相互監視を伴った清潔さを保持しようとした。それは現在
もかど掃きという形で残る。通りは、一種のコミュニティーであると同時に、
緊張に満ちた空間でもある。
しかし、京都の街が常に緊張に満ちているかといえば、そうではない。緊

条坊制と庭園（野上亮）
張を緩和する装置、それが庭園なのである。詩情と身体性を伴って個の存在
を解放する庭園は、条坊制と並んで京都に不可欠な存在である。
「規則」を象徴するのが条坊制の通りであれば、
「自由」を象徴するのが庭
園である。自由と規則とのこの反対物のたわむれが、揺れとして大きければ
大きいだけ、街はおしゃれになる（鷲田 2013：148）と鷲田清一は言う。ま

た、ジンメルは、美的な動機の端初は均整であり、中心点をめぐって対称的
に秩序付けなければならないが、やがて洗練化と深化とが、不規則的なもの、
不均整なものに、きわめて美的な魅力を結びつけるようになると論じている
（ジンメル 1976［1896］：239）。条坊制の都市の中に庭園が位置づけられる
ということはそれだけ都市としての洗練化と深化を表している。京都の魅力
は、この両者が相まって生まれるのである。

注
1 庭園を正面から扱った社会学的研究は、管見の限り存在しない。似たようなものに
公園があるが、こちらは社会学でも比較的題材として扱われている。

そもそも「公園」という存在自体が「近代」という時代が要請したものであり、
とりわけ日本では明治以降に人為的に「上から」作られた空間であった。公園史の
研究者である白幡洋三郎によれば、日本の初期公園は、欧米を「公園先進国」とみ
なし、欧米諸国の公園を模範として行政によって生み出されたものである（白幡

1993：16）。また「公園先進国」である欧米の公園は、19 世紀初めの産業革命の進
行に伴い、都市に労働者が集中し、住環境が悪化していた状況を踏まえて設置され

たという事情や、健全な娯楽を通して「無教養で粗野」な大衆を啓蒙する「文明化」
装置として考えられたという事情があった（白幡 1993：26-28）。つまり、公園は
近代という時代とともにせり出してくる（中流）市民階級や労働者階級の問題、都

市化の問題と隣り合わせだった。だから、近代という時代の自己観察の学である社
会学が、公園を題材とするのは至極当然なことと言える。
それに対し、庭園は前近代から存在し、主に聖職者や支配階級に属する者の私的
領域とみなされてきたため、社会学の主題にはなりにくかった。庭園は私的空間で
はあっても、社会学が注目する公共空間とはなりえなかったのである。しかし、持
田（1985）が指摘するように、人間が持つ世界観や宇宙観の集約として空間のうち

に具現化されたのが庭園であり、思想文化の学にとって好個の入り口たりうる（持

田 1985：72）はずである。都市論もまた都市を舞台にした思想文化の学であり、
庭園もその対象になりうると考える。
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2 持田は、あくまで物質で作られた造形芸術である庭園では、詩的言語ほど身軽に

は滑っていかないだろうとしつつ、そのうえで時間の契機をはらんだダイナミッ
クな美的経験としての庭園は、詩的言語からさほど遠くはないのではないか（持田

1985：85）と指摘する。
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〈研究ノート〉

田村（佐藤）俊子の北京時代における
中国語文章（1940 年）について（上）
朱

彩雲

はじめに
本稿は、田村俊子が北京時代に中国語で発表した 9 篇の文章のうち 7 篇

を紹介するものである。この 7 篇は、日本占領下の華北地域で刊行された天

津の新聞『婦女新都会』に掲載された 5 篇と北京の雑誌『新光雑誌』と『婦

女雑誌』にそれぞれ 1 篇ずつ発表されたものである 。
1

田村俊子の北京時代とは、上海で中国語婦人雑誌『女聲』が創刊される前

の時期である。北京に着いた 1939 年 2 月初めから、3 年間程北京に滞在し、
そこを離れて南京へと活動の場を移した 1942 年 1 月末までの時期を指す。

俊子の北京時代について、研究者たちに看過されていた。俊子が『婦人公

論』に発表した文章に関する先行研究として、
王紅（2013）、
長谷川啓（2016）、
2

3

李帆（2018） がある。『婦人公論』に発表した一部の文章は俊子が北京時代
4

1 本稿で使用する『新光雑誌』と『婦女雑誌』はそれぞれ 2007 年、2008 年の北京線
装書局の復刻版である。

2 王紅「佐藤俊子の一九三九年―日本から中国へ」鈴木貞美 / 李征（編）『上海一○○
年 日中文化交流の所』勉誠出版、2013 年
3 長谷川啓「女性作家のアジアへのまなざし―帝国主義日本の植民地・半植民地支配
とその表象」『昭和前期女性文学論』翰林書房、2016 年
4 李帆「試論田村俊子的婦女観―以 1939―1941 年的田村俊子為中心」吉林大学修
士論文、2018 年（筆者注：この論文はタイトルは中国語であるが、本文は日本語で
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に書いたものと判断できるが、これらの先行研究は、北京時代の俊子の活動
には特に触れず、文章の内容を検討するだけである。黒澤亜里子
（2017）の「解

題」 が初めて俊子の北京時代に焦点を当てたものである。
5

筆者は田村俊子が中国語で発表した 9 篇（どちらも 1940 年）の文章を見

つけた。下記の表 1 の通りである 。うち 8 篇（②～⑨）は、
俊子が北京で中
6

国の新聞・雑誌に発表したものである。①は、俊子が上海で書いたものであ

るが、
北京滞在期間の 1939 年 12 月から上海への旅の間に書いたものであり、
本稿では、
①～⑨を統一して俊子の北京時代における中国語文章として扱う。
表 1：田村俊子の中国語文章 9 篇（1940 年）

NO.

発表時期

①

1940 年 4 月 15 日

②

1940 年 6 月 20 日

③

1940 年 9 月 25 日

④

1940 年 9 月 28 日

⑤

1940 年 10 月 2 日

⑥

1940 年 10 月 19 日

発表先
『華文大阪毎日』
第 4 巻第 8 期
『新命月刊』
第 2 巻第 2 期
『婦女新都会』
第 123 期第 2 版
『婦女新都会』
第 124 期第 2 版
『婦女新都会』
第 125 期第 2 版
『婦女新都会』
第 130 期第 2 版

タイトル

執筆した
場所

「陳璧君女士印象記」

上海

「以心伝心」

北京

「中国婦女衣服」

北京

「日本婦女之衣服」

北京

「東洋婦女之技術進歩」

北京

「日本女子教育之普及」

北京

書かれたものである。）

5 黒澤亜里子／長谷川啓［監修］『田村俊子全集第 9 巻』ゆまに書房、2017 年
6 ①～⑧の詳細は拙文「田村（佐藤）俊子の中国時代の年譜（1938 年 12 月～ 1942 年 5 月）
―新資料をもとに」（
『一橋研究』第 45 巻 3 号、2020 年 10 月）17 ～ 18 頁及び 26
頁を参照されたい。

⑨は新たに見つけたものであり、羽田朝子「『婦女雑誌』に見える梅娘の女性観―
近代的主婦像と『国民の母』」（『現代中国』第 92 号、2018 年）がその存在を示唆

『婦女雑誌』における日本女性に関する言説」の 2
している。そこの 99 頁の表 1「

番には、俊子の文章名、巻 ( 期 )、掲載年月（佐藤俊子「日本婦女的職業」1 巻 2 期、

1940 年 10 月）が記載されているが、『婦女雑誌』の所蔵情報や文章の詳細な内容

について言及されていない。筆者の調査では、一橋大学附属図書館は『婦女雑誌』
の復刻版を所蔵しており、第 1 巻第 2 期に佐藤俊子の署名で「日本婦女的職業」と

いう短い中国語文章が掲載されていることを確認した。なお、掲載日は 1940 年 10

月 15 日と判明した。

田村（佐藤）俊子の北京時代における中国語文章（1940 年）について（上）（朱彩雲）

⑦

1940 年 10 月 23 日

⑧

1940 年 10 月 10 日

⑨

1940 年 10 月 15 日

『婦女新都会』
第 131 期第 2 版
『新光雑誌』
第 1 巻第 7 期
『婦女雑誌』
第 1 巻第 2 期

「演現代劇之日本女優」

北京

「就中日婦女提携而言」

北京

「日本婦女的職業」

北京

内容的には大きく二つに分類できる。①②は日本植民統治勢力や傀儡政権
の汪精衛政権の雑誌に発表された、汪精衛政権に関する内容である。③～⑨
は親日系の天津・北京の女性新聞・雑誌に発表された中国や日本の女性に関
する内容である。
これらの資料（①～⑨）は田村俊子全集に記載されておらず、数少ない俊
子の北京時代に関する研究にとって大きな意味を持つ。特に③～⑨から、す
でに上海で中国語婦人雑誌『女聲』が創刊される前に、俊子は北京で中国の
女性新聞・雑誌に中国語の文章を投稿したことが初めて確認できた。さらに、
田村俊子の全体像ないし占領下の北京における日本女性知識人の活動に関す
る研究にも新しい視野を与えるであろう。
本稿は、表 1 の③～⑨を中心に、田村俊子の中国語能力、資料の内容及び

その掲載先を検討する。付録として新たに見つけた⑨の翻刻と翻訳を載せる。
①～②についての紹介は、別稿にゆずる。なお、文中の日本語訳は筆者によ
るものである。

一、田村俊子の中国語力
表 1 で示したように中国語の文章が発表された時期は 1940 年 4 月～ 10

月である。俊子の中国語学習は 1939 年 2 月に北京に着いてから始まった。

これらの文章を発表した時点で、学習期間は 2 年に至らなかった。2 年未満
の中国語学習では、文章を書くのは困難だったはずである。

俊子の中国語能力はどれほどの水準に達していたのだろうか。段毅琳
（2017：78） は下記のようにまとめている。
7

会田綱雄の回想録に詳しく、
「この雑誌で人気があったのは、田村さん
7 段毅琳「日本占領時期の『女聲』雑誌に見る女性観の研究―普及活動の連携形態と
課題」
『常盤台人間文化論叢』第 3 号、2017 年 3 月、78 頁
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自身が回答者になっていた人生相談の「信箱」という欄だった。田村さ
んは左俊芝という中国名をつかっていたが、かんじんの中国語はできな
い。カナダじみの英語で彼女が回答を口述して、助手の若い中国人が手
際よく翻訳していたわけである」とある。徐静波（2014）『近代日本文

化人と上海』は室伏高信の娘「室伏クララが翻訳していた」としており、
ママ

マ

マ

また塗暁華（2013）［引用者注：涂暁華（2014）
］
『上海淪陥時期「女聲」

雑誌研究』では「田村俊子はずっと中国語を学んでおり、彼女が訪中し
たばかりの時に発表した文章の中で中国語の家庭教師がいたことを記し

ている。また、凌大嶸の追憶では、
『女聲』の大小様々なことは全て田
村俊子が決定し、原稿も最終的には田村俊子がチェックする。田村は簡
単な中国語しか話せなかったが、中国語の閲覧はほとんど問題がなかっ
た」と記しており、田村俊子の中国語閲読力は少なくともある程度はあっ
たと考えられる。
つまり、俊子は『女聲』を主宰する時期も、簡単な中国語を話すことはで
きたが、文章を書くには至らなかった。
では、俊子は 1940 年にどのようにして、これらの中国語の文章を発表で

きたのか。断定はできないが、次の 3 つの可能性が考えられる。（ア）自分

で中国語で執筆し、誰かにチェックしてもらう。（イ）英語で執筆し、誰か

に訳してもらう。（ウ）日本語で執筆し、
誰かに訳してもらう。これらのうち、
（ア）の可能性は低いと考えられる。（イ）はありうるが、最も可能性が高い
のは（ウ）ではないだろうか。しかし日本語の原稿も訳者の名前も、現状で
は確認できないのだ 。
8

二、中国語文章の内容
ここでは資料③～⑨の内容を見ていく。
まず、天津の『婦女新都会』に「残荷集」というコラムとして連載された

5 篇の文章③～⑦である。
8 掲載先にはほかの日本人が作者である場合、訳者の名前が付いているが、佐藤俊子
の場合、どれも訳者の名前がない。例えば、『婦女新都会』に連載された作品「母
親的話」の作者は平塚明子であるが、「篤斎訳」と付いている。

田村（佐藤）俊子の北京時代における中国語文章（1940 年）について（上）（朱彩雲）
資料③「中国婦女衣服」
（1940 年 9 月 25 日）は、
「現代中国女性の衣服は、

実に簡便である。そのうえ、活動的で経済的であるが、美の要素を失ってい
ない。これは実際に世界各国の女性の服に比べ、もっとも良いだろう」と冒

頭で述べた後、中国女性の衣服の改良や民国革命以降の簡便化などに言及し、
「要するに、今になって、中国女性の服装は、すでに無用な装飾が廃棄され、
動くのに適し、簡易化した。日本の女性の服装は経済的ではないし、動作に
も不便である。殊に現在の時代に合わず、実に中国女性の服装の進歩改良に
及ばない」と締めくくった。
資料④「日本婦女之衣服」（1940 年 9 月 28 日）は、
「今の日本女性の衣

服改良は、実に一大困難な問題である」と述べ、「日本女性の間において、
洋服を着ることがすこぶる流行っている。特に職業女性は、
便利さのために、
ほとんど洋服を用いている。〔中略〕それと同時に、技術者は、さらに日本
の材料で洋服をつくり、そして日本女性と連携して、
「style」を創作している」

と紹介している。

資料⑤「東洋婦女之技術進歩」
（1940 年 10 月 2 日）は、中国と日本での

小学校の女教員、看護婦といった職業、西洋音楽家や映画スターといった技
術者の状況、そして日本西洋音楽先駆者の幸田延子、幸子姉妹 のことにつ
9

いて紹介している。
資料⑥「日本女子教育之普及」（1940 年 10 月 19 日）は、明治維新後、

日本女子教育の発展を紹介する一方、女子「中等教育においては、女子教育

の程度は男子より低い」などの問題を述べ、
「男女の基礎教育に関しては、
婦人の先覚者の間で平等実施がしばしば唱えられたが、為政者たちは依然と
して聞かないようにしている」と指摘した。最後に、現在の日本の婦人博士
に言及し、
女医の先駆者の吉岡弥生

10

は「一般婦人教育の向上を常に主張し、

日本で婦人参政権の獲得の為に奮闘する婦人団体の権威者である」と紹介し
ている。
9 幸田延子（1870 ～ 1946）：明治 - 昭和時代前期のピアニスト、音楽教育家。幸田露
伴の妹。明治 22 年から欧米に留学。28 年、東京音楽学校 ( 現東京芸大 ) の教授。
：明治 - 昭和時代のバイオリニスト。明治三二
幸田幸子（安藤幸）
（1878 ～ 1963）
年ベルリンに留学、帰国後、母校東京音楽学校 ( 現東京芸大 ) の教授。ピアニスト
の姉延とともに洋楽の先駆者のひとりとして活躍した。（「日本人名大辞典」より）

10 吉岡彌生（1871 ～ 1959）：日本における近代女子医学教育の確立者。東京女子医
科大学の創始者。（「日本大百科全書」より）
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資料⑦「演現代劇之日本女優」（「現代劇を演じる日本女優」
、1940 年 10

月 23 日）は「日本固有の歌舞伎に対して、現代劇が創始されたのは明治以

降である。この現代劇は、女性の役を演じる俳優に女性を採用し始めた」と
述べ、現代劇の創始に深く関わった坪内逍遥や現代劇女優の先駆者の松井須
磨子などのことを紹介している。
この 5 篇は新聞という性質や紙幅の制限などの原因のためか、
どれも短い。

内容から見れば、中日女性の服装、女性の職業技能、女子教育及び日本西洋

音楽、女医、現代劇女優それぞれの先駆者の幸田延子、幸子姉妹、吉岡弥生、
松井須磨子が紹介されている。このように、女性の服装、職業技能、教育、
社会で活躍する人物の紹介を通して、俊子は女性の社会進出を強調している
ことが窺われる。
次に、
『新光雑誌』に発表された 1 篇を見てみよう。

資料⑧「就中日婦女提携而言」（「中日女性の提携について」
、1940 年 10

月 10 日）は北京の『新光雑誌』第 1 巻第 7 期の「婦女問題」欄に掲載され

ている。この文章では、中日家庭における女性の地位、婦人解放の立場から
の政治活動、女性の性格などを比較した。
「中国婦人は政治知識、政治活動、
政治経験の面で、日本婦人より進んでいる。日本婦人は芸術、技術の面で中
国婦人に勝る。中日両国の婦人はお互いに長所を取って短所を補うことが必
要である」というようにそれぞれの長所短所を述べ、中日女性の連携を主張
した。

佐藤俊子「就中日婦女提携而言」
復刻版『新光雑誌（第 2 冊）』北京：
線装書局、2007 年、575 頁より（一
橋大学附属図書館所蔵）

佐藤俊子「日本婦女的職業」復刻
版『 婦 女 雑 誌（ 第 1 冊 ）』 北 京：
線装書局、2008 年、204 頁より（一
橋大学附属図書館所蔵）

田村（佐藤）俊子の北京時代における中国語文章（1940 年）について（上）（朱彩雲）
最後に、
『婦女雑誌』に発表された 1 篇である。

資料⑨「日本婦女的職業」（1940 年 10 月 15 日）は、北京の『婦女雑誌』

第 1 巻第 2 期の文芸欄に掲載されたものである。この文章では、北京で日

本人が経営する商店で働く中国人の男性店員が、日本人の女性店員を軽視す
るという現象から、中国職業女性と比較しながら、日本職業女性の発展状況
と社会地位の変化を紹介した。

三、掲載先の『婦女新都会』、『新光雑誌』、『婦女雑誌』
この 3 つの掲載先は、日本占領下の天津・北京を含む華北地域における親

日系、都市女性向けの新聞・雑誌だと考えられる。その基本的な情報を表 2
に整理してみた。

表 2：北京時代の佐藤俊子による寄稿文の掲載紙誌
類別

『婦女新都会』
新聞（画報）

刊行

1938 年 5 月～？（毎週
火、土曜日の 2 回発行、
1942 年 1 月 5 日から日
刊に変更、1943 年？月
から『婦女日報』に改
11
名。
）

場所

天津

責任者

『新光雑誌』
雑誌

『婦女雑誌』
雑誌

1940 年 4 月 10 日創刊号
～ 1945 年 1 月 1 日終刊
1940 年 9 月 15 日創刊号
号（最初は月刊であるが、
～ 1945 年 7 月 15 日終
1944 年 2 月 11 日の第 5
13
巻第 4 期から旬刊になっ 刊号（月刊誌）
12
た。
）
北京

北京

社長は尹梅伯。編集は方 発行人は尹梅伯。編集長
14
編集長は趙今吾 。
竹筠。
は雪蘆。

11 『婦女新都会』1941 年 12 月 31 日第 1 版「本刊緊要啓事」に、本報は 1938 年 5 月
『新
から創刊したもので、1942 年 1 月 5 日から日刊になると書かれている。また、
』第 4 巻第 3 期（1943 年 3 月 10 日）の 2735 頁に、『婦女日報』
光雑誌（第 6 冊）
の原名は『婦女新都会』だと記載されているが、1943 年のいつから『婦女日報』
に改名したのか不明である。

12 『新光雑誌』の終刊時期について、1944 年 4 月や 1945 年 4 月という説があるが、
『新
』の 3480 頁には、
1945 年 1 月 1 日（第 7 巻第 12 期）まで存在する。
光雑誌（第 7 冊）
また、旬刊になったのは、1944 年 2 月 11 日（第 5 巻第 4 期）である。
13 最初は毎月の 15 日から発行したが、途中、1941 年 5 月から出版日を 15 日から 1
日に変えたことがある。

14 『婦女雑誌』の編集長について、林慰君だという従来の説に対し、周潔（2018：28）
（注
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3.1『婦女新都会』と『新光雑誌』
『婦女新都会』についての研究論文は見当たらず、
『新光雑誌』については、
趙亮（2011） しか確認できないが、ほかには、研究論文ではないが、この 2
15

つのメディアに言及する記述が散見される。

『婦女新都会』と『新光雑誌』はどちらも尹梅伯（北京私立育青女子高級
職業学校校長）が主宰している。両者は姉妹関係にあり 、創刊宗旨は同じ
16

だ

17

と指摘される。また、張泉によれば、
『新光雑誌』は、伝統的な文化道

徳を回復するのが編集者の創刊宗旨であり、
「旧道徳、旧礼教を提唱する」
意図は当局の「東方固有の文化道徳を中心とする」奴隷化教育と一致してい
る 。
18

3.1.1『婦女新都会』（画報）
創刊時期
注目すべきことは『婦女新都会』の創刊日について、1939 年 6 月 21 日と

1939 年 6 月 26 日という 2 つの説があるという点である。侯福志（2016）には、
「1939 年 6 月 21 日に、「天津特別市公署新聞事業管理所」の許可を得て『婦
女新都会画報』が創刊された」 とある。一方、中国国家図書館所蔵の『婦
19

24 の文献）では、林慰君は『婦女雑誌』を編集したことがなく、『婦女雑誌』の編
集長は趙今吾だと指摘した。

『婦女雑誌』第 2 巻第 3 期（1941 年 3 月 15 日）の編集後記には、前任の編集長は

ほかの職に転じたという記述がある。また、
『婦女雑誌（第 5 冊）』の「母親懇談会」

（1912 頁）及び「本刊基本作家座談会」（1929 頁）の出席者に、趙今吾編集長と書
かれている。

15 趙亮「華北淪陥時期北平女性期刊研究―以《新光》雑誌為個案」東北師範大学
修士論文、2011 年
16 侯福志「婦女新都会画報」『劉雲若社会言情小説経眼録』上海遠東出版社、2016 年、
363 頁。
また、
『新光雑誌』の誌面にもそう記述されている。

17 周葱秀 / 涂明「華北淪陥区的期刊」『中国近現代文化期刊史』山西教育出版社、
1999 年、506 頁
18 張泉『抗戦時期的華北文学』貴州教育出版社、2005 年、124 ～ 125 頁
19 侯福志、前掲書、363 頁

田村（佐藤）俊子の北京時代における中国語文章（1940 年）について（上）（朱彩雲）
女新都会』マイクログラフィーに付けられた説明によると、創刊は 1939 年

6 月 26 日であり、停刊日は不明である。マイクログラフィー目録は以下の

通りである。

第 1 巻 1939 年 7 月 26 日～ 1942 年 7 月 31 日

第 2 巻 1942 年 8 月 1 日～ 1943 年 2 月 10 日

第 3 巻 1943 年 2 月 11 日～ 1943 年 3 月 24 日

しかし、
『婦女新都会』1941 年 12 月 31 日第 1 版「本刊緊要啓事」に、本

報は 1938 年 5 月から創刊したものだと記述されている。現状では、創刊号

は 1939 年 6 月 21 日なのか、1939 年 6 月 26 日なのか、あるいは 1938 年 5
月なのか確定できない。
記事の内容と寄稿者

張泉（2005：126） は、文化経営者にとって、画報、画刊は植民統治にお
20

いて大衆を引き付ける方式の一つである。その中で、『婦女新都会』などは
文学性のある新聞として注目すべきだと述べている。
毎号の『婦女新都会』は第 1 版から第 4 版まで構成される。記事の内容

について、侯福志（2016：363） は以下のように述べている。
21

第一版は北京、天津、上海の有名女性の写真を載せている。そして、女
性問題をめぐって一、二篇の長文を掲載する。教育、社交、就職、恋愛、
結婚、家庭、服装、人生観、夫婦関係、家庭育児の内容が含まれている。
そのなかの多くの観点は面白くて、観念的にも革新的なニュアンスがあ
る。第二版の内容は第一版と同じであるが、ただ文章が短く、コラムが
多く、内容が豊富である。「談男人」
（男性を語る」コラムが置かれてい
る。第 7 期から「老密斯信箱」
（経験豊かな女性による若い読者からの
投書への応答）が増設され、恋愛問題に苦悩する青年読者のためにアイ

ディア、方法を考えるようになった。また、
「中国現代的な女性作家を
記述」シリーズでは、著名作家の丁玲、
緑漪（蘇梅）などを紹介している。
20 張泉、前掲書
21 侯福志、前掲書
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（略）第二版にも文芸作品というコラムが設けられている。（略）第三版
は有名人の逸話、ダンサーやスターのニュース、映画情報、芝居評論な
どの内容がある。（略）第四版は芝居、小説連載及び大量の広告である。
これ以外にも、
『婦女新都会』には日本人の平塚明子、菊池寛などの作品
が掲載されていることを補足しておきたい。
『新光雑誌』との共同寄稿者は、
雪蘆、温念慈などがいる。雪蘆は『新光雑誌』の編集長であり、
『婦女新都会』
の「男性を語る」欄に雪蘆の文章が多く見られる。
また、筆者は、中国国家図書館所蔵の『婦女新都会』マイクログラフィー
を閲覧したところ、1942 年 1 月 5 日から日刊になってから、内容構成はそ
れまでと大きく変わり、大東亜戦争の情勢などの内容が大幅に増えたことに
気づいた。

3.1.2『新光雑誌』
以下は『新光雑誌』についての評価、コラムと寄稿者を紹介する。
趙亮
（2011：4） は『新光雑誌』の性質について、
以下のように記述している。
22

華北淪陥時期において、日本統治者が奴化教育宣伝を推進するために、
日本統治者の支持のもとで創刊された大手の総合的な女性月刊誌であ
る。政治の面で日本統治者に奉仕する傾向がある。内容の面で親日で婦
徳を宣揚する。組織の面で日本統治者と緊密な関係を持っている。
また、周蕾 / 劉寧元（2016：246）は、
『新光雑誌』について、太平洋戦争前、

時事的な政治にあまり関係なく、政治性より学術性が重視され、掲載された
文章は「五四」運動以来の女性解放思潮を帯びていた。しかし、太平洋戦争
後、忠実に敵偽の政治のために奉仕するようになったと指摘している 。
23

22 趙亮、前掲論文、4 頁を参照。
23 周蕾 / 劉寧元『抗戦時期中国婦女運動研究（1931 － 1945）』首都経済貿易大学出版社、
2016 年、246 頁

田村（佐藤）俊子の北京時代における中国語文章（1940 年）について（上）（朱彩雲）
コラムと寄稿者
コラムについては、
「専載」、
「婦女問題」
、
「論著」
、
「文藝」
、
「採風録」
、
「家政」
、
「譯術」
「戲劇」（演劇）、
、
「小説」、
「新女性講座」欄等がある。その中で、
「専載」
欄には周作人、文芸欄には章克標の文章が多く掲載されている。沈啓無（周
作人の弟子）や、顔潔、温念慈などの投稿文も見られる。また、編集長の雪
蘆はしばしば上海から寄稿している。
寄稿者の中で、芳君（関露、中共地下党員）という筆名があることに気づ
いた。関露は佐藤俊子が主宰した『女聲』の編集者であり、俊子の最も重
要な助手でもある。『新光雑誌』に掲載された関露の文章は、芳君「女性文
藝與婦女問題」（女性の文芸と女性問題）第 4 巻第 6 期（「新女性講座」欄、

1943 年 6 月 10 日）である。不思議なことは、この文章は、『女聲』第 2 巻
第 12 期（1943 年 4 月 15 日）評論欄に掲載された、芳君「従関於女性的文

藝講到婦女」（女性の文芸から女性を語る）という文章とは、内容は全く同

じである。
『新光雑誌』に掲載された関露のその文章は、関露自身が投稿し
たのか、『新光雑誌』が『女聲』から転載したものなのか不明である。
『新光
雑誌』には、関露のその文章を転載したという記述が見当たらない。
日本人の場合、佐藤俊子以外に、菊池寛、奥野信太郎、宮本百合子、石川
達三、吉屋信子、夏目漱石などの作品も掲載されている。

3.2『婦女雑誌』（北京）
上海でも同名の『婦女雑誌』
（1915 ～ 1932）があるが、
北京の『婦女雑誌』

はそれと異なり、日本勢力をバックグランドとする雑誌である。その発行期
間、発行量は日本占領下の華北地域の女性刊行物の中で一位である 。
24

しかし、上海の『婦女雑誌』が盛んに研究されるのに対して、北京の『婦
女雑誌』についての研究は決して多くない。
『婦女雑誌』の宗旨は、「女性の生活に対する興味の向上、家庭生活におけ
る活動の活発化、女性間での知識と教育に関するコミュニケーションの促
進」 と書かれている。武徳報社が発行した権威ある 6 つの雑誌に、
『婦女雑
25

24 周潔「華北淪陥区日偽文化政策与雑誌話語因応―以《婦女雑誌》為中心」湖南師
範大学修士論文、2018 年、21 頁を参照。
25 『婦女雑誌（第 1 冊）』2 頁。中国語の原文：「提高婦女生活的興趣 增強家庭生活的
活動 溝通婦女間的知識與教育」

297

298

『人文

社会』第 1 号

誌』が含まれており、その総販売代理会社は華北文化書局である 。華北文
26

化書局は日本占領下の華北地域の雑誌の出版センターであり、武徳報社とは
同じく日本占領下の華北地域における宣伝機関であり、責任者は管翼賢であ
る 。
27

『婦女雑誌』はどういう雑誌なのかについて、羽田朝子（2018：98）は以

下のようにまとめている。

『婦女雑誌』は 1940 年 9 月から終戦間近の 1945 年 7 月まで 5 年近く発

行され、日本占領下における婦人雑誌としては刊行期間が最も長く、大
きな影響力をもっていたが、日本軍が設立した武徳報社の傘下にあった
ため、戦後しばらく「漢奸雑誌」とみなされ注目されてこなかった。し
かし現在では再評価が進み、政治に関する記事では日本の政策の影響を
色濃く受けているものの、女性に関する論説では政治と極力距離をとり、
男女の平等な関係性や、女性の教育の普及や家庭生活の向上を目指した
ものとして評価されている 。
28

コラムと寄稿者
主なコラムとしては「論著」、
「問題討論」
「婦女與衛生」
、
（女性と衛生）
「婦
、
女與職業」
、
「婦女與児童」、
「研究」、
「家庭之頁」
、
「節育講座」
、
「訪問記」
、
「文
藝」、
「史評」「人物誌」、「漫画」などがある。また、読者信箱（読者投書欄）
や「問答」
（読者の質問に対する編者の回答）
、意見欄も増設された。
中国人の寄稿者には、史蒂華、顔潔、蔣果儒、梅娘、呉瑛、璇玲、雷姸、
尹梅伯、王賓孫などがある。
史蒂華の『婦女雑誌』へ寄稿文が 2 篇

29

ある。本名は董楽山で、上海の

26 『婦女雑誌（第 8 冊）』第 5 巻第 2 期、3231 頁を参照。そこには、武徳報社が発行
した 6 つの権威ある雑誌は、国民雑誌、婦女雑誌、中国文学、新少年、児童世界、
中華漫画であり、総販売代理会社は華北文化書局だと書かれている。

27 肖楠「華北淪陥区《婦女雑誌》期刊研究」江西師範大学修士論文、2014 年、12 頁
を参照。

28 羽田朝子「『婦女雑誌』に見える梅娘の女性観―近代的主婦像と『国民の母』」『現
代中国』第 92 号、2018 年、98 頁
29 ①史蒂華「生男呢？生女呢？」
『婦女雑誌（第 8 冊）第 5 第 2 期（1944 年 2 月 1 日、
3226 頁）、②史蒂華「信不信由你」
『婦女雑誌（第 8 冊）第 5 第 3 期（1944 年 3 月 1 日、
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Saint Johnʼs University の学生で、麦耶という筆名で、上海の『女聲』（佐藤

俊子主宰）
、
『雑誌』にも投稿した 。また、北京の『新少年』
、
『新民報半月刊』
30

への投稿もあった。
蔣果儒については、
『婦女雑誌（第 7 冊）』第 4 巻第 9 期（1943 年 9 月）
「華

中女作家作品特輯」に「秋雨裡的故事」が掲載されている。そこの作者紹介
には「江南人、北京語ができる。名義は宣伝部の専員で、
業務は
「御前記錄官」
。
多才能、作家。すでに 2 人の子供の母親だ」（3019 頁）とある。顔潔につい

ては、
『婦女雑誌（第 8 冊）
』第 5 巻第 2 期（1944 年 2 月）、第 5 巻第 5 期（1944
年 5 月）
、第 6 巻第 1 期（1945 年 1 月）への寄稿文が見られる。

上述した蔣果儒、顔潔の 2 人は、1942 年 3 月 18 日に南京で佐藤俊子と婦

女慈倹学会との座談会にも出席した 。
31

『婦女雑誌』は、呉瑛から梅娘、山丁へ、緣蕙

32

から蘇青への書簡

33

も載せ

ている。また、雷姸、梅娘、璇玲の作品が多く掲載されている。梅娘の夫の
柳龍光は『婦女雑誌』社の編集部長

34

である。璇玲は吉林女子師範学校梅娘

の同級生で、1940 年前後に北京へ居を移し、武徳報社の作家になった 。
35

王賓孫（新民会組織部員）は『婦女雑誌』へ「對於婦女回家去之我見」

36

などの寄稿文がある。『婦女雑誌』創刊号（1940 年 9 月 15 日）の朱重忠一「小

川正子女士的事蹟」という記事は、日本国立癩病療養所長島愛生園の女医で

ある小川正子の紹介で、王賓孫が主宰した『新婦女』（北京）第 2 巻第 3/4

期（1940 年 4 月）に掲載された「日本的新女性―關於小川正子女士的事蹟」
3284 頁）

30 涂曉華『上海淪陥時期《女声》雑誌研究』中国伝媒大学出版社、2014 年、170 頁を参照。
31 李蘊冰「本会挙行大東亜解放婦女座談会書感」『慈倹婦女』第 3 巻第 2 期、1942
年 3 月 25 日、3 ～ 8 頁。当日、蔣果儒は婦女慈倹学会の理事として出席した。
32 緣蕙は華北行政學院教授張壽林の夫人である。（出典：『婦女雑誌（第 9 冊）』第 5
巻第 12 期 1944 年 12 月号、3688 頁）
33 『婦女雑誌（第 8 冊）』第 5 巻第 4 期（1944 年 4 月 1 日、3314 ～ 3318 頁）の「迎
春書簡特刊」に掲載されている呉瑛「覆梅娘書」（第一信）、
「覆梅娘書」（第二信）、
緣蕙「關於離婚―並致蘇青女士―」である。

34 復刻版『婦女雑誌 ( 第 5 冊 ) 』第 3 巻第 3 期、1912 頁の座談会の出席者には本社
の柳龍光部長と書かれている。

35 張泉『植民拓彊与文学離散 「満州国」「満系」作家 文学的跨域流動』哈尓濱：
北方文芸出版社、2017 年、299 ～ 300 頁
36 『婦女雑誌（第 5 冊）』、1788 頁
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と同じ内容である。
また、
『婦女雑誌』に、清水安三の北京崇貞学園を紹介する記事

37

も掲載

されている。
日本人の寄稿者は佐藤俊子以外に村上知行、石川達三、林芙美子などが見
られる。その中で、村上知行の「妻と私」
（第 5 巻第 9 期 1944 年 9 月号「妻

と私

特集」に掲載されている）は、彼が『婦女雑誌』からの原稿依頼に応

じて書いたものである。また、村上も北京時代の佐藤俊子と交流があった人
物である。
ほかには、第 4 巻第 10 期に、「日本女性作家作品特輯」（岡本かのこ、窪

川稲子、林芙美子、中本たか子）が掲載されている。

おわりに
本稿は俊子の北京時代において、天津、北京をはじめとする華北地域の女
性新聞・雑誌に発表された中国語文章に注目し、彼女の中国語力、文章の内
容、投稿先である『婦女新都会』、『新光雑誌』
、
『婦女雑誌』を紹介した。し
かし、俊子がどのようにこの 3 つの投稿先と接点をもったのかについてはま

だ不明である。そのため、今後の課題として華北地域の女性刊行物の全体状
況の把握や華北地域のほかの刊行物において俊子の投稿があるかどうかの確
認を行う必要がある。

付録：資料⑨の翻刻と日訳
翻刻：日本婦女的職業
北京前門外一帶，日本人所經營之商店，類使用中國之男子與日本之女子
為事務員等，然據日本女店員稱，謂中國之男店員，恒輕視職業婦女，且時時
受其輕侮，故女店員恒因此而生不快之感，然此不但日本婦女惟然，即中國之
職業婦女，亦同此受其侮蔑，而意氣沮喪，中國婦女，獨立之觀念尚薄，故職
業婦女之問題，發達甚遲，是亦因一般輕視婦女之封建思想，未能脫除之故。
37 包鳳翔「崇貞学園特写―清水校長一手培養了二百餘青年」第 1 巻第 4 期、1940 年
12 月 15 日
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日本職業婦女之發達，勝于中國，其婦女為職業之分野亦廣，而種類亦多，
日本婦女人口，概有三分之一，從事職業勞動等事，故其技術進步，而有與男
子相匹敵之優秀技術。
日本之婦女，多受家庭壓迫，而不能脫去舊習慣，
一但外出從事職業之婦女，
類皆意志堅強，惹研求技術而不怠，以期不受男子恥辱，其此向上之心，故種
種部門之技術優秀婦女，輩出不窮，此亦婦女意志堅強之實証也。
日本職業婦女之增加係在第一次歐戰以後，婦女經濟獨立之自覺，漸次發
達，以前日本之男子，亦曾有封建思想，而輕蔑職業婦女，但最近則對於職業
婦女，已經理解而表同情，切日本女店員，因中國男子之侮蔑，發生憤□，亦
屬當然者也。
日訳：日本女性の職業
北京前門のはずれの一帯に、日本人が経営する商店が中国の男性と日本の
女性を事務員などとして採用している。しかし、日本の女店員によると、中
国の男性店員が職業女性を軽視し、しばしば軽蔑するので、女店員は不快感
を持っている。これは日本女性だけでなく、中国の職業女性も同じように侮
蔑されて、落ち込んでいた。中国女性は独立の観念がまだ薄いので、職業女
性の問題が発生するのはとても遅かった。これも女性を軽視する封建思想が
抜けていないからである。
日本の職業女性の発達は中国に勝る。その女性の職業分野も広くて種類も
多い。日本の女性の大体三分の一が職業労働等に従事しているので、その技
術は進んでいて、男性に匹敵する優秀な技術がある。
日本の女性の多くは家庭からの圧迫を受けて、古い習慣から離脱できてい
ない。家から出て職業に従事する女性は、男性の恥辱を受けないように、み
な意志が強くて、向上心もある。それゆえ、様々な部門で技術を持つ優秀な
女性が輩出している。これも女性の意志が強い実証である。
日本職業女性の増加は第一次世界大戦以降である。女性の経済独立の覚悟
はだんだん発達してきた。以前、日本の男性も封建思想を持っていたので、
職業女性を軽視していた。しかし、最近は、職業女性に対して、理解して同
情の意を表すようになった。日本女店員が中国男性からの侮蔑に怒ったこと
も当然なのである。
（注：翻刻の時、原文と完全に同じようになれない一部の文字を適宜にほ
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かの字体に調整した。判読できない文字は「□」で示した。なお、資料⑨の
翻刻と日訳について、出版社の北京線装書局のご了承を得た。
）

〈研究ノート〉

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例
にみる公衆衛生行政の限界

米国法の分析と日本法との比較
島田裕平

竹下雄太

金田耕一

宮崎理紗

池田有梨奈

目次：括弧内担当者

• はじめに（島田）
•【翻訳】ジェイコブソン対マサチューセッツ州（金田）
•【翻訳】サウスベイ・ユナイテッド・ペンテコステ教会対ニュー
サム（池田）

•【翻訳】カルバリー・チャペル・デイトン・バレー対シソラック（竹
下）

•【翻訳】ローマ・カトリック教会ブルックリン教区 , ニューヨー
ク対アンドリュー M. クオモ , ニューヨーク州知事 差止命令に
よる救済の申立て（宮崎）

• 警察権限の限界と司法審査の限界 ―米国における議論の検討―
（島田）

• 日本における宗教活動の自由と行政の関わりをめぐる変容の可能
性

―米国の最新判例からの検討―（金田）

はじめに
COVID-19 の世界的な流行に当たり、各国は競うように感染症対策を行っ

ている。地域ごとに具体的なレベルでの政策は当然異なるが、問題となって
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いる感染症は根本的には同じものであり、海外の議論を取り入れることは有
用だと考える。そこで本稿では米国重要判例と最新判例の翻訳とそれに対す
る法学上の議論の紹介、日本法との対比を試みる。
本稿は東京大学の学生を中心とする自主ゼミ有志により執筆された。医事
法ゼミは、医療系学生及び法学系学生の有志による自主ゼミで、医療に関す
る法律関係への理解を深めることを目的とし、2020 年 5 月から 7 月にかけ

て実施された。『医事法判例百選 第 2 版 』に掲載されている判例を扱い、医
i

療系学生が医療的観点の、法学系学生が法的観点の発表を担当し、医療法律

双方からの議論を重ねた。また、医事法ゼミからの発展として、2020 年 8
月より『Public Health Law 』の輪読会を開催している。公衆衛生法は日本に
ii

おいて発展途上の学問分野であるが、アメリカでの事例に触れ公衆衛生政策
のあり方を知るとともに、日本においてどのように適用されるかなどについ
て議論を深めている。
学生主体の発展途上のゼミとして、まず可能な活動は、海外一次文献の紹
介であった。本稿に四つもの翻訳を掲載したのは、雑誌の電子媒体という利
点を生かして、正確な議論の輸入が重要かつ有用だと考えたからである。
本稿で検討する三つの最新判例は、いずれも宗教活動の自由の問題が含ま
れたものである。COVID-19 のパンデミックコントロールについて米国に
おいてこれまで主に争われたのは、このほかに中絶や言論の自由の問題であ

ると指摘されている 。そのいずれもが単独でも非常に議論を呼ぶ論点であ
iii

り、未知の感染症の急速な拡大という特殊な状況を背景に、従来の枠組みや
結論を鋭く争っている。
このような状況のもと、宗教活動の自由という極めて重要な法益を、州政
府の感染症対策というこちらも極めて重要な権限の下でどのように確保して
いくかの過程は、検討の価値があると考える。なぜなら警察権限 が公衆衛
iv

生の保護など緊急的な事態において広く認められるという議論は合意を得や
すいものの、その制約方向での議論については未だ検討の過程にあるからで
ある。パンデミック下における政府の警察権限の範囲についての議論は、こ
の意味で日本においても意義があるといえよう。
他方で、日本における宗教活動の自由に注目してみると、憲法上同等に保
障されながら、パンデミック下での行政との関係は、紹介するアメリカでの
事例とは全く異なっている。このことを、新型コロナウイルス感染症に対処
している公法の体系から、コロナ禍で宗教団体が置かれてきた状況や社会情

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
勢と確認していくことで、日米での違いと、今後いかなる問題が起こりうる
可能性があるか、アメリカ法との比較という形で検討を行う。
以下ではまず、米国公衆衛生法の最も重要な判例ともいわれる Jacobson
v

判例、それに続いて 2020 年に COVID-19 のパンデミックの中で下された

三つの連邦最高裁判例の翻訳を示す。続いてこれらの判例がどのように位置
づけられ、どのように理解されているのかを米国の議論を中心として説明す
る。最後に、それまでの議論を日本法のそれと比較検討する。

なお、翻訳部分では原注に脚注を付し、訳者注には文末注を用いている。
また、翻訳判例引用部において原判例における強調記号の省略が行われた旨
の記述が多数あったが、省略した。

注

i
ii
iii
iv
v

『医事法判例百選

第二版』
（2016）
LAWRENCE O. GOSTIN; LINDSAY F. WILEY. PUBLIC HEALTH LAW: POWER,

DUTY, RESTRAINT (3d ed.2016)
Daniel Farber, The Long Shadow of Jacobson v. Massachusetts: Public Health,
Fundamental Rights, and the Courts, 57 SAN DIEGO LAW REVIEW. 833 (2020)
本稿では Police Power の訳語として警察権限を用いている。
Gostin, supra note 2, at 121.
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ジェイコブソン対マサチューセッツ州
（Jacobson v. Massachusetts）
—No. 70.—
合衆国連邦裁判所

197 U.S. 11*; 25 S. Ct. 358 **; 1905 U.S. LEXIS 1232 **; 49 L. Ed. 643
概

要：

1902 年当時、マサチューセッツ州には、市町村の保健委員会の判断で、

全住民への予防接種の強制（強制接種）を認める州法が存在し、例外要件

に該当しないのに強制接種を拒んだ者には 5 ドルの罰金刑が用意されてい

た。天然痘の流行を受けて、マサチューセッツ州ケンブリッジ市の保健委員
会はこの州法の規定に基づき、指名した医師に予防接種を実施する権限を与

えた。これに対して、かかる強制接種を拒んだ Jacobson は刑事告訴された。

マサチューセッツ州の下級裁判所は、被告 Jacobson の無罪の主張を認めず、

Jacobson は有罪となり、5 ドルの罰金刑が宣告された。その後、州の最高司
法裁判所まで上訴されたが、第一審判決が支持され、5 ドルの罰金と、さら

に罰金が支払われるまでの間収監することまで認めた。これに対して合衆国

憲法修正第十四条の適正手続条項に反するとして Jacobson の裁量上訴が連
邦最高裁判所になされた。連邦最高裁は請求を棄却した。
シラバス：
アメリカ合衆国は、憲法の前文からその実質的な権限を導出していない。
憲法に宣言された目的を達成するためには、前文とは別に、実質的な権限が
憲法の前文以外に規定されているか、または、明示的な委任から、適切に読
み込むことができる場合を除き、いかなる権限も行使することはできない。
憲法の精神は、憲法典の字面以上に尊重されるべきであるが、その内容は、
主として言葉の意味するところから把握されるべきである。
州法の合憲性が問題となる場面において、
州裁判所における証拠の排除は、
厳密には連邦法上の問題を提起するものではないかもしれないが、最高裁と
しては、州法の下での無能力または重要性の欠如を理由とするそのような証

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
拠の排除を、州裁判所の意見の意義とその射程を示すものとして、考慮する
ことができる。
州の警察権限は、立法過程を経て直接制定されたものであって、州の領域
内でかつ他州の州民に影響を及ぼさない事柄に対して、公衆の健康及び安全
の保護に関する事柄にも及ぶ。
一方で州・地方自治体による規制は、たとえ州の認められた権力に基づい
ていたとしても、合衆国憲法の下で連邦政府が有するなんらかの権限の行使
と矛盾する場合には、常に劣後するものであるが、合衆国憲法に違反してい
ない限り、また、合衆国憲法よって付与された、または確保された権利が侵
害されていない限り、警察権限の行使方法や態様は、州の不正や抑圧を防止
するために裁判所による干渉が正当化されるような、恣意的で抑圧的な方法
で行使されていない限りで完全に州の裁量の範囲内である。
合衆国憲法により保障される自由は、個人に対して、いかなる時でもいか
なる場面であっても制約を受けない絶対的な権利を与えるものではないし、
また、一人の個人や、ある共同体に居住してその地方政府の利益を享受して
いる少数の人々が、州の権限によってその行動を支援されている場合に、大
多数を支配する力を持つべきであるという要素をもたらすものでもない。
強制予防接種法を制定することは州の警察権の範囲内であり、予防接種が
天然痘の予防や公衆衛生の保護のための最良の方法であるか否かを一義的に
判断するのは裁判所ではなく、立法府の役割である。
特定の状況下では子どもが強制予防接種法の運用から除外されているとい
う事実には明らかな理由があるものであるが、
このような事実があろうとも、
法がすべての成人に平等に適用されている場合には、成人に対する法律の平
等な保護を否定することにはならない。
マサチューセッツ州の最高裁判所は、同州の強制接種法が、成人がその時
点で対象者に適していなくても、あるいは予防接種が健康を著しく害したり、
死亡の原因となる場合であっても予防接種を受けなければならないとする絶
対的なルールを確立しているわけではないとする。この法廷では、地域社会
に居住し、予防接種の対象者に適した成人については、修正第十四条の下で
の個人のなんらの権利も侵害していないとして、同法は無効ではないとして
いる。
この事件は、合衆国憲法の下で、予防接種に関連するマサチューセッツ州
の法律の特定の条項の有効性の問題を含んでいる。
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The Revised Laws of that Commonwealth chapter75, section137 は、「市や

町の保健委員会は、公衆衛生や安全のために必要であると考えられる場合、
その意見に基づき、すべての住民の予防接種と再接種を要求し、実施し、無
料の予防接種の手段を提供しなければならない。21 歳以上で後見人の下に

ない者が、その義務を拒否したり、怠ったりした者は、5 ドルを没収する」

と定めている。

例外は §139 が定める、
「登録医による署名入りの証明書を提示した子供

はワクチン接種の対象外となる」というものである。

上記の法令に基づき、マサチューセッツ州ケンブリッジ市保健委員会は、

1902 年 2 月 27 日、以下の規則を採択した。「ケンブリッジ市では天然痘が
ある程度流行しており、現在も増加傾向にあり、この病気を迅速に駆除する
ためには、予防接種で保護されていないすべての人が予防接種を受ける必要
があり、委員会の意見として、公衆衛生と安全のためには、1897 年 3 月 1

日以降に予防接種を受けていない市のすべての住民の予防接種または再接種
が必要である」
その後委員会は、2 月 27 日の委員会の特別会合で示された方針通りに、

指名された医師に予防接種を実施する権限を与える追加の規則を採択した。
上記の規則が施行されて、上訴原告は、マサチューセッツ州の下級裁判所
に刑事告訴された。訴状によれば、1902 年 7 月 17 日、ケンブリッジ市保健

委員会は、公衆衛生と安全のために必要であるとの見解から、1897 年 3 月

1 日以来ワクチン接種を受けていないケンブリッジ市の住民全員のワクチン
接種と再接種を要求し、被告は 21 歳以上で被後見人の立場でもないところ、
ワクチン接種の要求に従うことを拒否し、怠ったという。

公判廷において Jacobson は無罪を主張した。検察側は、保健委員会が採

択した上記の規則を証拠として提出し、保健委員会の委員長が被告人に、予
防接種を拒否することで、法律に定められた罰則が発生し、起訴されること、
被告人に費用をかけずに予防接種を行うことを申し出たこと、そしてその申
し出を断って、被告人が予防接種を拒否したことを示す証拠を提出した。
検察側は他に証拠を提出せず、これに対し被告人は数多くの証拠提示を申
立てた。しかし、公判では、被告人の申立てた事実はいずれも実質的証拠能
力がないと判断し、それら証拠をすべて排除した。
被告人は、提出した証拠の採用を求めると共に、根拠を示さずに陪審員に
多くの主張をしたが、その中には次のようなものがあった。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
・section137 of chapter 75 of the Revised Laws of Massachusetts は、合衆
国憲法の前文によって被告人に保障された権利を逸脱し、前文で宣言され
た憲法の目的を破壊し、陥れる意図がある。
・当該条項は、合衆国憲法修正第十四条によって被告人に保障された権利
を毀損するものであり、特に、いかなる州も合衆国民の特権または免責を
奪う法律を制定または執行してはならず、また、法の正当な手続きなしに
生命、自由または財産を奪ってはならず、また、法の平等な保護を管轄内
のいかなる者に対しても否定してはならないと規定する修正条項の規定に
反する。
・当該節は合衆国憲法の精神に反している。
被告人の各嘆願は退けられた。被告人は裁判所に対して無罪の評決を出す
よう陪審員に指示することを求めたが、裁判所はこれを認めなかった。そし
て、裁判所は陪審らに対して、証拠採用の認められた証拠が州法に則ったも
ので、被告人が罰金刑に相当するものと合理的疑いを超えて証明されたと考
える場合は、有罪の評決を出すべきと実質的に命令した。その結果、有罪の
評決が下された。
その後、事件はマサチューセッツ州の最高司法裁判所の意見を求めて上訴
された。同裁判所は、被告人が、ワクチンの強制接種の対象の例外に該当す
るとの主張をすべて却下し、第一審の判断を支持し、その後、陪審員の評決
に従って、裁判所は 5 ドルの罰金の支払いを宣告した。さらに裁判所は、罰
金が支払われるまで、彼を収監することを命じた。
上訴原告側弁護士の主張
警察権限を根拠に州がその住民に予防接種を強制する権利は、未だ決定さ
れておらず、連邦最高裁 の Lawton v. Steele 判例において検討されていない

とは言い切れない程度である。上訴原告としては、その他に連邦最高裁にお
いて予防接種の問題が検討された事例は見受けられない。合衆国における予
防接種法制を見ると、以下のように、連邦の 34 州（アラバマ、アラスカ、

カリフォルニア、コロラド、デラウェア、フロリダ、アイダホ、イリノイ、
インディアナ、アイオワ、カンザス、ルイジアナ、メーン、ミシガン、ミネ
ソタ、ミズーリ、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ニュー
ジャージー、ニューヨーク、ノースダコタ、オハイオ、オレゴン、ロードア
イランド、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ユタ、バーモンド、ワシン
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トン、ウェストバージニア、ウィスコンシン）には予防接種を強制する法が
ない。
強制接種規定のある州以下の通り：コネチカット、ジョージア、ケンタッ
キー、メリーランド（児童対象）、マサチューセッツ、ミシシッピ、ノース
カロライナ、ペンシルベニア（の中規模都市）、サウスカロライナ、バージ
ニア、ワイオミング。
以下の 13 州は、未接種児童に公立学校への通学を認めていない：カリフォ

ルニア、ジョージア、アイオワ、メーン、マサチューセッツ、ニューハンプ
シャー、ニュージャージー、ニューヨーク、オレゴン、ペンシルベニア、ロー
ドアイランド、サウスダコタ、バージニア。

4 分の 3 の州は法的制裁を伴う予防接種の強制政策を導入していない。少

なからぬ州が強制接種を導入しているが、
ユタ州とウェストバージニア州は、
このような制度を導入しないと明示している。
天然痘は、かつてのような災難ではなくなり、予防接種よりも衛生と隔離
に頼る傾向が強まっている。ワクチン接種の規定を設けていない州が、ワク
チン接種を強制している州よりも天然痘に悩まされているわけでもない。毎
年この国に入国する移民の大部分の玄関口であるニューヨーク州でさえ、国
民に予防接種を強制することはしていない。諸外国をみると、オランダでは
近時、女王が強制予防接種法の廃止を推奨している。ニュージーランドには
予防接種法がなく、スイスは国民投票により強制接種を廃止している。

The English Law, 61 &62 Vict., ch. 49 では、子供の予防接種のみ罰則付き

で規定するほか、国民に対し、特別な予防接種対象を定めるに過ぎない。

ch. 299, Laws of Minnesota of 1903 の予防接種の廃止や、1901 年のラフォ
レット知事の vaccination law of Wisconsin に対する拒否権行使の例を参照。
1904 年、ブラジルでは強制接種を導入する試みに対して暴動が起きている。
公立学校からの未接種児童の排除に関する規定を中心に判断された予防

接種法に関する州裁判所の判決について Bissell v. Davison, 65 Connecticut,

183; Abell v. Clark, 84 California, 226; State v. Zimmerman, 86 Minnesota,
353; Osborn v. Russel, 64 Kansas, 507; Potts v. Breem, 167 Illinois 67; Duffield
v. Williamsport School District, 162 P. St. 476; State v. Burdge, 95 Wisconsin,
390; Re Rebenack, 62 Mo. App. 8; Blue v. Beach, 155 Indiana, 121 を参照。強
制接種法一般について検討した裁判例は State v. Hay, 126 N. Car. 999; Morris
v. Columbus, 102 Georgia, 792; Re William H. Smith, 146 N.Y. 68 のみである。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
これらの事件はいずれも、本件ほど極端な判決ではなく、予防接種を受け
ていない子供は公立学校に通ってはならないと規定する規律は、成人市民の
予防接種を強制する規律とは大きく異なっている。
警察権限につき認められる機能については 4 Blackstone, 162; Cooleyʼs

Court. Lim. 704; Ham. & St. Jo. R.R. Co. v. Husen, 95 U.S. 465.470 参照。し
かし、かかる権限は自由を保障するためであって、自由を抑圧するためのも
のではない。Barbier v. Connelly, 113 U.S. 27; Lawton v. Steele, 152 U.S. 133.

強制接種法令は合理性を欠き、恣意的で、そして抑圧的な規定である。

比例原則に適合せず、法的制裁は非論理的で相当性を欠く。罰則について

English Act, 30&31 Vict., ch. 84 参照。Regina v. Justice, L.R. 17 W.B.D. 191、
Dutton v. Atkinson, L.R. 6 W.B. 373、Pitcher v. Stafford, 4 Vest. & S. 775、Allen v. Worthy, L.R. 5 Q.B. 163、Tebb v. Jones, 37 L.T. (N.S.)576. 子供は除外さ

れているので、強制接種規定は一般的な適用のある規律ではない。健康な身
体に病を強制的に接種させることは、自由の侵害にあたり、生命を維持する

権利は、人間の最も神聖な権利であり、Slaughter House Cases, 16 Wall. 36、

特別に連邦憲法の前文で規定されている。それに対して、予防接種により傷

害を負った場合、補償なしで損害を受けることになる。Miller v. Horton 152

Massachusetts, 546 参照。強制接種規定は刑事実体法の認知可能な刑法の原
則に反する。1 Bishop, §§204, 230,490, 513; Commonwealth v. Thompson, 6
Massachusetts, 134. 強制接種に違反した成人は罰則が科されるのに対して年

少者が免除されるという免除規定は違憲である。合理的でない区別の例とし
て M.,K. & T. Ry. Co. v. May, 194 U.S. 267; Gulf, Colo. & S.R. v. Rllis, 165 U.S.

150.

上訴原告は以前の予防接種により重篤な副作用が生じたことを示そうとし

ていたのであって、ここから、彼の身体はワクチンのウイルスの毒性に対し
て敏感であることが示唆される。息子が同様の症状を持っていることから
は、ワクチン物質の導入に反発するような遺伝的な体質が存在することが示
唆される。上訴原告が、予防接種が彼に致命的な影響を与える可能性がある
という医師の意見を提出していたとしても、法律はそのような抗弁を認め
ず、かかる証拠は排除されなければならなかった。強制接種法自体が、その
圧迫的で不合理な性格があることを認めている。このような弁護・主張が排
除されている場合、それは法の正当な手続き保障がなされているとは言えな
い。そのような弁護・主張が、子供の保護を求めるために親が主張すること
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は認められるのに、その親自身の保護を求めるためは主張が認められない場
合、それは法の下の平等が保障されているとは言えない。権利は、法の正当
な手続を経ることなく原告の自由を奪うような重要かつ基本的な性格のもの
である。かかる権利は、実質的デュープロセスを経ないで原告の自由を奪う
場合には特に重視され、根本的な価値を有する。West v. Louisiana, 194 U.S.

258,262.

保健委員会は恣意的権力を有効にし、予防接種の必要性と方法を決定し、

聴聞機会が付与されるという原告の権利を制限しており、したがって彼の
実質的デュープロセスを侵害するものである。Chi., M. & St. P v. Minnesota,

134 U.S. 318; Hagan v. Reclamation Dist., 111 U.S. 701.

強制接種規定はその必要性の程度から正当化されるものではない。Miller

v. Horton, 152 Massachusetts,546; Am. School of Healing v. McAnnulty, 187
U.S. 94.

上訴原告にはワクチンとその効果について存在した証拠を示す権利が認め

られる。
上訴被告側の司法長官及び担当弁護士の主張
今回、有罪判決が憲法の精神または前文に反していたかは争点となって
いない。州の立法府の立法行為とその下での通常の手続き執行は、最高法
規の定める特定の禁止規定によってのみ覆されるべきである。Forsythe v.

City of Hammond, 68 Fed. Rep. 774; Walker v. Cincinnati, 21 Ohio St. 14,41;
State v. Staten, 6 Coldwell, 233, 252; State v Gerhardt, 145 Indiana, 439, 450;
State v. Smith, 44 Ohio St. 348, 374; People v. Fisher, 24 Wend 214,219; State
v. Moores, 55 Nebraska, 480 を覆す Redell v. Moores, 63 Nebraska, 219. 修正
第一条は州の行為には適用されない。Barron v. Baltimore, 7 Pet. 243, 247;
Eilenbecker v. Plymouth Co., 134 U.S. 31; McElvaine v. Brush, 142 U.S. 155,
158; Brown v. New Jersey, 175 U.S. 172; Capital City Dairy Co. v. Ohio, 183
U.S. 238; Lioyd v. Dollison, 194 U.S. 445.
連邦権力の行使に対抗して個人の基本的権利を保障する修正第五条の規定

が、修正第十四条の性質からして、合衆国国民の特権と免責とみなされるべ
きであると主張するのは、遅きに失した主張であり認められるべきでない。

Slaughter House Cases, 16 Wall. 36; Maxwell v. Dow. 176 U.S. 581.

上訴原告の特権および免責は、連邦政府の機構に接触する場合を除き、上

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
訴原告の所在する州が与えているものである。自州との関係において、上訴
原告は修正第五条や合衆国憲法前文の恩恵を受けていない。
公衆衛生を維持・保護するという疑いようのない権限として、予防接種が
天然痘の蔓延防止に有効かどうかを判断し、地域社会の福祉のために衛生状
態に疑いある個人の自由が劣後すると積極的に決定することは、各州の立法
府が行うべきことである。In re Smith, 146 N.Y. 68, 77; Powell v. Pennsylva-

nia, 127 U.S. 678,683.

本事件の法律は、健康政策として制定されたものであり、その目的と実質

的な関連性がある。
これとは対照的に、長屋での葉巻の製造を禁止する法律につき In re Ja-

cobs, 98 N.Y. 98、食品の販売に関連して物品を提供することを禁止する法律
につき people v. Gillson, 109 N.Y. 389、パン屋の従業員が一日に 10 時間以
上働くことを禁止する法律につき Peple v. Lochner,177 N.Y. 145 の反対意見

が比較対象となる。

このように、一見すると公衆衛生の保護を目的としており、不当に分類
せず機能しているような法律でありながら、真の意図を秘した立法がある
場合に限り、修正第十四条に違反することとなる。Mugler v. Kansas, 123

U.S. 623; Sentell v. New Orleans & c. Ry. Co., 166 U.S. 698, 704, 705; Hawker v.
New York, 170 U.S. 189, 192; Holden v. Hardy, 169 U.S. 366.
Lawton v. Steele, 152 U.S. 133, 136 においては、例示としてではあるが、
強制接種が警察権限の適切な行使だとされている。Morris v. City of Columbus, 102 Georgia, 792、及び State v. Hay, 126 N. Car. 999 も参照。
裁判所は、一般的な予防接種の有効性や有害性について、相反する専門家

の証言に耳を傾けることはできない。立法府こそが、反ワクチン主義者や医
療従事者の大多数が正しいかどうか判断する権限を持つ唯一の機関である。
公衆衛生、社会規範、安全のために個人に何を犠牲にしなければならない
か、立法府に広範な裁量権が認められることは、初歩的なことである。この
点上述した判例及び Booth v. Illinois, 184 U.S. 425; Austin v. Tennessee, 179

U.S. 343; Fertilizing Co. v. Hyde Park, 97 U.S. 659.

マサチューセッツ州の立法府は、住民に予防接種を義務づけ、拒否した場

合の適切な罰則を定める権限を有している。かかる立法の形式および上訴原
告への適用については、未成年者および被後見人を強制接種の対象から除外
することは、合理的な分類に基づくものであり、誰に対しても法の下の平等
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保障を否定することにはならない。統一的で一般的な法律の利点は、地方
の行政機関に裁量権を与えることによって最もよく達成される。Wilson v.

Eureka City, 173 U.S. 32; Health Department v. Rector of Trinity Church, 145
N.Y. 32.
完全に平等な法律は、最も不公平な法律になりうる。天然痘の有無にかか

わらず、また個々の健康状態に関係なく、特定の時期に州の全住民に予防接
種を義務づける法律や、立法府のみで一連の規則や規定を設けた場合は、必
然的に多かれ少なかれ非弾力的でならざるを得ないが、地方の公務員に一定
の裁量権を委譲する本件規律よりもはるかに公正ではないだろう。
一般的な予防接種の必要性と各個人の予防接種の時期の決定を地域の保健
委員会に委ねるのは賢明な立法である。仮に保健委員会が恣意的な態様で行
動し、合衆国憲法修正第十四条によって保護されている権利を個人から奪う
場合には、
そのような個別のケースでかかる保健委員会の行動は無効となる。
このように、本件規律は一般には適法であり、個人の人権を制約する特定の
場合には保護が働きうる構造である。Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 及び

Jew Ho v. Williamson, 103 Fed. Rep. 10 と、Williams v. Mississippi, 170 U.S.
213; Ex parte Virginia, 100 U.S. 399; Carter v. Texas, 177 U.S. 442; Tarrence v.
Florida, 188 U.S. 519 を比較のこと。
本件保健委員会の命令は、明らかに法令により与えられた権限の範囲内

である。Matthews v. Board of Education, 127 Michigan, 530; Potts v. Breen,

167 Illinois, 67; State v. Burdge, 95 Wisconsin, 390; Lawbaugh v. Board of Education, 177 Illinois, 572; In re Smith, 146 N.Y. 68; Wong Wai v. Williamson,
103 Fed. Rep.1; Wilson v. Alabama &c. R.R. Co., 77 Mississippi, 714; Hurst v.
Warner, 102 Michigan, 238 では、行政による規則が法令に比して広範であ

るとして範囲外だと判断している。これに対して規則が適法として維持され
た例として Field v. Robinson, 198 Pa. St. 638; State v. Board of Education, 21

Utah, 401; Blue v. Beach, 155 Indiana, 121; Bissel v. Davidson, 65 Connecticut, 183; Morris v. City of Columbus, 102 Georgia, 792. State v. Hay. 126 N.
Car. 999 では、裁判所は、陪審が被告の健康状態が予防接種を受けることを
安全でないと判断した場合、そのような状況下で被告に予防接種を行うこと
は、法律の恣意的な不合理な施行となるため、被告の不遵守が正当化される
十分な主張になると述べている。Abeel v. Clark, 84 California, 226; State v.

Bell, 157 Indiana, 25; State v. Zimmerman 86 Minnesota, 353; Matter of Wal-

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
ters, 84 Hun, 457 も参照のこと。

本件において保健委員会がとった行動は、連邦憲法の下での上訴原告の権

利を侵害するものではない。保健委員会による「不正な意図をもった」恣意
的な行動は、法の適正手続保障に対する否定につながる可能性がある。他の
大勢に対しては予防接種の要求を無期限に延期しながら、恣意的に一部の
人々に即座に予防接種を打つよう選ぶような場合、あるいは、行政府の裁量
権を濫用したような場合には、かかる態様は上述した判例にもあるように修
正第十四条に違反する可能性があるが、本件では恣意的な行使を窺わせる事
情は存在しない。裁量権の行使についても、一時的に出した予防接種の条件
について適切な判断を行うことができなかったことを窺わせる事情も存在し
ない。上訴原告に保健委員会によって要求された時期に予防接種を受けられ
なかった特別な理由があるならば、上訴原告はかかる理由を拒絶事由として
主張すべきであり、また、保健委員会がかかる理由を考慮しなかったならば、
原告はかかる理由を自身を保護するための防衛手段として主張すべきであっ
た。Penn. R.R. Co. v. Jersey City, 47 N.J.L. 286 参照。本件では法令が例外な
くあらゆる住民に予防接種と再接種を要求するものではなく、かかる事柄は
地方自治体の裁量に委ねられていた。これは、立法の方法としては、違法性
のない方法であった。Field v. Clark, 143 U.S. 649, 693, 694 参照。
裁判官：Fuller, Harlan, Brewer, Brown, White, Peckham, McKenna, Holmes,

Day

法廷意見：

Harlan 裁判官は、前述の判決を出した後、裁判所の意見を述べた。

現在問題となっているマサチューセッツ州法の特定のセクションが、合衆

国憲法前文によって保障された権利を侵害しているという主張については、
ここで詳細な議論をしない。前文は、人々が憲法を制定した目的を一般的に
示しているが、それが合衆国政府または、各部門に与えられた実質的な権力
の源泉と見なされたことは無い。このような権限は、憲法の本文で明示的に
付与された権限、および、そのように認められた権限から導かれるもののみ
を包含するものである。したがって、憲法の宣言された目的の一つは、合衆
国の主権の管轄権と権限の下ですべての人に自由の享受を確保することだ
が、前文とは別の明示の権限の移譲があるか、またはそこから適切に導かれ
る権限でない限り、合衆国は、その目的のために権限を行使することはでき
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ない。1 Storyʼs Const. 462.

また、制定法の上記のセクションが憲法の精神に反対しているという主

張も検討しない。 確かに、マーシャル裁判長が述べたように、
「法律の精
神、特に憲法の精神は、その字面に劣らず尊重されるべきであるが、精
神は主にその文言から集められるべきである」Sturges v. Crowninshield, 4

Wheat.122.202. 本件において、我々の判断を支配しなければならないと主
張されている憲法の条項の中の文言を、当裁判所がその単純明白な意味を超
えて解釈する必要はない。
州裁判所の判決に従い、制定法の範囲と効果は何か、それによってどのよ
うな結果をもたらすことを意図していたか、という論点には答える必要があ
る。
マサチューセッツ最高裁判所は本件で次のように述べた。「被告 Jacobson

によってなされた証拠の提供を考えてみよう。彼が証明するために提供した
主張の 9 番目は、ワクチンが何で構成されているかについてである。それは

制定法の基礎となった常識的な事実であり、その証拠は不必要で重要ではな
かった。13 番目と 14 番目は、上告人が当該接種条件に従うのを拒否すると

いうだけで、正しいとも意味があるとも思われないような、彼の個人的意見
に基づく問題を含んでいる。さらに、彼の見解は、当該法令の有効性に影響
を与えることはなく、その見解により接種免除される地位も与えられなかっ
た。Commonwealth v. Connelly, 163 Massachusetts, 539、Commonwealth

v. Has, 122 Massachusetts, 40、Reynolds v. United States, 98 U.S. 145; Regina
v. Downes, 13 Cox C.C. 111. 他の 11 の主張はすべて、ワクチン接種の有害、
または危険な影響の疑いに関わるものである。上告人は事実と主張する事項

を、「有力な証拠によって証明し、示すことを申し出た」それらはそれぞれ、
その性質上、個人の見解としてでなければ、真実として述べることができな
いようなものである。これらの提案を証明するために裁判所に提出できた唯
一の「有力な証拠」は、上告人の意見を伝える専門家の証言であった。個々
の症例の例示は有力とはいえないだろう。これらの主張を支持して証言する
ような医療専門職が見つかったと仮定し、かつ、Commonwealth v. Anthes,

5 Gray, 185 に述べられたように、法律に従って、制定法が合憲であるかど

うかについて陪審員に指示することが裁判官の義務となったと仮定すると、
その裁判官は常識的な事実との関係で証拠を検討する義務あった。そして常
識的な事実とは、裁判所が制定法の合憲性を考える際に常に考慮するもので

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
ある。その裁判官は、ほぼ一世紀の間、医療専門職のほとんどが、間隔を置
いて繰り返されるワクチン接種を天然痘の予防と見なしていたという事実に
関連して、この専門家の証言を考慮しただろう。医療専門職は、予防接種が
行われる際の不注意によって、もしくはそういった不注意がなくても、予防
接種をした個人に起こり得る被害の可能性を認識していたが、一般にそのよ
うな被害のリスクは非常に小さく、予防接種を慎重かつ適切に実施した場合
の利益と比較して、真剣に比較検討する問題ではないと考えている。そして、
医療専門職や人々が一般的に長い間これらの意見を受け入れてきただけでな
く、立法府と裁判所もほとんど足並みをそろえて、その考えに基づいて行動
してきている。上告人がこれらの主張を支持する専門家の証言を提出するこ
とを許可されていたとしても、結果は変わらなかっただろう。立法府が公共
の福祉が何を要求するかを自ら判断して当該法律を制定したことはその権限
を超えていたと、裁判所が判断することを正当化することにはならなかった
だろう。Commonwealth v. Jacobson, 183 Massachusetts, 242.

上告人の証拠提出を拒絶しただけでは、厳密には連邦の問題にはならない

が、制定法の下での証拠力の欠如、または非重要性を理由とした証拠の排除
は、州裁判所の意見においては、制定法の範囲と意味を示すものと見なすこ
とが妥当であろう。州裁判所の上記の見解を制定法の範囲を示すものであ
り、—そしてそれは私たちの義務でもあるが Leffingwell v. Warren, 2 Black,

599, 603, Morley v. Lake Shore Railway Co., 146 U.S. 162, 167, Tullis v. L.E. &
W.R.R. Co., 175 U.S. 348, W.W. Cargill Co. v. Minnesota, 180 U.S. 452, 466.―

当該調査の目的上、その規定では、少なくとも原則として、被後見人でない、
ケンブリッジ市の範囲内にとどまる成人は、保健委員会によって採択された
規則に従わなければならないと考えられる。したがって、そのように解釈さ
れた制定法は、州による侵害から合衆国憲法がすべての人に保障している自
由と矛盾しているのだろうか？
この制定法を制定する州の権限は、一般に警察権限と呼ばれるもの、つま
り合衆国憲法下で連邦になったときに委譲しなかった権力である。当裁判所
は、その権限の限界を定義しようとする試みを差し控えるが、検疫法およ
び「あらゆる形態の公衆衛生法（health law）
」を制定する州の権限を明確に
認めている。それは実際、その州内の問題にのみ関連し、通常の運用であれ
ば他の州の人々に影響を与えないすべての法律である。確立された原則によ
れば、州の警察権限は、少なくとも、公衆衛生と公共の安全を保護するため
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に立法が直接定める合理的な規制を包含するようなものでなければならな
い。Gibbons v. Ogden, 9 Wheat. 1, 203; Railroad Company v. Husen, 95 U.S.

465, 470; Beer Company v. Massachusetts, 97 U.S. 25; New Orleans Gas Co. v.
Louisiana Light Co., 115 U.S. 650, 661; Lawton v. Steele, 152 U.S. 133. 州は、

公衆衛生と公共の安全を保護するために、地方行政の目的で設立された地方
機関に何らかの適切な方法で権限委任することも事実である。これらの結果
を達成する方法は、当然ながら、連邦の権限に関する限りにおいて、州が定
めた規則や、州法の下で活動する地方機関によって採用された規制は合衆国
憲法に違反してはならず、また、憲法によって付与または保障された権利を
侵害したりしないという条件の下で、州の裁量の範囲である。地方での制定

法または規制は、たとえ州の認められた警察権限に基づいているとしても、
憲法で認められた連邦政府による権力の行使、または憲法が与えたり保障
したりする権利と抵触する場合は、常に譲歩しなければならない。Gibbons

v. Ogden, 9 Wheat. 1, 210; Sinnot v. Davenport, 22 How. 227, 243; Missouri,
Kansas & Texas Ry. Co. v. Haber, 169 U.S. 613, 626.

そこで、州裁判所が解釈したように当該法律が、憲法によって与えられた、

または保障された権利が侵害されているかどうかを検討する。上告人は、ワ
クチン接種の懈怠、拒否にたいして州が罰金または懲役を科すと、自身の自
由が侵害されると主張している。具体的には強制予防接種法は不合理で恣意
的で専断的であり、したがって、すべての自由人が自分の体と健康を自身が
最も良いと思うケアをするという固有の権利と敵対している。そして、ワク
チン接種に反対する人に対するそのような法律の執行は、どんな理由であ
れ、その人物への暴行にほかならない。しかし、合衆国憲法によって憲法下
のすべての人に保障された自由は、すべての人にいつ、いかなる状況におい
ても完全に制約から解放されるという絶対的な権利を意味するものではな
い。すべての人が公共善 (common good) のために、必然的に従わなければ

ならない多様な制約がある。他のいかなる根拠においても、組織化された社
会はその構成員にとって安全な形で存在することがなかった。一人ひとりが
自分自身の法であるという規則に基づく社会は、すぐに無秩序と無政府状態
に直面するだろう。全員のための真の自由は、たとえ他人に損害を与えよう
とも、自身の身体または財産に関して、各個人が自分自身のものを使用する
権利を認めるという原則の下では、実現されないのである。当裁判所は、
「州
全体の快適さ、健康、繁栄を保障するために、人の身体と財産は、あらゆる

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
種類の制約と負担にさらされること、すなわち自然人に関する限り、これま
でに認知された一般原則に基づき、疑いの余地なく行われる立法府の完全な
権限による制約と負担にさらされる」ことを基本原則として何度も認めて
いる。Railroad Co. v. Husen, 95 U.S. 465, 471; Missouri, Kansas & Texas Ry.

Co. v. Haber, 169 U.S. 613, 628, 629; Thorpe v. Rutland & Burlington R.R., 27
Vermont, 140, 148。Crowley v. Christensen, 137 U.S. 86, 89 において、私た

ちは次のように述べている。「いかなる権利の享有、享受も地域社会の安全、
健康、平和、秩序、道徳に不可欠な州政府機関によって判断された合理的な
条件に制約される。すべての権利の中で最も重要である自由それ自体でさえ、
自分の意志に従って行動するという無制限の許可を意味しない。他人が同じ
権利を平等に享受するために不可欠な条件の下での制約からの自由でしかな
い。それは法律によって規制されている自由である」1780 年に採択された
マサチューセッツ州憲法では、全国民が各市民と、各市民が全国民と契約す
るという社会契約の基本原則として、全員が公共善のための法によって統治
されることが定められた。政府は「公共善のために、また人々の保護、安全、
繁栄および幸福のために制定されており、特定の誰か、特定の家族、特定の
階級における利益、名誉または私的利益のためではない」立法府が主に判断
主体である州の善と福祉こそが、マサチューセッツ州の警察権限の根拠とな
るものである。Commonwealth v. Alger, 7 Cush. 53, 84.

これらの原則を本件に適用すると、マサチューセッツ州議会は保健委員会

の見解において、公衆衛生または公共の安全にとって必要な場合にのみ、市
または町の住民に予防接種を義務付けていたことが注目される。このような
緊急事態で市民に対し何をすべきかを決定する権限は、いずれかの機関に委
譲されていたはずである。そして確かに、影響を受ける地域に居住し、おそ
らくそのような問題について決定するのに適しているという理由で任命され
た人々で構成された保健委員会に、立法府がまず付託したのは適切であった
はずである。そのような組織に対して、本件のような問題に関する権限を移
譲することは、珍しいことでも、不合理で恣意的な要件でもない。最も必要
な自己防衛の原則に基づくと、コミュニティは、その構成員の安全を脅かす
疾病の流行から身を守る権利を持っている。本件規制が保健委員会によって
採択された当時の説明によると、天然痘はケンブリッジ市である程度蔓延し
ており、病気が増加していたことが窺われる。もしそのような状況であった
としたら―それに反対する主張もなく、資料にも表れていない場合―天然痘
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に触れている文明人共通の知識とその疾病撲滅のために最も一般的に採用
されている方法に何らかの価値があると認めたとすると、公衆衛生を保護
し、公衆の安全を確保するための現在の保健委員会の規制が必要でなかった
と断定することはできない。ケンブリッジで天然痘が蔓延・増加しているた
め、裁判所が法の問題として、州の制裁の下で一般市民を守るため採用され
た方法が専断的であり、当該事案の必要性によっては正当化されないと判断
した場合、立法府や行政府の機能を奪うであろう。裁判所が事案における必
要性を検討するのは、感染症の流行から身を守るために認められた地域社会
の権限が構成員全員の安全を脅かし、特定の状況で、特定の人に関してその
ような恣意的で不合理な方法で行使されるかもしれず、またはそのような人
の保護のために干渉することを裁判所に許可または強制する程度にまで、公
衆の安全のために合理的に必要とされるものをはるかに超える可能性があ
るためである。Wisconsin &c. R.R. Co. v. Jacobson, 179 U.S. 287, 301; 1 Dil-

lon Mun. Corp., 4th ed., §§319-325, and authorities in notes; Freundʼs Police
Power, §63 を参照。Railroad Company v. Husen, 95 U.S. 465, 471-473 にお

いて、当裁判所は、衛生法、つまりその範囲内での生命、自由、健康または
財産の保護に関する法律、伝染病、感染症に苦しむ人や動物、または犯罪者
がその領土内に入ってくることを防ぐための法律を制定する州の権利を認め
た。しかし、当該法律は事案の必要性を超え、警察権限を行使するという名
目で連邦政府の権限を侵し、憲法によって確保された権利を侵害するもので

あったため、当裁判所はこのような法律を無効にする義務があると判断した。
マサチューセッツ州が天然痘から地域社会を保護するために採用した方法が
一部の人にとって、苦痛を伴い、不便であり、または好ましくないことが判
明した場合—その他の何も当該法律を合理的に肯定しない場合—多くの人々
の福祉、快適さ、安全を第一に考慮し、多くの人々の利益が少数の人々の希
望や利便性に従属することを容認しないことが、連邦政府の義務であったと
いうことである。もちろん、個人が自分の意志の優位性を主張し、その意志
の行使を妨害する人間による政府、特に憲法の文言下に存在する自由な政府
の権限に、正当に異議を唱えることができる場合もある。しかし、構成員の
安全を守る義務を負っている秩序ある社会において、個人の自由に関する権
利は、時には大きな危険の圧力の下で、一般市民の安全を守るために要求さ
れるような、合理的な規制による制限を受けることも事実である。航海中に
黄熱病、またはアジアコレラの症例があった船舶に乗船してアメリカに帰港

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
したアメリカ市民は、一見して病気でないように見えても、状況によっては、
当人の意思に反して船舶の中、または検疫所で、地域全体に疾病が広がる危
険性がなくなったことが、デューデリジェンスで実施される検査によって確
認されるまで、隔離される可能性がある。当裁判所が述べたように、米国憲
法修正第一四条によって確保された自由は、部分的には、「自分が望む場所
に住み、働く」という個人の権利からなる。Allgeyer v. Louisiana, 165 U.S.

578. しかし彼は、必要に応じて、自身の意志に反して、個人的な希望や金
銭的利益、あるいは宗教的または政治的信念さえ関係なく、強制的に自国の
軍隊に入隊させられ、自国の防衛中に狙撃される危険にさらされる。
したがっ
て、個人が自らの身体をコントロールすることに関わるすべての事案におい
て、差し迫った危険から自らを守ろうとする公共的な力が、州の制裁の下で、
そのような危険から市民を集団的に保護する目的で、連邦政府が制定した合
理的な規制に従おうとする意思に依存している、ということは真実でない。
しかし、州裁判所の解釈によると、この法律は、登録医によって予防接種
の適応外と認定された子供には例外を設けている一方で、成人の場合には例
外を設けていないとされている。しかし、これは成人に対する法の平等的な
保護を否定していると見なすことはできない。法律は同様の状態のすべての
人に等しく適用されるのであり、小児には安全に適用することができなかっ
た規制が大人には適切であるかもしれない理由が明らかに存在するからであ
る。
被告の却下された証拠の申立てに表れている主張を見ると、主張の内容よ
りも数によって手強い議論を展開していることが分かる。主にこれらの申立
ては、天然痘の蔓延を防ぐ手段としてワクチン接種にほとんど、またはまっ
たく価値が無い、あるいは予防接種が他の病気を引き起こすと考えている医
療専門職の一般論を述べる以外に何の目的もなかったようである。誰もが
知っていると主張する事項は裁判所も知っていなければならず、したがって
州裁判所は、当裁判所が知っているように、上告人と反対の理論が、社会通
念と一致し、権威ある医学界でも主張されているということを司法事実とし
た。本件の制定法が可決されたとき、マサチューセッツ州議会はこれらの反
対理論に気づかなかった訳ではなく、必然的にこれらの中で選択することを
余儀なくされていたと考えなければならない。公衆衛生と公共の安全に関す
る問題を、裁判所または陪審員の最終決定を委ねることを強制された訳では
ない。二つの方法の内、どちらが疾病から公衆を守るための最も効果的な方
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法であるのかを決定することは、裁判所や陪審員の機能の範疇ではない。持
ちうるすべての情報に照らして物事を決定するのは、立法府の役目である。
立法府が公衆の健康と安全を守るための役割を放棄することは適切ではな
い。州議会は、構成員全員を脅かす天然痘の流行という害悪を抑制するのに
最も知られている方法でなくとも、少なくとも効果があるという理論に基づ
いてワクチン接種を推し進めた。政府の異なる部門間に存在する関係 に関
i

して、如何に確固たる原則に基づいて、裁判所は立法府のこの行動を検討す
ることができるであろうか。公共の福祉に影響を与える問題に関して立法府
の活動を検討する権限が司法にあるとすれば、「公衆の健康、公共の道徳ま
たは公共の安全を保障するために制定されたとされる法律がその目的と実質
的に関係がない場合、または憲法によって保障された権利の明白な侵害であ
ることが疑いの余地がない場合にのみ、そのように判断し、そうすることに
よって憲法に効力を与えることが裁判所の義務である」という規則の範囲に
立法府の活動が収まる場合に限り、その権限がありうる。Mugler v. Kansas,

123 U.S. 623, 661; Minnesota v. Barber, 136 U.S. 313, 320; Atkin v. Kansas,
191 U.S. 207, 223.

この制定法の適正さについてどのように考えられようとも、憲法に明白に

抵触していると何の疑いの余地もなく、断言することはできない。また、天
然痘を撲滅するために採用された方法を考慮すると、その目的のために州が
制定した手段は公衆衛生と公共の安全の保護と実質的な関係がないと、確信
を持って断言することはできない。そのような主張は、天然痘に対処してき
た当該州や他の州の経験と一致しない 。そして、
天然痘の蔓延を防ぐ手段と
1

1 「予防接種のための国家支援施設は、1808 年にイギリスの National Vaccine Establishment から始まった。1840 年には予防接種料金が当時の固定資産税から支払わ
れるようになった。1853 年に最初の強制法が可決され、貧困層の後見人が法律の実
施を任された。1854 年には、それまでの数年間の年平均が 180,960 人であったのに
対し、1 歳未満の国民の予防接種数が 408,825 人に上った。1867 年には、旧法の範
囲を拡大するというよりも、技術的な問題を取り除くために新法が可決され、1871

年には、後見人の委員会に予防接種担当官の任命を義務付ける法律が可決された。

1871 年にはこの法律が成立し、後見人会は予防接種担当官を任命するようになっ

た。後見人会はまた、公的な予防接種者を任命し、この者は医師資格を持ってい
なければならず、その義務として、地区内に居住している子供が来た場合には、そ
の子供に予防接種を行い（手数料として 1 シリング 60 セントを払って）、1 週間後

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
しての予防接種の原則は、多くの州で子供たちが公立学校に入学、または在
に検査を行い、証明書を提出し、予防接種の証拠あるいは感受性がないことを予防
接種担当官に証明する必要がある。…1807 年にバイエルン州で予防接種が義務化

され、その後、以下の国でも予防接種が義務化された。デンマーク（1810 年）、ス

ウェーデン（1814 年）、ヴュルテンブルク、ヘッセン、その他のドイツ（1818 年）、

、ルーマニア（1874 年）、ハンガリー（1876 年）、セルビア
プロイセン（1835 年）

（1881 年）。スイスでは 22 の州のうち 10 の州では、州法により義務化されていた

が、1881 年に連邦強制法を制定しようとしたところ、国民投票で敗れた。以下の国々

には、強制接種法はないが、軍人、国家公務員、実習生、学校の生徒など、多かれ
少なかれ政府の管理下にある様々な階級に対して官製接種施設と強制力がある。フ
ランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ベルギー、ノルウェー、オーストリア、
トルコなど。... 南オーストラリア州では 1872 年から、ビクトリア州では 1874 年か

ら、
西オーストラリア州では 1878 年から予防接種が義務化された。タスマニアでは、

1882 年に強制接種法が可決された。ニューサウスウェールズ州では、強制ではない
が、無料で予防接種を受けることができた。1880 年にカルカッタで強制接種が採用
され、それ以降、ベンガルの他の 80 の町、1884 年にマドラス、その数年前にはボ
ンベイなどの大統領府の他の町でも強制接種が採用された。1871 年にはデンマーク
で、1874 年にはルーマニアで再接種が義務化され、オランダでは 1872 年に全生徒

を対象に施行された。ドイツのいくつかの州で長年施行されていた予防接種と再接

種に関する様々な法律や行政命令は、1874 年の勅令に統合された」Encyclopoedia

Britannica 24 巻 (1894)、予防接種。
「1857 年、英国議会は 552 人の医師から、予防接種の有用性についての質問に対
する回答を得たが、そのうち 2 人だけが反対の意見を述べた。集計された統計情報
ほど、この有用性を証明するのに明白なものはない。特に有益なのは、1870-71 年
にケムニッツ（ドイツの都市）で流行した伝染病についてフリンザーがまとめた統

計である。この当時の町の人口は 64,255 人で、そのうち予防接種を受けていたの

は 53,891 人（83.87 ％）、予防接種を受けていなかったのは 5,712 人（8.89 ％）、以

前に天然痘にかかっていたのは 4,652 人（7.24％）であった。ワクチン接種者のう

ち 953 人（1.77 ％）が天然痘に罹患し、非接種者のうち 2,643 人（46.3 ％）が罹患
した。ワクチン接種者の死亡率は 0.73％、未接種者の死亡率は 9.16％であった。一

般的に、予防接種を受けた人と受けていない人では、感染の危険性は 6 倍、死亡率
は 68 倍となっている。一般的に民間人から得られた統計は、軍隊から得られた統

計に比べて、あまり参考にならない。独仏戦争（1870-71 年）の間、フランスでは

天然痘が蔓延していたが、ドイツ軍がこの軍事行動で失ったのはわずか 450 人（10

万人対で 58 人）であったが、予防接種が入念に行われていなかったフランス軍では、

天然痘による死亡者数は 23,400 人であった」Johnsonʼs Universal Cyclopoedia 8 巻

、予防接種。
（1897）
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学するための条件として法律で定められている。Blue v. Beach, 155 Indiana,
「予防接種による予防の度合いは、このようにして大きな関心事となった。その
最たる価値は、統計調査によって簡単に証明された。18 世紀後半のイギリスでは、

1,000 人の死亡者のうち 96 人が天然痘によるものであり、今世紀（19 世紀）前半
では、1,000 人の死亡者のうち 35 人が天然痘によるものであった。天然痘による死
亡者数は、予防接種の程度と一定の関係があるようである。1853 年以前の数年間、
イングランドとウェールズ全域で、天然痘による死亡率は 21.9 人（1,000 人対）で
あったが、ロンドンでは 16（1,000 人対）、予防接種が一般的ではなかったアイル
ランドでは 49 人（1,000 人対）、コノートでは 60 人（1,000 人対）であった。一方、
予防接種が多少なりとも義務化されていたヨーロッパの多くの国では、同時期に天

然痘による死亡者数の割合は、ボヘミア、ロンバルディア、ヴェネツィア、スウェー
デンでは 1,000 人当たり 2 人、ザクセンでは 1,000 人当たり 8.33 人と様々であった。

多くの場合、予防接種を受けていた人は、多少症状が緩和された形で天然痘に罹患

したが、そのような罹患者は何年も前に広く予防接種を受けていたことが分かった」

American Cyclopedia 16 巻、予防接種（1883 年）。

「ロンドン政府委員会の医務官であったブキャナン博士は、統計結果 (1881 年 ) か

ら、ワクチンを接種した成人の天然痘による死亡率は 90 人（100 万人対）であっ
たのに対し、ワクチンを接種していない成人の死亡率は 3350 人（100 万人対）で

あったと報告した。同様に、ワクチンを接種した 5 歳未満の子供の死亡率は 42.5

人（100 万人対）であったのに対し、ワクチンを接種していない同年齢の子供の死

亡率は 5,950 人（100 万人対）であったと報告している」Hardwayʼs Essentials of

Vaccination (1882)。

「同著者は、フランスの医学アカデミーによって導きだされた別の結果として、
『予

防接種なしでは、衛生措置（隔離、消毒など）は、天然痘の予防としてはそれ単体
では不十分である』と報告している」（同上）
「ベルギー医学アカデミーは、徹底的な全体調査を行うために委員会を発足させ
た。その報告結果は、次のようなものであった。1. 予防接種なしでは、衛生措置や

予防手段は、それが公的か私的かに拠らず、天然痘から人類を守る上では効力のな

いものである。... 3. ワクチン接種は、健康な被験者に適切な注意を払って実施すれ
ば、通常無害な処置である。... 4. 予防接種が義務化されることは、我々の同胞の健
康と生命のために、非常に望ましいことである」Edwardsʼ Vaccination（1882）。

イングランド王室委員会は、イングランドの大法官ハーシェル卿を委員長として

任命し、とりわけ、天然痘の流行と死亡率を減少させるための予防接種の効果につ
いて調査を実施した。数年の調査の結果は以下の通りである。「我々は、予防接種
がこの疾患に罹患する可能性を減少させると考えている。疾病の性質を変え、致命
率を下げ、
症状をより穏やかで重症にならないようにさせる。そして、予防の効果は、
ワクチン接種を受けた直後の数年間が最も高くなる」

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
121; Morris v. City of Columbus, 102 Georgia, 792、State v. Hay, 126 N. Car.
999; Abeel v. Clark, 84 California, 226、Bissell v. Davidson, 65 Connecticut,
183、Hazen v. Strong, 2 Vermont, 427、Duffield v. Williamsport School District, 162 Pa. St. 476.
私たちが検討している種類の最新の事案は、ニューヨーク控訴裁判所に

よってごく最近判示された Viemeister v. White, President &c. であり、その

法定意見はまだ定期的なレポートには掲載されてはいない。その事案では、
公立学校から予防接種を受けていないすべての子供を入学させないという法
律の有効性が争われた。争点の一つは、そのルールの行使において用いられ
た法令と規制が、市民の権利、特権、自由と矛盾しているというものだった。
以下に示すように、裁判所はこの主張を退けた。「天然痘は危険で伝染性の
高い疾病であることは周知の事実である。ワクチン接種がこの疾病の伝染ま
たは蔓延を高い確率で防ぐのならば、ワクチンを接種するまでは子供の入学
が拒否されることは論理的である。上訴人は、ワクチン接種は天然痘を予防
しないが、他の病気を引き起こす可能性があり、多くの弊害を及ぼし、何の
役にも立たないと主張する」
「学識がある、ない者に関わらず、また、腕が良い医師や評判の良い医師
でも、ワクチン接種が天然痘の予防になると信じていない人もいることを認
めなければならない。しかし、一般的には、ワクチンには、この恐ろしい病
気の蔓延を防ぎ、感染した人々の被害を少なくするという決定的な傾向があ
ると考えられている。これは、すべての人に受け入れられているわけではな
いが、大衆の多くとほとんどの医療専門職に受け入れられている考え方であ
る。これは我々の州と、ほとんどの文明国で何世代にもわたって一般的であ
り、人々の自発的な行動と法令への服従の両方によって、理論的にも実際的
にも受け入れられている。ほとんどすべての州には、ワクチン接種を奨励す
るか、直接的または間接的に接種を義務づける法律を制定しており、同様の
ことはヨーロッパのほとんどの国にも当てはまる ..」

「常識と同様に社会通念（common belief）は、その存在を確立するため

の証拠を必要としないが、立法府や裁判所による根拠がなくとも、その効力
を得るだろう ..」

「通念というものが普遍的ではないという事実は決定的とはいえない。万

人が受け入れる通念はほとんどないからである。通念が間違っている可能性
があり、科学がその通念を間違っていると示していたとしても、決定的なも
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のではない。なぜなら立法府は、一般的な通念に従って、伝染病の蔓延を防
ぐために適切な法律を制定する権利を持っているためである。選ばれた代表
者によって統治される自由な国家においては、実際の立法活動として、他の
行動基準を認めていない。市民が公共の福祉のためであると信じていること
は、実際にそうであるかどうかにかかわらず、公共の福祉を促進するものと
して受け入れられなければならない。それ以外の基準は憲法の精神に反する
ものであり、共和制の政治形態に対立措置を講ずるものとなる。我々は、ワ
クチン接種が天然痘の予防になると断言しないし、そうすることもできない
が、それが一般的な社会通念であるという事実に司法上の評価を行い、そし
て、この事実を基礎として、当該法律は、警察権限の合理的かつ適切な行使
の中で制定された公衆衛生法であると考える」72 N.E. Rep. 97.

それ以来、天然痘から地域社会を保護する手段としての予防接種は、この

国や他の国の経験から強力な支持を得ている。そのため、単に特定の方法が
子供にも大人にも—ひょっとすると、あるいはことによると—最善ではな
かったという理由だけで、立法府の行動を没却することは、いかなる裁判所、
ましてや陪審員には正当化することはできない。
被告によってなされた証明の申し出は、ケンブリッジに滞在している間、
この法令および保健委員会によって採択された規則の適用除外を主張する権
利を、彼に与えるものであったであろうか。既に述べたように、却下された
彼の申立ては、主に、天然痘の蔓延を防ぐ手段としてワクチン接種を信じて
いない人々、またはワクチン接種が公共の利益をもたらさず、予防接種を受
けた人に健康被害をもたらすと考えている人々の理論を述べているだけであ
る。しかし、適切に検討される可能性のある顕著な事実を示す申立てがいく
つかあった。これらが、どのようなものであるかを検討していく。
被告は、
以下のことを証明すると申し出た。予防接種が「かなりの頻度で」
予防接種を受けた人の健康に深刻で永続的な被害を引き起こしたこと。ワク
チン接種の実行で「時折」死に至ったこと。
ワクチン接種の結果がどうなるか、
またはそれが健康を害するのか、それとも死に至るのかを「すべての個別事
例で」
判断することは「不可能」であったこと。予防接種をするのが賢明でも、
安全でもない場合、「かなりの頻度で」自分の血液がある種の不純な状態に
なること。自分の血液が、ワクチン接種を必然的に安全でないものか、ある
いは危険なものにするような、不純な状態にあるかどうかを「ある程度の確
実性をもって」判断するための検査が存在しないこと。ワクチンは「かなり

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
の頻度で」使用するには不純で危険なものであるが、
不純であるかどうかは、
既存の検査では確認できないこと。被告は、
「子供のとき」
、ワクチン接種に
よって引き起こされた病気によって、長期間にわたり極度の苦痛を受けたと
いう理由で、ワクチン接種を受けることを拒否したこと。そして、彼は自身
の息子のケースだけでなく、他の人のケースでも予防接種による同様の結果
を目撃したこと。
これらの申立ては、事実上、裁判所と陪審員に、立法府が当該法律を制
定したときに立法府が検討したすべての根拠を検討するように促すものであ
る。立法府は、当時の状態からして、予防接種の対象に適さない子供がいる
と想定していた。そして、それは成人の場合についても―理由なく言うこと
はないが―、同様のことが想定された。しかし、被告は、保健委員会によっ
て採択された規制の要件を知った時点において、実際には当時の状態が理由
で、ワクチン接種の対象としては適していなかったことを証明する申し出を
行っていない。医療技術で理解される限りでは、一定の年齢に達した後の彼
は、保健委員会の規則を知らされた時点ではワクチン接種対象として適して
おり、そして、彼に使用されるべきワクチンは、通常の医師であれば普通使
用するであろうものであったことは、彼の提供する証拠と全く矛盾していな
い。一般的な医療従事者の熟達した意見と人類の経験は、誰もが知っている
ように、ワクチン接種が安全であるかどうかを決定することは、いかなる場
合にも不可能であるという意見が誤っていることを示す。被告は、自身が子
供の頃に経験し、また、息子や他の子供たちのケースで見られたのと同じよ
うな有害な結果を恐れていたという理由だけで、この法律の適用を免除され
ただろうか。あるいは、「かなりの頻度の」または「時折」の損害がワクチ
ン接種に起因することや、一部の意見では、ある特定の人が安全に予防接種
を受けられるかどうかを絶対的な確実性をもって判断することが、実際の検
査では不可能であるということを理由に、そのような免除を合理的に主張で
きるのだろうか。
裁判所は、これらの問いに対して肯定的な回答をすることは、疾病の流
行によって危険にさらされているときに、公衆衛生と公共の安全をケアする
立法部門の役割を、事実上取り除くことになると考えているようである。こ
のような答えは、どれだけ天然痘が流行しても、また、全体的な予防接種シ
ステムがすべての人の安全に不可欠であるという地域社会と医療専門職の通
念がどんなに深く普遍的だとしても、考え得るいかなる場面において強制ワ
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クチン接種を、たとえ立法府の命令だとしても、地域社会で合法的に実施す
ることができないということを意味する。
天然痘が蔓延している都市や町に居住または滞在し、組織化された地方自
治体が提供する全般的な保護を享受している少数派が、州の立法上の制裁の
下で、構成員全員のために確信犯的に誠意をもって行動することで、その当
局の方針に反抗するかもしれないとは考えられない。それが少数派の特権な
のであれば、同様の特権がコミュニティの各個人に帰属し、集団全体の福祉
と安全が、その集団の一部であり続けることを選択した一個人に従属してい
るという光景が提示されてしまう。私たちは、任意の自治体に居住し、その
自治体の利益を享受している一個人または少数の人間が、州権限により支持
されたとき、多数派を支配する力を持つべきであるということを、合衆国憲
法が保障する自由の要素とは考えたくない。当裁判所は、合衆国憲法によっ
て個人に保障されている生命、自由、または財産に関連するすべての権利を
堅固に守るべきだが、その法律を施行するために明らかに必要である場合を
除き、地方自治体の領分に侵入してはならないことが最も重要である。マサ
チューセッツ州の人々の安全と健康は、第一に、その州が保障し、保護すべ
きものである。これらは、通常、連邦政府には関係のない問題である。その
問題が連邦と州のどちらの政府によっても関与することが可能である限り、
それらは第一義的には、州が叡智を持って行った行動に基づく。そして、当
裁判所は本件法律が連邦憲法によって保障された権利を侵害しているとは考
えない。
この意見を終える前に、我々の見解に対する誤解を防ぐために、おそらく
すでに十分に述べられたであろう考えを繰り返すことにはなるが、次のこと
を確認するのが良いだろう。すなわち、州の警察権限が、立法府か、あるい
はその権限の下で活動する地方団体によって行使されるかに関わらず、不正
や抑圧を防ぐために裁判所の干渉を正当化するほど恣意的で抑圧的な状況、
または規制が存在する場合において、行使されることである。極端なケース
は簡単に示すことができる。通常、そのような事案は、法の運用における適
切な指針にはならない。たとえば、法の文言のみから、成人の場合を想定す
ることは容易であるが、それでも特定の健康状態または身体状況にある成人
がワクチン接種を受けることは、最終的に残酷で非人道的な結果を招くかも
しれない。私たちは、法律がこのような場合に適用されることを意図してい
たと解釈しているのではなく、また、もしそのように意図されていたとして

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
も、司法が該当の個人の健康と生命を保護する権限がないと解釈しているの
でもない。当裁判所は以下のように述べている。「すべての法律は、思慮深
い解釈を受けるべきである。一般的な用語は、不正、抑圧、または不条理な
結果をもたらさないように、その適用において制限されるべきである。した
がって、立法府はそのような性質の結果を回避するような例外を、常に意図
していたと推定される。そのような場合、法律の趣旨はその文言よりも優先
されるべきである。」United States v. Kirby, 7 Wall. 482; Lau Ow Bew v. Unit-

ed States, 144 U.S. 47, 58. マサチューセッツ州の最高裁判所から別段の通知

がない限り、彼がその当時に明らかにワクチン接種の対象外であるか、ある
いはその当時の身体状態では、自身の健康を著しく損なっていたか、場合に
よっては死に至ったであろうということが、合理的な確実性をもって示され
た場合に成人が予防接種を受けなければならないという絶対的な規則をこの
法律が確立しているとは考えていない。そのような事案は、ここでは提示さ
れていない。本件は、判明する限りでは完全な健康状態にあり、予防接種の
対象として適しているにも関わらず、地域社会に居住し、危険な疾病の存在
によって危機に瀕していることが分かっていながらも、公衆衛生と公共の安
全を保護するために制定された法令および規制に従うことを拒否した成人の
事案である。
我々は今、この法律が本件に適用されるということと、この法律が原告へ
の誤った適用により、違憲で機能しないと判断することを、当裁判所が正当
化できる明確な事実は何ら存在しないことのみを判断する。
以下の裁判所の判決は肯定されなければならない。
上記の通り命令する。

注

i

三権分立のこと。
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サウスベイ・ユナイテッド・ペンテコステ教会
対ニューサム i
（S. Bay United Pentecostal Church v. Newsom）
—No. 19A1044.—
合衆国連邦最高裁判所

140 S. Ct. 1613 ; 207 L. Ed. 2d 154 ; 2020 U. S. LEXIS 3041 ;
28 Fla. L. Weekly Fed. S 395; 2020 WL 2813056
概

要：
カルフォルニア州では、COVID-19 感染拡大防止に関する州知事令によ

り、人々が長時間密集する活動の一つとして、礼拝への参加は建物の収容人
数の 25％までに抑えるか、最大 100 名までに制限する規制が敷かれていた。

カルフォルニア州のサウスベイ地区にある United Pentecostal Church は、
州知事令が、工場や会社などの同等の非宗教的経済活動に対しては収容人数
の制限を課していない一方で、宗教的礼拝に対しては人数制限を課している
ことは、宗教に対する差別であり、合衆国憲法修正第一条に違反すると主張
した。最高裁は申立てを棄却した。
法廷意見：

Kagan 法廷に提出された差止命令による救済の申立ては棄却された。
賛成意見：

Thomas 裁判官、Alito 裁判官、Gorsuch 裁判官、Kavanaugh 裁判官はこ

の申立てを認めた。

Roberts 裁判長は差止命令による救済の申立ての棄却に賛同した。
カルフォルニア州知事令は、これまでにカルフォルニアで数千もの人々を
死に追いやり、全米で 1 万人以上の死亡者を出した、新型の急性重症呼吸器

疾患を引き起こす COVID-19 の感染拡大を予防することを目的としている。

現時点では、治療法は分かっておらず、効果的な治療は無く、ワクチンも無

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
い。感染している可能性があるにも関わらず無症候の人々がいるため、無意
識のうちに他者に感染を広げてしまう可能性がある。州知事令は、この異常
な健康上の危機に対処する為、一時的に市民の集まりを人数の観点から制限
するものである。現在、州のガイドラインでは、礼拝への参加は建物の収容
人数の 25％までに抑えるか、最大 100 名までに制限することになっている。
申立人は州知事令による制限施行を禁止することを求めている。「差止命

令は、執行停止よりも更に強い正当性を要求する。単に現状の司法的変更を
停止するのではなく、下級裁判所が保留していた司法介入を認めるものだか
らである。
」Respect Maine PAC v. McKee, 562 U. S. 996, 131 S. Ct. 445, 178 L.

Ed. 2d 346 (2010). この権限は「争点における司法権限が議論の余地も無く

明らかである」場合に用いられ、その場合においても、「最も重要かつひっ
迫した事態に限って、抑制的に」用いられる。S. Shapiro, K. Geller, T. Bish-

op, E. Hartnett & D. Himmelfarb, Supreme Court Practice §17.4, p. 17-9 (11th
ed. 2019)（判例集）

しかしながら、カルフォルニア州のガイドラインでは礼拝所に制限を課し

ているが、修正第一条の宗教活動の自由条項に一致しているように見える。
同様かそれ以上に厳しい制限が、講演会、コンサート、映画上映、スポーツ
観戦、劇場工業などの多くの人々が長時間密接に集う非宗教的な集まりにも
課せられている。そして、上述の条件とは違う、人々が大勢集まらず、密接
に長時間接する状況にならない、食料雑貨店や銀行、コインランドリーなど
の営業に限って、州知事令を免除したり、寛大に取り扱ったりしている。
パンデミック下において、特定の社会活動に対する制限がいつ解除される
べきかという重要な問題は、反対意見がついて回る、流動的で事実に即して
論じられる問題である。我々の憲法は基本的に「市民の安全と健康」を「監
視し保護すること」を政治的に責任のある州の役人に委託しているのである。

Jacobson v. Massachusetts,197 U. S. 11, 38, 25 S. Ct. 358, 49 L. Ed. 643 (1905).

当局が「医学・科学的に不確実性の高い分野で活動することを受託する」時、
その範囲は「特に広くなくてはいけない」Marshall v. United States, 414 U. S.

417, 427, 94 S. Ct. 700, 38L. Ed. 2d 618 (1974). その広い限界を超えていない

場合には、公衆衛生を評価する為の背景や適性、専門知識を欠き、市民に対
して責任を負わない「選挙を経ていない連邦の裁判官」によって代置的に判
断されるべきでない。Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority,

469 U. S. 528, 545, 105 S. Ct. 1005, 83 L. Ed. 2d 1016 (1985).
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これは、今回のように、地方公務員が現場で変化する事実に積極的に対応
している一方で、当事者が救済処置を求めている場合には特に正しい。政府
の制限が違憲であることは「議論の余地もないほど明らか」であるとは到底
考えられない。
反対意見：

Kavanaugh 裁判官、加えて Thomas 裁判官、Gorsuch 裁判官も追随して、

差止命令による救済の申立ての棄却に反対する。

カルフォルニア州の最新のガイドラインでは礼拝所を差別し、また、同等
の非宗教的経済活動は優遇されているため、教会の要求した仮差止命令を認
めたい。その様な差別は修正第一条に違反する。

COVID-19 による健康危機に対応するにあたり、カルフォルニア州は現
在、宗教的礼拝の参加を建物の収容人数の 25％まで、もしくは 100 人まで
のいずれか低い方に制限している。基本的な憲法上の問題として、工場、会

社、スーパーマーケット、レストラン、小売店、薬局、ショッピングモール、
ペットのトリミングサロン、書店、花屋、美容院、大麻販売店などの同等の
非宗教的経済活動は、収容人数の 25％の上限を置かれていない。

South Bay 地区の United Pentecostal Church は、カルフォルニア州の宗教
的礼拝参加者の上限を収容人数 25％までとする制限に対して、仮差止命令
を申立てた。更に重要なことには、教会側は、同等の非宗教的経済活動に適
用される、ソーシャルディスタンスや衛生に関する州の規則に従うことを厭
わないという。しかし教会側は、宗教的礼拝には課されるが、同等の非宗教
的経済活動には制限が課されない収容人数の 25％の上限には異議を唱えて

いる。

私の見解では、カルフォルニア州の宗教的礼拝に対する差別は憲法に違
反すると考える。一般的な問題として、「政府は、宗教を税や罰金や特権、
利益を与えるための分類基準に用いることは出来ない」というものがある。

McDaniel v. Paty, 435 U. S. 618, 639, 98 S. Ct. 1322, 55 L. Ed. 2d 593 (1978)
（Brennan, J 裁判官の賛成意見 ) この裁判所は宗教に対する差別は「私たち
の憲法に嫌悪感を抱く (odious to our Constitution)」と述べている。Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, 582 U. S.___, ___, 137 S.
Ct. 2012, 198 L. Ed. 2d 551, 565(2017)、Good News Club v. Milford Central
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School, 533 U. S. 98, 121 S. Ct. 2093, 150 L. Ed 2d 151(2001)、Rosenberger v.
Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819, 115 S. Ct. 2510, 132 L. Ed.
2d 700 (1995)、Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520,
113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d 472 (1993)、Lambʼs Chapel v. Center Moriches Union Free School Dist., 508 U.S. 384, 113 S. Ct. 2141, 124 L. Ed. 2d 352
(1993)、McDaniel, 435 U. S. 618, 98 S. Ct.1322, 55 L. Ed. 2d 593 等を参照。
宗教的礼拝に対する差別的な扱いを正当化するためには、カルフォルニア

州はその規則が「やむにやまれぬ政府の利益によって正当化されており」そ
して、「利益を促進する為に厳密に調整されている」ことを示さなければな
らない。Lukumi. 508 U. S., at 531-532, 113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d 472. カ
ルフォルニア州は、COVID-19 の蔓延との闘い、そして市民の健康を守る

ことにやむにやまれぬ政府の利益があることは間違いない。しかし、「ある
集団にはどういう訳か適用され、別の集団には免除される制限は、これらの
利益を促進することは殆どなく、宗教の自由には大きな負担を強いることに
なる」Roberts v. Neace, 958 F. 3d 409, 414 (CA6 2020)（法廷意見）カルフォ
ルニア州に必要なことは、(1) 宗教的礼拝と (2) 収容人数の上限の対象とな

らない、非宗教的な数多くの経済活動の区別がやむにやまれないと、根拠を
示して正当化することである。
カルフォルニア州はその様な正当化を示せていない。教会は同等の非宗教
的な経済活動に適用される州の規則に従うことに賛同している。それは重要
な疑問を惹起する。「同様の予防措置が取られていると仮定した際、何故安
全に食料雑貨店の通路を歩くことができるのに、教会の信徒席周辺を歩くこ
とは出来ないのだろうか？何故誰しもが配達員と安全に話すことが出来るの
に、敬虔な牧師とは話すことは出来ないのだろうか？」( 同上の文献を参照 )

ii

教会とその信者は、ただ単に同等の非宗教的な経済活動と同じように扱わ

れることを望んでいるだけである。カルフォルニア州は既に、
適切なソーシャ
ルディスタンスと衛生習慣を住民やいくつもの経済活動が行えるものと信頼
している。州は「人々が礼拝に行くときに最悪の事態が起こると想定し、許
された社会環境の中で人々が仕事に行ったり、日常生活の中で休息を取った
りする時には最善の事態が起こると想定する」ことは出来ない。( 同上の文
献を参照 )

iii

カルフォルニア州は宗教への差別無しに COVID-19 の蔓延との闘いを可

能にする十分な選択肢を持っている。州は「礼拝者がソーシャルディスタン
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スやその他の健康上の留意点を忠実に守っていると主張し、知事が同等の非
宗教的活動に対して行ったのと同様に、
そっとしておく」ことが出来る。( 同

上 415) その代わりに、州は全ての活動において合理的な収容人数の上限を

課すことが出来る。しかし、やむにやまれぬ正当な理由（州が提示していな
い）がなければ、州は、例えばスーパーマーケット、レストラン、工場、会
社に対しては、より緩やかなアプローチをとり、宗教的礼拝に対しては、よ
り厳しい要件を課すことはできない。

州はまた、特に緊急事態下で、線引きをする余地を十分に持っているが、
しかし、これに関連するように、線引きについて憲法は一つの重要な制限を
示している。それは、州は宗教に対して差別をしてはならないということで
ある。
要するに、カルフォルニアの、宗教的礼拝の収容人数 25％制限は宗教に

対する明白な差別であり、そしてこの様な差別は修正第一条に違反する。

Ohio Citizens for Responsible Energy, Inc. v. NRC, 479 U. S. 1312, 107 S. Ct.
682, 93 L. Ed 2d 692 (1986)(Scalia, J in chambers)iv 教会は、同等の非宗教的

な経済活動や市民が活動に参加できるという点で、ペンテコステ教会の日曜
礼拝を執り行うことが出来ないという回復不能な損害に苦しめられることと
なったといえよう。それ故に教会の仮差止命令に対する要求を認めようと思
う。謹んで反対する。
注

i
ii
iii
iv

第 40 代カルフォルニア州知事。
本文中の「Roberts v. Neace, 958 F. 3d 409, 414 (CA6 2020)( 法廷意見 )」
のこと。
同上。
Scalia, J の非公開意見。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界

カルバリー・チャペル・デイトン・バレー
対シソラック i
（Calvary Chapel Dayton Valley v. Sisolak）
—No. 19A1070.—
合衆国連邦最高裁判所

140 S. Ct. 2603 :; 207 L. Ed. 2d 1129 **; 2020 U.S, LEXIS 3584 ***;
28 Fla. L. Weekly Fed. S 585
概

要：
ネバダ州では、COVID-19 感染拡大防止に関する州知事令により教会で

の礼拝に関しては来場者数を 50 人以下に制限する規制が敷かれていた。ネ
バダ州郊外にある教会の Calvary Chapel は、
知事令が、
カジノや水上レジャー

施設などの生活上必ずしも必要でない事業は、収容上限の 50％の定員で営
業することを認めている一方で、教会に対しては、求められる水準以上の感

染防止対策を実施しているにも関わらず、50 人以上の集会を禁止している

のは差別的であり、合衆国憲法修正第一条で保護されている宗教活動の自由、
言論の自由、集会の自由の権利を侵害していると主張した。連邦地裁が救済
を与えることを拒否し、第９巡回区控訴裁判所が Calvary Chapel の差止命

令の申立てを棄却した後に、本申立てが提出された。連邦最高裁判所は、こ
の申立てを棄却した。
法廷意見：

Kagan 裁判官に提出された差止命令による救済の申立ては、法廷に提出さ

れたが、棄却された。
反対意見：

Alito 裁判官は Thomas 裁判官、Kavanaugh 裁判官と協同して、差止命令

による救済の申立ての棄却に対して反対する。

合衆国憲法は宗教活動の自由を保証している。合衆国憲法は、クラップス
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やブラックジャックで遊ぶ自由、スロットマシンにコインを投入する自由、
または他のゲームに興じる自由については何も述べていない。しかし、ネ
バダ州知事は明らかに異なる優先順位を持っているようである。COVID-19
の流行下、合衆国憲法で保証された権利を制限するために事実上の無制限の
権力に頼って、彼は宗教的な礼拝への出席を厳しく制限する命令を発令し
た。教会、シナゴーグ、モスクはその大きさに関わらず、来場者数が 50 人

を超えてはならないのに対して、カジノなどの人気施設は、最大収容人数の

50％までが許容されていた。これは、ラスベガスの巨大カジノの場合では、

何千人もの来場が許されることを意味している。

ネバダ州が強い権力を持つギャンブル産業と、その従業員に対して有利に
働く差別を行うことは驚くに値しないかもしれないが、このような差別を許
容する今回の裁判所の姿勢には失望させられる。我々には合衆国憲法を遵守
する義務があり、公衆衛生上の緊急事態であっても、その責任は免れ得るも
のではない。
Ⅰ

Calvary Chapel Dayton Valley はネバダ州の郊外にある教会である。この
教会では、90 名程度の信徒を対象とした礼拝を希望していた。これは消防
法上の収容人数の 50％に相当する数である。これらの礼拝を行うにあたり、
Calvary Chapel は、州が要求する以上の多くの予防措置を講じることを計画
していた。来場者に適切にソーシャルディスタンスを保つことを遵守するよ
うに求めることに加えて、礼拝の時間を半分にすることを計画していた。ま
た、座席に座っている家族は 6 フィート離れるよう求めることや、来場者間
で物を渡すことを禁止すること、一方通行の道に沿って指定された出入り口
に来場者を誘導すること、そして、教会内を消毒できるように、礼拝の間に
十分な時間を確保することなども計画していた。感染症の専門家によると、
これらの措置は、「CDC が推奨するものと同等、またはそれ以上の対策で

ある」というものであった。Electronic Court Filing (ECF) in No.3: 20-CV-

00303, Doc. 38-31(D Nev., June 4, 2020), p. 6 (ECF).

しかし、こういった礼拝を開催することさえも、ネバダ州知事 Steve

Sisolak の再開計画の第 2 段階である、室内での礼拝を「50 人以下」に制
限するという命令である「Directive 21」に違反することになる。ECF Doc.
38-2, §11. 一方で、この命令は種々の非宗教的な集会は、収容人数の 50%

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
を上限にしており、礼拝所に課せられた 50 人の制限を超えても良いとされ、

場合によってはそれをはるかに超えることもあるということもあり得る。

このような不公平な扱いを理由に、Calvary Chapel は連邦地方裁判所に

提訴し、前述の計画に沿った礼拝の実施を、最大 50％の収容人数で行うこ
とを認める差し止めを請求した。連邦地方裁判所は救済を与えることを拒否

し、
第 9 巡回区控訴裁判所は Calvary Chapel の上訴中の差止命令申請を退け、

本裁判所も同様に救済を認めなかった。

私は上訴された差止命令の申立てを認めるべきであると思う。Calvary

Chapel は、州知事命令の礼拝所への差別的な扱いが修正第一条に違反して
いるという主張で、勝訴する可能性が高いと考えられる。さらに、礼拝への

出席を違憲なかたちで阻止することは、Calvary Chapel とその信徒に回復

不能な損害を与え、そして、州は Calvary Chapel の感染予防計画に従って

礼拝を行うことが、ジムに行くなどの他の様々な活動よりも、公衆衛生上の
リスクをもたらすことを示そうとしていない。州は、Calvary Chapel の計

画の下で教会に出席することが、カジノで行われていることよりも危険であ
ることを全く示してはいない。数ヶ月前から、州とその下位行政区では、宗
教活動の自由を含む個人の自由に前例のない制限を課すことによって、パン
デミックに対応してきた。この初期の反応は理解できるものである。危機の
際には、政府の職員は刻一刻と変わる不確実な状況に、迅速かつ断固とした
態度で対応をしなければならない。緊急事態が始まったときには ―そして、

COVID-19 の発生当初の数日間は明らかにそれに該当するが― 公職者は、

正確に調整された規則を作ることができないかもしれない。時間や情報、専
門知識が不足しているかもしれないし、法施行の責任者は細かく区別した規
則を管理するのに必要な資源を欠いているかもしれない。したがって、緊急
事態の初期段階では、裁判所は非常に緩い規則を容認することが適切である

かもしれない。これは、これまでに COVID-19 のパンデミック下で一般に

起きたことである。

しかし、公衆衛生上の緊急事態が発生したからといって、医学的な問題
が続く限り、知事やその他の公職者は合衆国憲法を無視することが許され
る「白紙委任」を受けたわけではない。より多くの医学的・科学的証拠が入
手可能になり、州がその証拠に照らして政策を練る時間ができるようになれ
ば、裁判所は、憲法上の権利をより慎重に考慮した政策を期待すべきである。

Sisolak 知事は、3 月 12 日に非常事態宣言をしてから 2 ヶ月以上が経過した
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5 月 28 日に、本件命令を発令した。今や、最初の非常事態宣言から４カ月

が経過している。問題は、もはや緊急的な性格のものではなく、礼拝所を依
然として差別的に扱うよう考えられていることである。
Ⅱ

Calvary Chapel は、知事命令が修正第一条の宗教活動の自由条項と言論
の自由条項の両方に違反していると主張しているが、私は Calvary Chapel

がこれらの主張が認められる可能性が非常に高いと考えている。

A

宗教活動の自由条項の下では、
「中立的で一般的な適用可能性」のない

宗教的活動の制限は、厳格審査を経なければならない。Church of Lukumi

Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, 531,113 S. Ct. 2217. 124 L. Ed. 2d
472 (1993).「中立性の最低要件は、法律が形式的に差別をしないことであ
る」とし、( 同上 , at 533, 113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed 2d 472)「宗教活動の自
由条項項は、宗教に関する問題については『中立性からのわずかな逸脱』で

さえも禁止している」Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights

Commʼn, 584 U. S. ___, ___, 138 S. Ct. 1719, 201 L, Ed. 2d 35, 48 (2018).
(Church of Lukumi 508 U, S, at 534, 113 S. Ct, 2217, 124 L, Ed. 2d 472. を引
用。) ここでの逸脱はわずかとは言い難い。知事の命令は、大人数の屋内集

会を伴う他の活動とは異なって、具体的に礼拝を扱っているためである。

命令では多くの例が示されている。
「礼拝所」は「50 人以下」とされてい

るが、ECF Doc. 38-2, §11 では、人が集まる多くの屋内活動施設は 50% の

収容率で活動している。優遇されている施設には、ボウリング場 , §20、ビー

ル醸造所 , §26、フィットネス施設 , §28、そして最も注目すべきはカジノが
含まれており、これらの施設は 1 ヶ月以上もの間、50% の収容率で運営さ

れていた §35;ECF Doc. 38-3, p. 5. ギャンブルだけでなく、サーカスやショー

が行われることもあった。

ラスベガスのカジノの場合、50 ％の収容率は数千人の顧客の来場をしば

しば意味する。カジノで行われる活動は、Calvary Chapel が提案する礼拝
よりも、物理的な距離の保持やその他の安全対策がはるかに乏しいことが多

い。クラップスやブラックジャックのテーブルでは通常、客同士の距離が 6

フィートに保たれることはない。カジノでは、感染リスクを高めることがよ

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
く知られているアルコールを提供することが許されており、少なくともアル
コールを飲む際には、一時的にマスクを取ることになる。カジノは全国から
観光客を引き寄せる。制限解除を見越して、あるカジノオーナーはラスベガ
ス行きの片道航空券 2,000 枚を配布した。ECF Doc. 38-9, p. 4. また、知事が

カジノの再開を許可すると発表した際には、観光客にラスベガスへの来訪を
呼びかけた ラスベガスを訪れる平均的な観光客は、6 つ以上の異なるカジ
1

ノを訪れ、それぞれのカジノには 50 人をはるかに超える人が集まる可能性

がある。ECF Doc. 38-6, p. 44. カジノのためにラスベガスへ来る観光客は、

1 日平均 2 時間以上もギャンブルをしており、同上 , at 43, カジノの中のギャ

ンブラーは頻繁に場所を移動し、異なるゲームに興じたり、少なくとも異な
るスロットマシンで遊んだりする。
礼拝所では、はるかに多くの予防対策を採用することができるし、実際に

行っている。家族連れには、他の家族から 6 フィート以上離れた位置にある

席を提供することができる。礼拝者は、
礼拝の間中、
限られた時間を除いては、
マスクを着用するように求められる。礼拝者は通常、遠く離れた場所から特
定の教会に通うことはないし、一般に教会から教会へと移動して、日曜日
の礼拝を行うこともない。礼拝が 2 時間も続くことは滅多にない。（Calvary

Chapel の礼拝は現在 45 分に制限されている。）また、礼拝が行われている間、

礼拝者は一般的に教会の中をぞろぞろと動き回ることもない。

Calvary Chapel が 90 人の礼拝者を認めることが、カジノを 50％の収容率

で運営することよりも、公衆衛生上のリスクが大きいとする考えは理解しが

たく、この差別を正当化しようとする州の活動は、説得力を欠くものである。
カジノの客はマスクを着用することになっており、カジノでの食事のサービ
スも制限されているが、礼拝所の礼拝者も同様にマスクの着用が求められて
おり、礼拝中に食事を摂取することはないのである。
州は、博物館、美術館、動物園、水族館、職業専門学校、専門学校などの
礼拝所以外の施設もカジノに比べて優遇されていないことを指摘している
が、そうであるからといってカジノが優遇されることを正当化するものでは
ないことは明らかである。
1 Jones, Nevada Governor Green-Lights June 4 Reopening of Casinos; Las Vegas
Gets Ready, L. A. Times (May 26, 2020) を 参 照。 www.latimes.com/travel/story/2020-05-26/nevada-governor-oks-reopening-vegas-prepares.
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最後に、職員による周到な監視下にあり、州規則に違反した場合には罰則
の対象となることから、州がカジノに法遵守を強制する上で優位な立場にあ
るため、カジノを優遇することが正当化されると州は主張している。これと
は対照的に、州は、礼拝所の規則は地方自治体によって施行されなければな
らないと述べている。
この主張は、収容率 50％の規則を施行することが、上限 50 人の一律な規

則を施行するよりも実質的に困難である場合には、ある程度意味があるかも
しれない。しかし、そうであると考える理由はないし、ましてや宗教の差別
的扱いを正当化するのに十分な説得力があるとも考えられない。平時に最大
収容人数の制限を執り行う責任を負っている地方自治体の職員は、おそらく
特定の教会の収容上限を知っているか、あるいは容易に確認できるであろう
し、州はこれらの職員が収容制限を行うのが難しいとは主張していない。多
くの管轄区域では、集会を開催する建物には、目立つ場所に最大収容数を掲
示することが義務づけられている。50 ％の制限を実施することは、地方自
治体の職員が把握している教会の最大収容人数を単に半分にする以上のこと
は必要なく、それを実施することが最大収容人数を 50 人に制限することよ

りも困難であると考える理由は存在しない。

さらに、州のカジノに対する特別な規制権限が、この施設に対する異なる
規則を正当化することができたとしても、ボウリング場、遊戯場、フィット
ネスセンターのような施設にも 50％の規則が適用される理由を、州は説明
することができないであろう。また、州はカジノに適用される規則を厳格に
執行していると主張しているが、カジノの再開が許可された後に撮影された
写真やビデオには、露骨な安全性違反が所構わず映し出されている。マスク
をしていない客が至近距離にいるのが認められるし、州は規則を遵守してい
ないカジノを厳重に取り締まっているという証拠を出して、我々に説明する
こともしていない。カジノが再開されて以降、COVID-19 の発症が急増し
ていることは、州の厳格な取締りという主張を裏切るものである。

この命令におけるカジノの扱いは特に際立っているが、
他の施設も同様に、
礼拝所よりも優遇されている。ボウリング場を例にすると、ラスベガスのボ
ウリング場では大会が開催され、数百人の観客を収容することができるが、
この命令の下では最大収容人数の 50% まで集客することが許可されている。

それだけでなく、州は、これらの施設における座席の配置変更も容認してお

り、それは、Calvary Chapel が提示している計画よりもはるかに感染リス

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
クの高いものである。州の公式ガイドラインによると、上限 50 人の集団は、

他の集団とソーシャルディスタンスを保つことを条件に、ボウリング場のグ
ランドスタンドに同時に座ることができるとされている。ECF Doc. 38-5, p.

9. このように、Calvary Chapel は、家族が 6 フィート離れて座っていても
50 人以上の礼拝者を受け入れることはできないが、ボウリング大会の観客
は、各集団が他の集団とソーシャルディスタンスを保っていれば、50 人の
グループで一緒に座ることができる。

要するに、この命令は礼拝所をあからさまに差別するものであり、宗教活
動の自由条項の下で厳格審査を行うことの十分な理由となるものである。

B

この命令は、言論の自由条項の下では全く通用しない。表現の内容に基

づいて言論を制限する法律は、違憲推定が働く。（例えば、lancu v. Brunetti

588 U. S. ___, ___ - ___, 139 S. Ct. 2294, 204 L. Ed. 2d 714, 719 (2019). を参
照。
）また、この事例では宗教が内容として捉えられる。（Rosenberger v.
Rector and Visitors of Univ. of Va.、515 U. S., 819, 831, 115 S. Ct. 2510, 132 L.
Ed 2d 700 (1995). を参照。）ここでは、この命令は明らかに内容に基づいて
差別を行っている。カジノでの娯楽と教会での礼拝に関する命令の扱いを比
較すると、どちらも表現に関わるものではあるが、礼拝所での宗教的な表現
よりも、カジノのショーでの非宗教的な表現を好んでいる。

Calvary Chapel はまた、知事が特定の発言者を他の人よりも優遇してい
るという証拠を我々に提示した。大勢の抗議者が公然と 50 人以上の集会を

禁止する規則などの命令の条項に違反したとき、知事は命令の執行をとりや

めただけでなく、公に支持し、抗議に参加しさえした。（Masterpiece Cake-

shop. 584 U. S., at ___ - ___, 138 S. Ct 1719, 201 L. Ed. 2d 35. を参照）彼は抗

議者が肩を並べて立っているビデオをシェアしたことさえある。教会がこの
命令に違反する可能性があるというニュースに対する州の対応は、全く異
なっていた。ネバダ州の司法長官は「法に向かって唾を吐くことはできない
し、法の対応を期待しないこともできない 」と述べたと報道された 。
ii

2

2 Application 8, and n. 6 (Lochhead, Sisolak, Elected Nevada Officials Discuss Systemic
Racism, Reform, Las Vegas Review-Journal (June 5, 2020) を参照。www.reviewjournal.com/news/politics-and-government/ nevada/sisolak-elected-nevada-officials-dis-
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もちろん、公的な抗議活動は修正第一条によって保護されており、それを
制限しようとする活動は司法審査の対象となる。しかし、修正第一条の権利
を尊重することは、他の権利を侵害することの盾にはならない。州は、抗議
活動が重要な問題についての見解を表明したという理由で知事を擁護してい
る。それは間違いなく事実ではあるが、ある内容を他の内容よりも優先する
ことは修正第一条に反することである。

C

ひとたび、礼拝所に対する命令の扱いが厳格審査を満たさなければならな

いことが認められたならば、この差別的な扱いが審査を通過しないことは明
らかである。実際、ネバダ州は命令が厳格審査に耐えられるかどうかを主張
しようともしていない。
何千人もの人々がカジノに集まることを許容してきたネバダ州は、施設の
規模やウイルスの拡散を防ぐために実施された対策を考慮せずに、宗教的な
集会を 50 人に制限することにやむを得ない事情があると主張することはで

きない。
「法律は、重要な利益に相当の損害を与えることを禁じていない場
合であっても、その利益を最大限に保護するものとみなすことはできない」

(Church of Lukumi, 508 U. S., at 547, 113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d 472.) そし
て、例え 50 人の人数制限にやむを得ない事情ある場合でも、州は公共の安
全が、Calvary Chapel が実施しようと提案した対策と、少なくとも同じ程度
には保護されない可能性があることを示してはいない。

D

礼拝所に対する命令の扱いに対する州の第一の反論は、当裁判所の二つの

判例に基づいている。Jacobson v. Massachusetts. 197 U. S. 11, 25 S. Ct. 358.

49 L. Ed. 643(1905). の文言を引用して、ネバダ州は「州が緊急公衆衛生対
策を制定するために緊急の警察権限を行使する場合、裁判所は、(1) 公衆の
健康に実際的、または実質的な関連がない場合、
あるいは、
(2) その対策が『基
本法によって保証されている権利の明白な侵害』であることに『疑いの余

地がない』場合を除き、それを支持するだろう」と主張している。Applica-

tion11 に対する反論 (Jacobson, 197 U.S., at 31, 25 S. Ct, 358, 49 L. Ed. 64. を
cuss-systemic-racism-reform-2045833/ ).
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）
このテストの下でも、命令の差別的な扱いは、すでに説明した理由で認め
られない可能性が高いであろう。そして、いずれにしても、COVID-19 パ

ンデミックの間で、合衆国憲法が公職者に何をすることを許しているかにつ

いての決定的な文句として Jacobson 判例上の言葉を受け取るのは間違いで
ある。Jacobson 判例の文言は文脈の中で読み解かねばならず、Jacobson 判

例は主に、住民に天然痘の予防接種を義務付ける州法に対する実質的デュー

プロセスの異議申立てに関係していたことを念頭に置くことが重要である 。
3

修正第一条、またはこの件で争点となっていない他の規定の下で、州全体に
渡る不確定期限の措置に異議を唱えられた場合に適用されるテストを確立す
るものとして、判例を読み解くことはかなりの拡大解釈である。
州はまた、教会の礼拝へ出席できる人数を制限したカリフォルニア州法の
施行に対して一時的な差止命令を出すことを拒否した最近の裁判所の判例に
も注目している。
（South Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 590 U. S.

___, 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154 (2020). を参照。）私はこの決定に反対
した。
（同じく以下を参照。同上 , at ___, 140 S. Ct. 1613 207 L. Ed. 2d 154.
at 155.) (Kavanaugh 裁判官が反対。) しかし、仮にそれが認められたとして
も、それは、現在私たちが直面しているものとは異なる。South Bay 判例では、
カリフォルニア州の法律が工場、オフィス、
スーパーマーケット、
レストラン、
小売店などの他の特定の施設に比べて教会を不当に扱っているという事実に
教会は依拠していた。しかし、これらの施設においては、礼拝所とは異なり、
「人々は大人数で集まったり、長時間近くにいたりすることはない」という
理由で、この法律は擁護された。（同上 , at___, 140 S. C. Ct. 1613, 207 L. Ed.

2d 154, at 155.) (Roberts, C. 裁判官の賛成意見 ) このことは、ネバダ州で優

3 裁判所は、問題となっている法律が前文と憲法の精神に違反しているという Jacobson の主張を退けた。Jacobson, 197 U.S. at 22, 25 S. Ct. 358, 49 L. Ed. 643. 修正第
一四条の特権、免責条項に基づく彼の主張は、Slaughter-House Cases, 83 U.S. 36,
16 Wall. 36, 76-80, 21 L. Ed. 394 (1873) によって宣告されたものであり、法廷では
取り上げられなかった。最後に、裁判所は、Jacobson, 197 U.S. at 30, 25 S. Ct. 358,
49 L. Ed. 643 という彼の平等保護の主張をすぐに棄却した。それは、子供と後見人
の保護下にある者に対する法律の免除に基づいていたが、これは Commonwealth v.
Pear, 183 Mass. 242, 248. 66 N. E. 719 722(1903) での判例である Commonwealth v.
Jacobson を参照のこと。
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遇されている施設については言えない。カジノや命令の下で優遇が認められ
たその他の施設では、人々は大人数で集まり、長い時間互いの距離が近い状
態が保たれている。

E

このケースでは、上訴中の差止命令が正当化されるべきである。Calvary

Chapel の修正第一条の主張が認められる可能性が高い。実際、その「法
的権利は議論の余地が無いほど明らか」と言える。Turner Broadcasting
System, Inc. v. FCC, 507 U. S. 1301, 1303, 113 S. Ct.1806, 123 L. Ed. 2d
642 (1993). (Rehnquist, C. 裁 判 官、in chambersiii) そ し て、 エ ク イ テ ィ も
Calvary Chapel を支持している。信徒の礼拝を妨げることは回復不能な損害
をもたらすものであり、州は Calvary Chapel の予防計画が深刻な公衆衛生
上のリスクをもたらすことを示していない。
＊＊＊
私は、上訴中の Calvary Chapel が予防計画と一般的なマスク装着義務に

従って実施する礼拝を、州が妨げることを禁止する差止命令を発出すべきで
あると考える。これによって、私は謹んで反対する。

Gorsuch 裁判官、差止命令による救済の申立ての棄却に対して反対する。
これは単純な事件である。知事の命令では、10 個のスクリーンがあるシ

ネマコンプレックスでは、いつでも 500 人の映画ファンを収容することが

できる。カジノでも、一度に何百人もの客を収容することができ、クラップ
スのテーブルにはおそらく 6 人が集まり、ルーレットのホイールにも同じ

ような数の客が集まる。そのような場所で、大人数が至近距離で接すること
は、問題ないようである。一方、教会、シナゴーグ、モスクは 50 人以上の

参拝者を受け入れることが禁止されている。たとえ、
どんなに建物が大きく、
どんなに人同士が距離を取っており、どんなに多くの人がマスクをつけてい
て、どんな注意事項があっても、である。ネバダ州では、宗教よりも娯楽の
方が良いことであるようだ。これは今に始まったことではないのかもしれな
い。しかし、修正第一条は、宗教活動の自由に対する、このような明白な差
別は禁止している。我々が住まう今日の世界では、パンデミックに伴い、普

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
段では考えられないような無理難題が課せられている。しかし、ネバダ州が

Calvary Chapel よりも Caesars Palaceiv を好むことを合衆国憲法が認める世
界はあり得ないのである。

裁判官 Kavanaugh、差止命令による救済の申立ての棄却に反対する。

私は裁判官 Alito の反対意見に完全に賛成し、これらのコメントを丁重に

追加する。

現在の再開計画では、ネバダ州では、レストラン、バー、カジノ、ジムで、
人数に関係なく、総収容人数の最大 50％まで入場を許可している。たとえば、

500 人の収容制限があるカジノでは、最大 250 人が入場できる。対照的に、
礼拝所は、収容人数の上限に関係なく、一律に最大 50 人しか収容できない。
したがって、近隣のカジノとは異なり、500 人の収容制限がある教会では、
250 人ではなく、50 人しか入室できない。ネバダ州は、礼拝所に対するこ
の明白な差別について説得力のある正当化を行っていない。COVID-19 感
染のリスクは、少なくともレストラン、バー、カジノ、ジムでは礼拝と同じ
くらい高い。実際、レストラン、バー、カジノ、ジムに集まる人々は、少な
くとも礼拝と同じくらいの時間、そこに長居することがよくある。また、カ
ルバリーチャペルや、その他の礼拝所が従っている安全対策
（ソーシャルディ
スタンス、マスクの着用、一定の追加的自主対策など）を考えると、人々が
レストラン、バー、カジノ、ジムで少なくとも礼拝で行われるのと同じくら
い密に交流していることは明らかである。
私の見解では、礼拝に対するネバダ州の差別は合衆国憲法に違反してい
る。具体的には、州の予定する閉鎖または再開計画は、宗教団体に非宗
教的団体と同じ制限を課すことができるかもしれない。そして、壊滅的な

COVID-19 のパンデミックを考慮すると、これらの制限は非常に厳しいも
のになるかもしれない。しかし、州は少なくとも宗教を差別的に扱う十分な

正当化を行うことなしには、礼拝所に対して厳格な制限を課すことはできず、
レストラン、バー、カジノ、ジムに対しては緩い制限しか課さないというこ
とはできない。これから説明するように、ネバダはこれまで十分な正当化を
行っておらず、そのため現在の再開計画は修正第一条に違反している。
パート I では、この訴訟が裁判所の広範な宗教法学体系にどのように適合

するかを説明する。パート II では、ネバダ州の宗教団体の扱いが裁判所の
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判例の下で違憲である理由を説明する。
Ⅰ
宗教事案は、アメリカの法律で最もセンシティブで挑戦的なものの一つで
ある。宗教事件の訴訟当事者は、法律をどのように特徴づけるかについて意
見が分かれることが多いため、最初から困難を伴う可能性がある。法律が宗
教を支持するのか、それとも宗教を差別するのかについて意見が分かれるこ
とがあるだろう。法律が宗教を平等に扱うのか、それとも異なる方法で扱う
のかについて意見が分かれる場合もあろう。法律が宗教に対して中立である
ことの意味について意見が分かれるかもしれない。
何が不公平な偏重（favoritism）、差別、平等、または中立を構成するのか

をめぐる定義上の争いは、それが決着しなくても、宗教事案の結果に影響を
与える可能性がある。しかし、宗教事案の当事者とそれらの事案を裁定する
裁判官は、多くの場合、共通の用語や共通の背景原則を共有していない。そ
して、その断絶は分析を混乱させ、憤りを生み、訴訟当事者と裁判官との議
論をかみ合わなくさせる可能性がある。
私の見解では、混乱と不一致の一部は、最初に、次の 4 つのカテゴリに法

律を特定し、区別することで回避できる。
（1）宗教団体を明示的に差別する

法律。
（2）宗教団体を明示的に支持する法律。
（3）
宗教に基づいて分類されず、
非宗教団体および宗教団体に、同様に適用される法律。
（4）宗教団体を一部

の非宗教団体と同等に扱うが、他の非宗教団体よりも良いか悪いかを明示的

にする法律。これから説明するように、
ネバダの再開計画についての本件は、
四番目のカテゴリに分類される。
一つ目は、信仰のために宗教団体を明示的に差別する法律である。最近
の Espinoza 事件はそのカテゴリに分類された。Espinoza v. Montana Dept.

of Revenue, ante, p. ___, 140 S. Ct. 2246, 207 L. Ed. 2d 679. モンタナ州は、私

立学校の奨学金団体に寄付した人々に税額控除枠を提供した。しかし、重大
な問題が存在した。奨学金の対象となる家族は、宗教的な私立学校ではな
く、非宗教的な私立学校のみでこれらの資金を使用できた。このようなケー
スは、宗教的差別の分かりやすい例である。そして、原則として、宗教を差
別する法律は、裁判所の言葉では、
「私たちの憲法に嫌悪感を抱く（odious

to our Constitution）」ということになる。Espinoza, ante, at ___, 140 S. Ct.
2246, 207 L. Ed. 2d 679.Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer,

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
582 U. S. ___, 137 S. Ct. 2012, 198 L. Ed. 2d 551, 565 (2017), Good News
Club v. Milford Central School, 533 U. S. 98, 121 S. Ct. 2093, 150 L. Ed. 2d
151 (2001), Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U. S. 819,
115 S. Ct. 2510, 132 L. Ed. 2d 700 (1995), Larson v. Valente, 456 U. S. 228, 102
S. Ct. 1673, 72 L. Ed. 2d 33 (1982), McDaniel v. Paty, 435 U. S. 618, 629, 98
S. Ct. 1322, 55 L. Ed. 2d 593 (1978). (Brennan 裁判官の賛成意見 ) を参照。
Murphy v. Collier, 587 U. S. ___, 139 S. Ct. 1111, 204 L. Ed. 2d 252 (2019).
(Kavanaugh 裁判官は執行猶予の申立てを認めることに賛同している ) も参
照。Cf. Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, 113 S.
Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d 472 (1993).
二つ目は、非宗教団体よりも宗教団体を明示的に支持する法律である。例

としては、立法府が宗教団体に、非宗教団体には利用できない一定の便宜、
税控除、または利益を与える場合がある。
例えば、
立法府は宗教団体に対して、
非宗教団体が利用できない固定資産税の免除を認める場合がある。Cf. Walz

v. Tax Commʼn of City of New York, 397 U. S. 664, 90 S. Ct. 1409, 25 L. Ed. 2d
697 (1970). あるいは、立法府は、特定の宗教関係者（非宗教的な個人では

なく）に対して、徴兵制のような、そうでなければ適用される法律の負担か
ら開放されるような便宜を認める場合もある。Gillette v. United States, 401

U. S. 437, 91 S. Ct. 828, 28 L. Ed. 2d 168 (1971). を参照。これらの種類の便宜
または控除は、宗教が明らかに優遇されているという理由で、国教樹立禁止

条項の異議申立てを引き起こすかもしれない American Legion v. American

Humanist Assn., 588 U. S. ___, ___, 139 S. Ct. 2067, 204 L. Ed. 2d 452 (2019).
（Kavanaugh 裁判官は賛成 ) 一般論として参照。Cutter v. Wilkinson, 544 U.
S. 709, 125 S. Ct. 2113, 161 L. Ed. 2d 1020 (2005)、Board of Ed. of Kiryas Joel
Village School Dist. v. Grumet, 512 U. S. 687, 722, 114 S. Ct. 2481, 129 L. Ed.
2d 546 (1994). (Kennedy 裁判官は賛成 )、Corporation of Presiding Bishop
of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints v. Amos, 483 U. S. 327, 107 S.
Ct. 2862, 97 L. Ed. 2d 273 (1987). も参照。
三つ目は、宗教団体と非宗教団体を問わず、宗教に基づくことなく適用さ

れる法律である。たとえば、市の消防法では、100 人以上を収容できるすべ

ての建物にスプリンクラーを設置することが義務付けられていることがあ

る。このような法律は、宗教団体が所有する建物や非宗教団体が所有する建
物を対象としている。表面上これらの種類の法律は、容認しがたい差別や不
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公平な偏重を示すものではない。
確かに、これらの種類の法律は、宗教団体と非宗教団体を区別していない
が、それでも宗教的活動にかなりの負担を課す可能性がある。その場合、宗
教団体は、連邦法または州法の下で利用可能であり、国教樹立禁止条項の下
で許容される範囲で、法廷で（立法府でなくとも）負担の免除を求めると思
われる。たとえば、Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru, ante,

p. ___, 140 S. Ct. 2049, 207 L. Ed. 2d 870、Gonzales v. O Centro Espírita
Beneficente União do Vegetal, 546 U. S. 418, 126 S. Ct. 1211, 163 L. Ed. 2d
1017 (2006). を参照。あるいは、宗教団体は、表面上中立な法律は、実際に
は宗教に対する敵意によって動機付けられており、その理由で違憲であると
主張するかもしれない。Lukumi, 508 U. S. 520, 113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d

472.

四つ目は、
（この事案でいうネバダ州のように）政府の利益や行動の基準

を提供しないが、むしろ組織を優遇または免除のカテゴリと、冷遇または非
免除カテゴリに分ける法律である。これらの法律は、優遇または免除のカテ
ゴリの組織にのみ恩恵を与え、冷遇または非免除のカテゴリの組織には恩恵
を与えない。
たとえば、一部の非宗教団体（アパート、小規模小売業、レストラン、銀
行など）を優遇または免除のカテゴリに配置し、一部の非宗教団体（オフィ
スビル、大規模小売業、映画館、音楽会場など）を冷遇または非免除のカテ
ゴリに配置するゾーニング法について考えると、宗教団体の資産は、両方の
カテゴリにおいて、いくつかの非宗教団体の資産とほとんど類似していると
見なすことができると思われる。その場合、立法府が宗教団体を如何に分類
するかに関する憲法上の制限と要件は何であろうか。
裁判所の判例は、そのような状況において、立法府が国教樹立禁止条項の
問題を引き起こすことなく、宗教団体を冷遇または非免除のカテゴリでは
なく、優遇または免除のカテゴリに位置づけることができることを明確に
している。たとえば、Walz, 397 U. S., at 696, 90 S. Ct. 1409, 25 L. Ed. 2d 697.

(Harlan 裁判官の意見 )（「重要な問題は、当該立法の対象が、宗教団体がそ

の範囲内にあると考えられると当然結論付けることができるほどの広さの範
囲を包摂しているかどうかという点である」
）Texas Monthly, Inc. v. Bullock,

489 U. S. 1, 14, 109 S. Ct. 890, 103 L. Ed. 2d 1 (1989).（多数意見）（補助金を

「正当な非宗教的目的のために宗教団体だけでなく、非宗教的集団にも幅広

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
く授与される」ことに賛成すると表明）
、Concerned Citizens of Carderock v.

Hubbard, 84 F. Supp. 2d 668 (Md. 2000).（州は、いくつかの非宗教団体とと

もに、宗教団体を優遇カテゴリに配置することができる。
）を参照。

宗教活動の自由または平等な扱いに反するかに否かついては、立法府が宗
教団体を冷遇または非免除のカテゴリではなく、優遇または免除のカテゴリ
に入れる必要があるかどうかにかかっている。裁判所の宗教活動の自由と平
等な取扱いの判例も、その問いに対する答えを提供している。州が十分な正
当化を行わない限り、宗教団体を優遇または免除のカテゴリに分類しなけれ
ばならない。Laycock, The Remnants of Free Exercise, 1990 S. Ct. Rev. 1, 49-

50.（当裁判所の判例が宗教団体に「最恵国待遇に類似したもの」をどのよ
うに付与するかを説明している）を参照。

た と え ば Employment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith,

494 U. S. 872, 110 S. Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876 (1990). は、「州が個別の免除
制度を導入している場合、やむにやまれぬ理由なしにその制度を宗教的困

難の場合に拡大することを拒否することはできない」と説明した。Employ-

ment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith, 494 U. S. 884, 110 S.
Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876 (1990). 同様に、当時の Alito 裁判官は、修正第一

条は「髭を生やしてはいけないという警察の規則からスンニ派イスラム教徒
を免除することを警察当局へ要求したが、それは警察が非宗教的理由でその
規則から免除を行う一方で、宗教上の理由で髭を生やさなければならない警
官に対しては、同様の扱いを行うことを拒否する実質的な正当化を全く提示

していないためである」と述べた。Fraternal Order of Police Newark Lodge

No. 12 v. Newark, 170 F. 3d 359, 360 (CA3 1999).

簡単に言えば、裁判所の宗教判例の下では、法律が宗教団体ではなく一部

の非宗教団体を優遇または免除するように見える場合、宗教団体による憲法
上の異議申立てを審理する裁判所は、州がその区別の根拠を十分に正当化し
たかどうかを判断する必要があるということである。
明確にしたいのは、裁判所の判例は、宗教団体がすべての非宗教団体より
も優遇されることを要求していない。むしろ、修正第一条は、州が差別化を
十分に正当化できない限り、宗教団体を優遇または免除された非宗教団体と
同等に扱われることを要求している。
別の言い方をすれば、この種の事案では、裁判所の判例は基本的な二段階
の調査を必要とする。第一に、法律は団体自体に有利なクラスまたは免除さ
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れるクラスを設定しているかどうか、もし設定しているならば、宗教団体は
そのクラスから外れるのかどうかである。このしきい値を超えるかを判断す
る際に、たとえば、教会が工場に類似するのか、あるいは美術館に類似する
のかといったことを裁判官が判断する必要はない。むしろ、この最初の問題
は、ある法律が形式上特定の団体を優遇するかどうか、もしそうなら、宗教
団体がその優遇されたクラスの一部であるかどうかだけである。宗教団体が
そうでない場合、二番目の質問は、政府が宗教の差別的扱いに対して十分な
正当化を提供したかどうかである。Smith, 494 U. S., at 884, 110 S. Ct. 1595,

108 L. Ed. 2d 876. を参照。

このような場合の差別的扱いを正当化するために、政府は他の非宗教的な

団体や個人も不利に扱われていることを指摘するだけでは不十分である。重
要なのは、「一つまたはいくつかの非宗教的な類似団体が規制されているか
どうかではない。問題は、非宗教的な類似団体が一つでも規制されていな
いかどうかである」Laycock & Collis, Generally Applicable Law and the Free

Exercise of Religion, 95 Neb. L. Rev. 1, 22 (2016). そのために、政府は、宗教
団体または個人よりも非宗教的な組織または個人をより優遇するための十

分な正当性を明確にしなければならない。Smith, 494 U. S., at 884, 110 S. Ct.

1595, 108 L. Ed. 2d 876. を参照。この点は微妙であるが、極めて重要である。
そして、その点が完全に理解されていない場合、この種の事案は誤って判断
される。
Ⅱ
次に、裁判所の判例に基づくネバダ州のルールの分析に移る。Alito 裁判

官が反対意見で説明しているように、ネバダ州は現在、初期の COVID-19
の危機に対応し、状況の変化に応じて基準を調整するための四か月以上の時
間があった。しかし、ネバダは未だに宗教を差別している。ネバダ州は、宗
教的礼拝に厳格な 50 人の上限を適用しているが、レストラン、バー、カジノ、

ジムなどの非宗教団体には、収容人数 50％という緩い上限を適用している。
ネバダ州は、この差別を正当化する可能性のある 2 つの理由、つまり公衆

衛生と経済を主張しているようである。しかし、どちらの主張も説得力がな
い。
一つ目は、州の公衆衛生上の根拠である。ネバダ州は COVID-19 の蔓

延と闘い、市民の健康を保護することにやむにやまれぬ利益（compelling

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
interest）を有していることは間違いない。しかし、レストラン、バー、カジノ、

ジムとは異なる扱いを教会に対して行うための説得力のある公衆衛生上の理
由は存在しない。カルバリーチャペルは、同じ基準がこれらの非宗教的な事

業に適用される限り、州が適切と考えるように、同じ 50％の上限またはよ

り厳しい一律の基準を喜んで遵守する。そして教会はソーシャルディスタン
ス、マスクの着用義務、および一定の自主的な安全対策に取り組んできた。

州は、レストラン、バー、カジノ、ジムなど、人が大人数で集まったり、
長期間近くにいたりするような非宗教的な事業では、収容上限の 50％が適
当であり、礼拝所では不適当であるという理由を説明していない。繰り返し
になるが、映画館などの一部の非宗教的な事業では、収容上限が 50 人、ま

たは 50％のいずれか少ない方が対象となることを指摘するだけでは不十分

である。法的な論点は、宗教的礼拝だけが冷遇のカテゴリにあるのかどうか
ではなく、そもそも、なぜそれらが冷遇のカテゴリにあるのかということで
ある。Smith, 494 U. S., at 884, 110 S. Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876. を参照。そ
して、ネバダ州はその決定のための十分な公衆衛生上の論理的根拠を提示し
ていない。繰り返すが、州には、特に緊急事態や危機において、基準を定め
る余地がかなりある。しかし、ネバダ州は、レストラン、バー、カジノ、ジ
ムについては緩いアプローチを取り、礼拝所については厳格なアプローチを
取ることが公衆衛生を理由に正当化されることを証明していない。
二つ目は、州の経済的根拠である。州は、企業活動を活性化させ、市民の
経済的幸福を維持したいと考えている。州は、レストラン、バー、カジノ、
ジムの制限を緩和してきた。これは、ネバダ州の雇用や暮らし、およびその
他のネバダ州関連のビジネスの大部分が、レストラン、バー、カジノ、ジム
が営業し、賑わうことに依存しているためである。州が公衆衛生上の懸念と
個人の経済的困窮とのバランスを取ることは理解できる。アメリカのほぼす
べての州と自治体は、そのバランスを取ることに苦労している。結局のとこ
ろ、COVID-19 の感染を防ぐことが唯一の懸念事項である場合、州はおそ

らく、ほぼすべての事業を無期限に閉鎖するように命じるだろう。しかし、
経済的荒廃と、家族や個人への経済的、身体的、知的、心理的危害が結果と
して生じる（そして、ある程度はすでに起きている）ため、州は公然と議論
するのが憚られるようなトレードオフを行う必要がある。
しかし、これらのトレードオフに関して、宗教団体がレストラン、バー、
カジノ、またはジムが提供する経済的利益をもたらさないという理由だけで、
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州が宗教を差別することができることを示唆する前例はない。ネバダ州の規
則は、パンデミックの間、金儲けは信仰よりも重要というような営利目的の
活動が重要であり、宗教的な集会はそれほど重要ではないという暗黙裡の判
断を反映している。しかし、その論理的根拠は、合衆国憲法に違反して、
「非
宗教的理由よりも重要性が低いと判断することによって」、集会することの
「宗教的理由を軽視する」ものである。Lukumi, 508 U. S., at 537-538, 113 S.

Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d 472. 合衆国憲法は、礼拝が利益をもたらさないとい
う理由だけで、宗教に対する差別を容認していない。

より広義には、州は緊急事態の真っ只中にあり、裁判所からの服従を受け、
訴訟に巻き込まれてはならないと主張している。しかし、裁判所が単に宗教
的差別に対する憲法上の禁止事項を強制する場合、水門は開かないであろ
う 私は、裁判所が、パンデミックの際に経済活動を開始し、特定の活動を
v

許可するという州の基準を特に尊重すべきであることに同意する。
たとえば、
他の企業よりもひどい扱いを受けている非宗教的な企業による実質的デュー
プロセスの主張を考慮する場合、裁判所は州に対して特に敬譲的であるべ
きである。Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11, 25-28, 25 S. Ct. 358, 49 L.

Ed. 643 (1905). を参照。合衆国憲法の下では、連邦裁判所ではなく、州政府

と地方自治体が、検疫要件、検査計画、マスク義務、段階的解除、学校閉鎖、
スポーツルール、投票および選挙手続きの調整、州裁判所および収容施設の
運営などの COVID-19 問題に対処する主な責任を負っている。

しかし、COVID-19 は、州が信者、宗教団体、および礼拝を差別するた

めの白紙委任ではない。合衆国憲法には有事においても、州が超えてはなら
ない一定のレッドラインがある。このレッドラインには、人種差別、宗教的
差別、および言論の自由の内容規制が含まれる。当裁判所の歴史上、平等な

扱いと言論の自由の原則を無効にする目的で政府が緊急事態権限を行使し、
緊急事態を宣言した際に、政府に対して過度に広範な司法的配慮をしてし
まった不幸な例が数多く存在する。過去、裁判所は、特に人種差別、宗教的
差別、または言論の自由の問題が危機に瀕している場合に、これらの司法の
過ちを退け、過度に敬譲的な司法アプローチに対して警告を発している。
最後に、州の主張は、South Bay United Pentecostal Church v. Newsom,

590 U. S. ___, 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154 (2020). での裁判所の最近の

仮差止命令に立脚している。そこでは、裁判所は、カリフォルニア州の礼拝

における群衆の規模に対する制限について検討した。カリフォルニア州は、

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
映画館のような一部の非宗教団体よりも、宗教団体を優遇したが、レストラ
ン、スーパーマーケット、小売店、薬局、ヘアサロン、オフィス、工場など
の他の非宗教団体ほどは優遇していない。私の見解では、カリフォルニア州
の説明は、少なくとも記録上は、礼拝を、いくつかの優遇された非宗教団体、
特にレストランやスーパーマーケットから説得力を持って区別するものでは
なかった。しかし、裁判所は最終的に、仮差止命令を求める教会の要求を棄
却した。賛成意見の中で、最高裁判所長官は、この裁判所で差止めによる救
済を得るために必要な水準の高さと、現在進行形で急速に変化する公衆衛生
上の緊急事態の両方を相応に強調した。最高裁判所長官はまた、優遇された
非宗教的な活動には、「大規模な人数で集まる」または「長期間近くにとど
まる」人々が関与していないことも指摘した。South Bay United Pentecostal

Church v. Newsom, 590 U. S. ___, 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154 (2020).

（法定意見は差止命令による救済の申請の拒否に同意している）
。

South Bay 判例で問題となっているレストランやスーパーマーケット（特

にレストラン）は、他の人との距離や滞在時間の点で、ソーシャルディスタ
ンスをとった礼拝と同様の健康リスクをもたらすと私は引き続き考えてい
る。ここ数週間、数ヶ月の間に三種類すべての施設を頻繁に訪れた多くの人

がこれに同意すると思われる。それゆえ、私は South Bay 判例に謹んで反対
し続ける。

しかし、South Bay 判例を先例として受け入れるとしても、この事案は

バー、カジノ、ジムが関係するため、大きく異なってくる。ネバダ州の

COVID-19 に基づく健康リスクの区別は、
（i）
一方でバー、
カジノ、
ジムを、
（ii）

他方で、礼拝を区別するものであり、常識に反するものである。私の見解で
は、州は、これらの大規模な非宗教的な活動が礼拝よりも無条件に安全であ
るであるとか、または礼拝のみが―バーや、カジノ、ジムでなく―、大人数
で集まったり、長時間近くにいたりすることを伴うということを、もっとも
らしく主張することはできない。いずれにせよ、州はその直感に反する区別
を十分に正当化する理由をまだ提示していない。

***
合衆国憲法は「敬虔な宗教者を不平等な扱いから保護している」Trinity

Lutheran, 582 U. S., at ___, 137 S. Ct. 2012, 198 L. Ed. 2d 551, at 559. 宗教的
礼拝に対するネバダの 50 人の出席上限は、教会、シナゴーグ、寺院、モス
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クでの礼拝を、レストランでの食事、バーでの飲酒、カジノでのギャンブル、
ジムでの自転車よりも不利な立場に置くものである。言い換えれば、ネバダ
州は宗教を差別している。そして、州はそうするための十分な正当化を提示
していないため、この差別は修正第一条に違反している。私は、教会の仮の
差止命令の申立てを認めるべきだと考える。私は謹んで反対を表明する。

注

i

第 30 代ネバダ州知事。

ii

何かしらの法的処置が取られるであろうとの意。

iii

非公開意見の意。

iv

ラスベガスにあるカジノホテルのこと。

v

その主張は通らないであろうとの意。
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差止命令による救済の申立て
（Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. An-

drew M. Cuomo, Governor of New York on Application
for Injective Relief）
—No. 20A87.—
合衆国連邦裁判所

208 L. Ed. 2s 206, 210; 2020 U.S. LEXIS 5708**, 28 Fla. L. Weekly Fed. S 590;
__S. Ct. __; 2020 WL 6948354
概

要：
宗教的礼拝 に関するニューヨーク州知事による厳格な規制の実施につい
i

て、Roman Catholic Diocese of Brooklyn がニューヨーク州 Cuomo 知事に

対し差止めを求め提訴した。係争状態にある地域は、COVID-19 感染拡大

状況に応じて、集会の入場制限を 10 人までとするレッドゾーンや 25 人ま
でとするオレンジゾーンに分類された。これにより、地域の宗教的礼拝に出
席することが事実上禁止となったため、合衆国憲法修正第一条の宗教活動の
自由条項が正面から問題となった。申立人らは、修正第一条に基づく主張が
認容される可能性が高いこと、救済の否認が回復不能の損害をもたらしかね
ないこと、救済の容認が公共の利益を損なわないことを証明し、礼拝への出
席制限が宗教に対する中立性要件に違反していることを強く示した。一方、
提訴後に感染拡大が落ち着いたことから、上記地域は集会の人数制限を最大
収容人数の半分とするイエローゾーンへと変更になった。そのため、規制に
対する差止命令の直接的な利益が失われたが、争点となっている地域でレッ
ドゾーンやオレンジゾーンに再分類されることが申立人らにとって脅威とな
りうることから訴訟は継続した。連邦最高裁は申立てを認容した。
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法廷意見：

Breyer 裁判官に提出され、法廷に付託された差止命令に対する救済の申

立ては認められた。第二巡回区控訴裁判所での控訴の処分と、裁量上訴が申
立てられているのならばその処分を保留している申請者に対して、被告が行
政命令 202.68 による、10 人または 25 人への入場制限を執行することを禁

ずる。裁量上訴の申立てが却下された場合、この命令は自動的に終了するも
のとする。申立てが認容された場合、当裁判所の判例の送達を持って終了す
る。

******
この緊急の申立てともう一つの Agudath Israel of America, et al. v. Cuomo,

No. 20A90 は同じ問題を提起しており、本意見は両方の事案を取り上げてい

る。

どちらの申立ても、ニューヨーク州知事が発した「レッド」または「オレ
ンジ」に分類された地域での宗教上の行事への出席に対して非常に厳しい制
限を課す行政命令からの救済を求めている。1 回の礼拝に出席できるのは、
レッドゾーンでは 10 人まで、オレンジゾーンでは 25 人までとなっている。

Roman Catholic Diocese of Brooklyn と、Agudath Israel of America とその
関連団体が提出した 2 つの申立ては、これらの制限が修正第一条の宗教活
動の自由条項に違反しており、再審理の間、制限の執行停止を求めて争って
いる。Agudath Israel of America は、知事の様々な発言を引用し、知事が特

に正統派のユダヤ人共同体を標的にし、ユダヤ人居住地域が多く含まれるこ
とを確信してレッドやオレンジゾーンの境界線を改定した、と主張する。ブ

ルックリン教区と Agudath Israel のどちらもが主張するには、この規則は同
程度の非宗教的な施設よりも礼拝所をはるかに厳しく扱っているという。そ
して、すべての公衆衛生指導を遵守し、追加の予防措置を実施し、感染の大
流行を一度も起こすことなく 25％または 33％の定員で数ヶ月間活動したこ

とを、彼らは矛盾なく示している。

申立人らは、再審理を保留とし救済される資格を明確に証明した。合衆国
憲法修正第一条に基づく主張が認められる可能性が高く、救済を拒否するこ
とが回復不能な損害をもたらし、救済を認容することが公共の利益を害さな
いことを彼らは示している。Winter v. NRDC, Inc., 555 U. S. 7, 20, 129 S. Ct.

365, 172 L. Ed. 2d 249（2008）を参照。速やかに命令を発出する必要がある

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
ため、早急な救済の重要性の理由について簡単にまとめる。
本案勝訴の可能性。申立人らは、本件制限について宗教に対する「最低
限の中立性要件」に違反していると強く主張している。Church of Lukumi

Babalu Aye, Inc. V. Hialeah, 508 U. S. 520, 533, 113 S. Ct. 2217, 124 L. Ed. 2d
472（1993）下記の裁判所の反対意見で言及されているように、異議の対象

となっている規則と共に被告から発表された声明からは、「超正統派［ユダ
ヤ人］共同体」を標的としていることが見て取れる。F. 3d 2020 U.S. App.

LEXIS 35354, 2020 WL 6750495, *5.（CA2, Nov. 9, 2020）（Park, J. 裁判官の
反対意見）しかし、それらの意見を差し置いても、礼拝所に対して特別過酷
な扱いをしているため、この規制は中立的とはいえない 。
1

レッドゾーンにおいて、シナゴークや教会では 10 人を超えてはいけない

一方で、「必要不可欠」に分類される事業は何人でも集まることが認められ

ている。また、「必要不可欠」な産業には、鍼灸施設、キャンプ場、車庫の
ほか、化学品やマイクロエレクトロニクスを製造するすべての工場や、すべ
ての輸送施設といった必ずしも必要不可欠であると限定されないサービス
も多く含まれている。New York State, Empire State Development, Guidance

for Determining Whether a Business Enterprise is Subject to a Workforce
Reduction Under Recent Executive Orders, https://esd.ny.gov/guidanceexecutive-order-2026 オレンジゾーンでは差別的扱いがさらに顕著である。
礼拝所への入場は 25 人までに制限されている一方で、必要不可欠でない産

業でさえ、何人まで認めるかは各事業者が決定できる。

このような分類は問題につながる。地方裁判所の審問では、保健局関係者
が「毎日文字通り何百もの買い物客がいる」とブルックリンの大型店舗につ
いて証言した。App. to Application in No. 20A87, Exh. D, p. 83. しかし、近

くの教会やシナゴーグでは、礼拝のために 10 人や 25 人以上の人が中に入

ることが禁止されている。 そして知事は、工場や学校が COVID-19 の発生

場所となっていると述べた。同上の文献を参照。Exh. H, at 3; App. to Appli-

cation in No. 20A90, pp. 98, 100. しかし、称賛に値する安全性を誇るブルッ
クリン教区の教会や Agudath Israel のシナゴーグに比べて、厳格な扱いをこ
1 Trump v. Hawaii, 585 U. S., 138 S. Ct. 2392. 201 L. Ed. 2d 775, 783（2018）と比較せよ。
（
「表向きは中立」な意見）
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れら施設では受けていない。
本件制限は「中立」でもなく、
「一般的な適用性」
も持たないため、
「厳格審査」
を満たさなければならず、「やむにやまれぬ」政府の利益のために「厳密に
調整されて」いなければならないことを意味している。Church of Lukumi,

508 U. S., at 546.COVID-19 の蔓延を食い止めることは、紛れもなくやむに

やまれぬ利益であるが、本件規制がどのように「厳密に調整」されていると
みなしているかを理解することは難しい。これらの規制は、これまでに裁判
所に提出された COVID-19 関連の他の規制 よりもはるかに制限的で、パン
2

デミックによる大きな打撃を受けた他の多くの管轄で採用された規制よりも
かなり厳しく、申立人らが行う礼拝におけるウイルスの蔓延を防ぐために必
要であると示されている制約よりもはるかに厳しい。地方裁判所は、「礼拝
を再開して以来どの教区においても COVID-19 は発生していない」と指摘

し、感染拡大との戦いにおける教区の記録を賞賛した。F. Supp. 3d, 2020 U.S.

Dist. LEXIS 192292, 2020 WL 6120167, *2.（EDNY, Oct. 16, 2020）これによ

り、教区が絶えず「先手を打ち、政府の要求以上の厳格な安全対策を実施し

ている」ことが明らかになった。同上の文献を参照。同様に、
「知事は、宗
教団体が全ての公衆衛生指導を厳格に遵守・実施していること、集会での

COVID-19 の発生がなかったことについて争っていない」と Agudath Israel
は指摘している。No. 20A90, at 36.
申立人らが COVID-19 の感染拡大に寄与したという証拠がないだけでな
く、宗教的礼拝に参加する人々のリスクを最小化するものとして採用されう
るより制約の少ない規則も存在する。中でも、宗教的礼拝への最大参加人数
は、教会やシナゴークの規模によって定まる可能性がある。行政命令の影
響を直接的に受けた 26 の教会のほぼすべてが少なくとも 500 人以上、14 の

教会が 700 人以上、2 つの教会が 1000 人以上を収容できる。同様に、Kew

Garden Hills の Agudath Israel も 400 人まで収容可能である。1,000 人収容
の教会や 400 人収容のシナゴーグに対して 10 人以上の収容を認めることは、

州が許可している他の多くの活動よりも、より深刻な健康リスクを生み出す

2 Calvary Chapel Dayton Valley v. Sisolak, 591 U. S. 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129
（2020）
（directive limiting in-person worship services to 50 people） 及 び S. Bay
United Pentecostal Church V. Newsom, 590 U. S. 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154
（2020）
（対人礼拝を定員の 25％または 100 人のいずれか低い方に制限する行政命令）
を参照。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
ことになるとは考えにくい。
回復不能な損害。争点となっている制限が執行されれば、回復不能な損
害をもたらすことは疑いの余地がない。
「修正第一条の自由を失うことは、
たとえわずかな期間であっても 確実に回復不能な損害となる」。Elrod v.

Burns, 427 U. S. 347, 373, 96 S. Ct. 2673, 49 L. Ed. 2d 547.（1976）
（複数意見）
各礼拝に 10 人しか入場できない場合、日曜日のミサや安息日のシナゴーグ

での礼拝への参加を希望する多くの人が入場禁止となる。そして、礼拝所に
入れなかった人々はテレビを通して礼拝に参加できる場合もあるが、このよ
うな遠隔視聴は個々の会場への参加と同視できない。自宅からミサに参加す
るカトリック信者は聖体拝領を受けることができず、正統派ユダヤ教徒は重

要な宗教的伝統により個々の出席が必要となる。App. to Application in No.

20A90, at 26-27.
公共の利益。最後に、申請を許可することが公共の利益を害することは示
されていない。前記のとおり、州は申立人らの礼拝への参加が感染症の蔓延
につながったとは主張していない。また、制限の少ない措置が課された場合
に公衆衛生を損なうことを州は示していない。
本法廷の構成員は公衆衛生の専門家ではなく、この分野についての専門的
な知識と責任を持つ者の判断を尊重すべきである。しかし、パンデミックと
なると、合衆国憲法は片隅に追いやられ、忘れられてしまう。ここで問題と
なる制限は、多くの人が宗教的礼拝に参加することを事実上禁止することで、
合衆国憲法修正第一条の宗教活動の自由条項の核心を突いている。この規制
を認容する前に、このような強力な措置の必要性について十分に検討する義
務がある。
反対意見としては、関連する他の状況が変わったため救済を保留すべきだ
という主張がある。申立人らが当裁判所に救済を求めたのち、知事が問題と
なった地域をオレンジからイエローに再分類したことで、申立人らは最大収
容率 50％で礼拝を開催できることとなった。被告らは現時点では救済を否

定するが、この最新の再分類が変更される場合、ブルックリン教区と Agu-

dath Israel が訴えの内容を変更して、なお差止請求が可能だ。

反対意見の言うようなやり方は不当である。この件が論点にならないこ
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とは明らかである。FEC V. Wis. Right to Life, Inc., 551 U. S. 449, 462, 127 S.

Ct. 2652, 168 L. Ed. 2d 329（2007）; Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services（TOC）, Inc., 528 U. S. 167, 189, 120 S. Ct. 693, 145 L.
Ed. 2d 610（2000）を参照。そして、申立人らは、争点となっている地域がレッ

ドやオレンジに再分類されるという脅威を常に感じているため、差止命令

による救済がなお求められる。たとえば Susan B. Anthony List v. Driehaus,

573 U. S. 149, 158, 134 S. Ct. 2334, 189 L. Ed. 2d 246（2014）を参照。知事は

事前の通知なしに、特定の地域の区分の変更を定期的に行なっている 。再度
3

区分の変更があった場合、影響を受けた地域の人々は、ほぼ確実に司法的救
済を受ける前に礼拝への参加を禁止されてしまう。ほとんどの教会でミサは
毎日行われ、「正統派ユダヤ教徒は毎日 [Agudath Israel の] シナゴーグで祈

る」No. 20A90, at 4 を参照。さらに、過去に起こったように再分類が週の後
半に行われた場合、次の安息日までに、申立人らが当裁判所に救済を求める
時間がない可能性がある。ブルックリン教区が申立てを提出してから 13 日、

Agudath Israel は 1 週間以上前から申立てしている。将来的にはより迅速に

対応し得るだろうが、次の週末を迎える前に救済ができる保証はない。申立
人らが救済を必要としていることが見られ、再分類されるたびにさらなる回
復不能な損害を被るリスクを申立人らに強いる理由がない。

これらの理由から、知事による申立人らの宗教的礼拝に対する厳しい規制
の執行を禁止することとする。
上記のことを命令する。
賛成意見：

Gorsush 裁判官は賛成する。
政府は危機的状況にあっても合衆国憲法修正第一条を反故にすることはで
きない。少なくとも、この条文は、やむにやまれぬ政府の利益を追求し、利
3 近時の感染拡大地域分類の変更日は以下の通りである。11 月 23 日（月）、11 月 19
日（木）
、11 月 18 日（水）、11 月 11 日（水）、11 月 9 日（月）、11 月 6 日（金）、
10 月 28 日（水）、10 月 21 日（水）

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
用可能な最も制限的でない手段を使用しない限り、政府職員が宗教的な運
動を非宗教的な活動よりも悪い扱いをすることを禁止している。Church of

Lukumi Babulu Ave. Inc. v. Hialeah. 506. U.S. 520, 546, 113 S. Ct. 2217. 124. L.
Ed. 2d 472（1993）を参照。とはいえ、近時の COVID-19 大流行の間、一

部の州は、
この長い間確立していた重要な条項を無視しているようにみえる。
本件はそのような事態の最新の一例である。ニューヨーク州知事は、州内
のさまざまな部分に異なるカラーコードを割り当て、それぞれを行政命令
で統治する権限を主張している。「レッドゾーン」では礼拝所に入場できる
のは最大 10 人である。正統派ユダヤ教の集団では、ミニヤーン を設立する
ii

ために 10 人が必要であることを考えると、この制限はすべての女性を排除

する可能性がある。「オレンジゾーン」であっても大して変わらない。教会
やシナゴーグへの入場は最大 25 人に制限される。これらの制限は、普段は

100 人以上収容できる大聖堂や大規模なシナゴーグにも適用される。そして、
この制限はソーシャルディスタンスを保つ、マスクを着用する、ドアや窓を
開ける、歌を歌わない、礼拝中に向き合わないといった予防措置が採られた
としても適用される。
同様に、知事が「必要不可欠」と考える個別の産業については、人数制限
を一切課さないこととしている。そして、知事が必要不可欠と考える産業に
は、金物店、鍼灸師、酒屋などが含まれていることが判明した。自転車の修
理屋さん、看板屋さん、会計士、弁護士、保険代理店なども必要不可欠であ
る。つまり、少なくとも知事によると、教会に行くのは安全ではないかもし
れないが、ワインをもう一本買ったり、新しい自転車の買い物をしたり、午
後に鍼治療に行くのはいつでも認められる。公衆衛生がこれほどまでに非宗
教的な利便性と完全に一致すると誰が知っていただろうか。
本法廷のほとんどの人が認めているように、知事の発言を伝統的な修正第
一条の規則に合わせるのは簡単なことではない。バス停や空港、コインラン
ドリーや銀行、金物店や酒屋などに長時間人が集まることがある。それに対
して、特に感染症対策を行う能力及び準備があり、「必要不可欠な」産業に
必要なすべての安全上の注意事項に従う意思があること、そしておそらくそ
れ以外にももっと多くの対策ができる場合、同一の制限を受けるとするなら
ば、人々が教会やシナゴーグに集まってはいけない理由は、存在しないこと
は明らかである。宗教的な行為を異なる扱いをするための唯一の説明は、礼
拝所で起こることが、非宗教的な空間で起こることほど「重要な」ものでは
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ないと判断していることにある。いかにも、知事はこのことについて、次の
ように驚くほど率直な意見を述べている。彼の判断では、洗濯物や酒、営業
や工具すべて「必要不可欠」であるが、伝統的な宗教的な活動は「必要不可
欠」ではないと。これはまさに修正第一条が禁じている差別である。
これは本件のみの問題ではない。数ヶ月間で、他の知事が同様の命令を出
している。ペンの動きに合わせて、彼らは教会、モスク、寺院よりもレスト
ラン、マリファナ薬局、カジノを優遇する権利を主張した。Calvary Chapel

Dayton Valley v. Sisolak, 591 U. S. -, 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129, 1135
（2020）
（Gorsuch 裁判官の反対意見）を参照。あまりにも多くの場所で、
あまりにも長い間、我々のもっとも重要な自由は聞き届けられなかった。

*

修正第一条の条項やその適用に関する長年の規則からの過激な逸脱を正当

化するにはどうするべきか。私たち裁判官は、
2 つの答えを提示する。始めに、

S. Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 590 U. S. 140 S. Ct. 1613, 207 L.
Ed. 2d 154（2020）における賛成意見を挙げる。パンデミックの初期段階では、
前例のない緊急事態と当時の病気についての知識の少なさから、執行命令に
委ねる意思を裁判長が表明したものである。Post, at5.（Breyer, J 裁判官の意

見）。当時、COVID-19 が本格的に流行してから 3 ヶ月間が経ったのみであっ
た。今、私たちは 2020 年を終え、パンデミックの影の中での生活も 2 年目

に入るという局面であるが、前述の見解を根拠とするには古い。合衆国憲法

がパンデミックで休暇を取ったとしても、安息日にはならない 。South Bay
iii

判例から法的拘束力のない期限切れの論拠を適用させることよりも、裁判所
は宗教活動の自由条項を適用させなければならない。今日、裁判所の過半数
はこの意見に従う。

South Bay 判例の賛成意見は私たちが直面している状況とは異なるだけで

なく、この意見は当初から不適切であった。この結論を正当化するために賛

成意見は、ジェイコブソン判例における当裁判所の主張を利用する目的で、

100 年前のアメリカの裁判所の決定まで遡る。しかしながら、Jacobson 判例

では、パンデミック下の合衆国憲法から切り離すことをあまり支持していな
い。この決定は全く異なる分析方法を用いたとしても、全く別の権利であっ
ても、全く異なる種類の制限であっても関連する。

分析の方法から検討する。Jacobson 判例は現代の段階審査の構造を先取

りしていたが、当該裁判所は、ワクチンを打つこと、5 ドルの罰金を支払う

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
こと、もしくは免除を受ける資格があることを個人が得る必要があることを
定めた州法に関する Henning Jacobson の異議に対して、
天然痘のパンデミッ

クが進行していることを考慮しつつ、本質的には、合理的根拠に基づく審査

を適用した。同上の文献 25 頁を参照。（国の計画が「合理的」であったか
どうかを問う）同上の文献 27 頁を参照。
（同じく）
同上の文献 28 頁を参照。
（同

じく）合理的根拠に基づく審査は、人種やその他の根拠に基づいた疑わしい
分類、または基本的権利の主張に関係しない限り、当裁判所が修正第十四条

を争点とする場合に通常適用する方法である。言い換えれば、Jacobson 判
例は、パンデミック下における通常の合衆国憲法秩序からの逸脱を求めてお
らず、そのような先例性は全くない。その代わりに、今日の裁判所が行って
いることと全く同じ権利に関連して今では伝統的な司法審査となったもの
を、Jacobson 判例は適用した。ここでは、それは厳格審査を意味する。厳

正な審査の要求すなわちやむにやまれぬ政府の利益を満たすために利用可能
な最も厳密に調整された手段を採用したことを示さない限り、宗教的な運動
を少なくとも非宗教的な活動と同様に扱うことを、修正第一条は伝統的に州
に要求してきた。Church of Lukumi, 508 U. S., at 546 を参照。

次に、主張された権利について考える。人は修正第十四条に由来する「身

体的完全性」に対する暗黙の「実質的デュープロセス」を受ける権利を持っ
ており、ワクチンだけでなく、5 ドルの罰金も回避することが認められ、さ
らに、免除要件を満たすことを示す必要も回避することが認められると Mr.

Jacobson は主張した。197 U. S., at 13-14. 当裁判所は認めなかった。しかし、
それが私たちの状況と何の関係があるだろうか。たとえ裁判官が、合衆国憲
法の陰に隠れた権利の一部に対して緊急の制限を課すことがあっても、宗教
的活動について文言上明示された権利に同様の運命が降りかかるということ
ではない。
最後に、制限の異なる性質について考える。Jacobson 判例では、個々人

はワクチンを受け入れ、罰金を支払い、免除の根拠を特定できた。同上の文
献 12,14 頁を参照。身体の完全性に関する権利を主張する Jacobson への規

制は、このように回避可能かつ控えめである。特定の異議申立者にオプトア

ウトを認めていることを考えると、合理的根拠に基づく審査は当然通過し、
厳格審査も通過するかもしれない。同上の文献 36、38-39 頁を参照。ここ

で、対照的に本件における州は、知事が命じた時はいつでも選択した「地
域」において全ての伝統的な形式の礼拝を禁止することを実質的に求めてい

363

364

『人文

社会』第 1 号

る。Jacobson 判例では、このように確立している合衆国憲法上の明文の権

利に対する深刻で永続的な介入を承認はもちろんのこと、対処しようとする
ものもなかった。実際に、本件法律が適法となるのは、「合衆国憲法に違反
し」
ていないか、
「同法により認められまたは保障されたいかなる権利の侵害」
でない場合に限られる、と Jacobson 判例は説明している。同上の文献 25 頁

を参照。

それを示すかのように、現在、これらの点について異議を唱える裁判官は
いない。また、いかなる裁判官も近時のパンデミック下で、通常の合衆国憲
法の基準以外のものが適用されるべきである理由を説明しようとしない。実
際に、今日では South Bay 判例の賛成意見の作成者は本件と同様の事案では

Jacobson との関連性さえも重視していない 。Post, at2.（Robert C, J. 裁判官

の意見）これらの全ては確かに歓迎すべき発展である。しかし、裁判長がそ
うであるように、South Bay 判例の賛成意見が Jacobson 判例に深刻な点で

依拠していないということは、歴史の大きな書き換えを必要とするだろう。
それは South Bay 判例が当裁判所において実質的な法的問題について引用し

た最初の事例であり、パンデミックに関連した唯一の事例である。そして、
そうしてしまうのは理解できることではあるが、多くの下級審はこの引用を

COVID-19 が長引いている間、合衆国憲法上の自由の行使を緩めるように
誘導していると読んでいる。例として、
Elim Romanian Pentecostal Church v.
Pritzker. 962 F. 3d 341. 347（CA7 2020）や、Legacy Church. Inc. v. Kunkel.
455 F. Supp. 3d 1100. 1138（NM 2020）を参照。
なぜ一部の人々は、裁判所の Jacobson 判例での謙抑的な決定を、パンデ
ミック時に合衆国憲法の影響力を弱める大きな権威として誤解しているのだ
ろうか。結局のところ、私が推測できるのは、その答えの大部分は危機に際
し、いざという時に邪魔にならないようにするための司法の衝動であるとい
うことだ。しかし、その司法の衝動が理解できるものであったとしても、も
しくは他の状況で称賛されるのであったとさえしても、合衆国憲法上の権利
が侵害されているときは逃げてはいけない。そうしてしまうと、決して上手
くいかない。

*

このことは他の裁判官に対して、二つ目の議論を投げかける。先例は知事

の行動を支持していないかもしれないということである。その行為は合衆国
憲法に違反しているかもしれない。しかし、裁判官は司法介入を控えるべき

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
だという。本件教会やシナゴーグが何ヶ月も違憲な規制を受けていたとして
も、つい先日、申立人らの所在する Brooklyn と Queens の色分けを変更し

たため、関係のないことである。現在、これらの地域は「イエローゾーン」
であり、
「オレンジ」や「レッドゾーン」に関連した礼拝の制限は適用され
ない。そのため、もし必要があれば裁判所に戻ることができる招待状を渡し
て、家に帰すという結論になってしまう。
私の考えでは、この対応は介入を促進するだけである。申立人らが司法制
度を利用し働きかけ、提訴するのに何週間もかかっている。その間、彼らは
違憲な制限を受けた。この裁判所が彼らの申請を処理する準備をしていた矢
先、知事は制限を緩めた一方で、条件次第ではいつでも再び制限できる権力
を知事は主張し続けている。そのため、もし我々がこの訴訟を却下したとし
ても、翌日知事が本件制限を復活させることが可能となる。そして、新たな
異議が裁判所に申し立てられるときに、再び知事は制限を変更することがで
きる。知事はいかなる状況でもこの事例において対応できることになる。知
事が司法判断の前に「オフ」のスイッチを押したことを理由として、有効な
主張をする宗教的指導者の主張を否定することは、私の考えでは、司法の謙
抑性の名のもとに別の基本的な権利を犠牲にしているに過ぎない。
私たちに反対意見を述べる裁判官でさえ、議論の価値がないとか、そうは
言わなくとも裁判所に決定権がないなどと言うことはしない。「感染症に関
連した状況が急速に変化しているから」という理由だけで、延期を勧告し
ている。Post, at 5.（Breyer 裁判官の意見）を参照。しかし、これらの「急
速に変化している」状況が示唆するところを見るべきである。Cuomo 知事

も Blacio 市長もイエローからオレンジに逆戻りするのは「5 つの [ 全ての ]
特別区において時間の問題である」と示唆している。J. Skolnik, D. Goldin-

er, & D. Slattery, Staten Island Goes Orangeʼ As Cuomo Urges Coronavirus
ʻReality Checkʼ Ahead of Thanksgiving, N. Y. Daily News（Nov. 23, 2020）,
https://www.nydailynews.com/coronavirus/nycoronavirus-cuomo-thanksgiving-20201123yyhxfo3kzbdinbfbsqos3tvrk u-story-html. On anyoneʼs account, then, it seems inevitable this dispute will require the Courtʼs attention.
誰にとっても、この紛争が裁判所による注視を必要とすることは必然であろ
う。
当事者に後から「再度の申立て」を要求することは些細なことであるとい
うことは容易い。Post, at 3.（Breyer 裁判官の意見）しかし、私たちは、今
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後の礼拝が高聖日として中止されるかどうかを気にするラビ やクリスマス
iv

の準備をする司祭ではない。また、数ヶ月間ニューヨークの違憲状態の下で
宗教的礼拝に出席できずに生活してきた信徒にかかる負担を軽視することは
できない。当該裁判所が再度の申立てを速やかに決定できるかどうかは、論
点になっていない。当事者はすでに救済を受ける権利を証明している。申立
人らの求めを認めることは、終わりのない緊急の訴訟に時間を割くのではな
く、むしろ明確な法規制を確立し、双方が労力を生産的に使うことを可能に
する。この時点で判断を述べることは、これまで長く認められすぎてしまっ
た危機的状況下での合衆国憲法の役割についての誤解を払拭することにもつ
ながる。
確かにパンデミックは多くの重大な課題を提起している。しかし、酒屋や
バイク屋は再開するが、教会やシナゴーグ、モスクは閉鎖する、という色分
けを行う行政命令を合衆国憲法が容認することはないということを、
今こそ、
明白にすべき時である。

Kavanaugh 裁判官は賛成する。
Roman Catholic Diocese of Brooklyn 及び Agudath Israel in America によ
る、ニューヨークにおける宗教行事への 10 または 25 人という出席制限に

対する一時的な差止命令を求める申請を認容する。
裁判記録によると、
ニュー

ヨークの宗教行事への厳しい出席制限は修正第一条に違反している可能性が
高いため、一時的な差止命令が正当化されている。重要なことは、この裁判
所の命令は、その是非についての最終決定ではないことだ。その代わり、12

月の控訴裁判所までの期間、一時的な差止命令による救済を認めるのみにと
どまり、その上で、適切な場合には、本裁判所がその是非をより十分に検討
できる。
まず初めに、ニューヨークのレッド及びオレンジゾーン（最も COVID-19

が流行している地域）での 10 もしくは 25 人の宗教的礼拝への入場制限は、

S. bay 判例が出されたカリフォルニア州や Carvary 判例が出されたネバダ州

を含む他のほとんどの州の制限よりもはるかに厳しい。カリフォルニア州

やネバダ州での規制に対する意見として、S. Bay United Pentecostal Church

v. Newsom, 590 U. S. 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154（2020）や Calvary
Chapel Dayton Valley V. Sisolak, 591 U. S. 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
（2020）を参照。South Bay 判例の事案では、礼拝所は 100 人（または 400

人以下の収容となる建物では、定員の 25%）に制限された。Calvary 判例の
事案では礼拝所は定員の 50% に制限された。

ニューヨークではさらに制限している。ニューヨークのレッドゾーンでは

ほとんどの礼拝所で 10 人まで、オレンジゾーンでは 25 人までに最大収容
制限されている。このように厳格かつ柔軟性のない数値上限は大規模な教会
にも適用されるが、通常は 100 人以上収容できるシナゴーグは、ソーシャ

ルディスタンスやマスクの要件をもって、10 人や 25 人を超える人数を収容
することは容易いはずである。

さらに、ニューヨークの礼拝所に対する規制は厳しいだけでなく、差別
的でもある。レッド及びオレンジゾーンでは、礼拝所はそれぞれ 10 人と 25

人の数字の上限を守る必要があるが、同地域の一部の非宗教的な施設にはこ
の上限は適用されない。例えば、レッドゾーンでは、教会やシナゴーグで
は 10 人の制限を遵守しなければならない一方で、通り沿いにある食料品店、

ペットショップ、大型店舗は同様の制限に直面していない。オレンジゾーン
では、宗教に対する差別がさらに際立っている。必要不可欠な産業だけでな

く、必要不可欠でない多くの産業に対しても、施設への入場制限は全くない。
宗教に対する州の差別は修正第一条の重大な問題をはらみ、州が区別を
正当化するための十分な理由を提供することを必要としている。Church of

Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, 537-538, 113 S. Ct. 2217,
124 L. Ed. 2d 472（1993）; Employment Div., Dept. of Human Resources of
Ore. V. Smith, 494 U. S. 872, 884, 110 S. Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876（1990）
を参照。しかし、ニューヨーク州では非宗教的な産業よりも厳しく礼拝所を
扱うことを十分に正当化していない。
州は、
映画館のような非宗教的な企業は閉鎖されたままでなければならず、
そのために礼拝所よりも不利に扱われているため、宗教に対する不当な差別
はしていないと主張する。しかし、本裁判所の判例の下では、礼拝所と比較
して、非宗教的な企業の中にも、同様もしくはそれ以上に厳しい制限を受け
る施設があることを州が指摘するだけでは十分ではない。Lukumi, 508 U. S.,

at 537-538; Smith, 494 U. S., at 884 や Calvary, 591 U. S., at, 140 S. Ct. 2603,
207 L. Ed. 2d 1129, at 1129（差止命令による救済の申請拒否に関する Kavanaugh, J. 裁判官の反対意見）
（591 U. S. 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129, at
1135）を参照。むしろ、ニューヨーク州がこのケースで行ったように、州
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が有利な産業種別を設定した場合、なぜ礼拝所が除外されるのかを正当化し
なければならない。従って、本事例では、ニューヨーク州は、礼拝所に 10
人または 25 人の制限を課す一方で、一部の非宗教的な産業には課さないこ

とを正当化しなければならない。Lukumi, 508 U. S., at 537-538; Smith, 494 U.

S., at 884 を参照のこと。州はこれを行なっていない。
COVID-19 のパンデミックが非常に深刻で依然として致命的であるのは
明らかである。そして、少なくともワクチンが容易に手に入るようになるま
では、アメリカの多くの地域で状況が悪化する可能性がある。合衆国憲法
は「国民の生活と健康を政治的に責任のある国家の役人に原則として委ね
る」South Bay, 590 U. S., at 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at 155.（South

Bay 判例で差止めを認めなかった Roberts 裁判官の賛成意見より）
（590 U. S.
140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at 154）従って、連邦裁判所は、パンデミッ

ク時に競合する政策上の考慮事項のバランスをどのようにとるのが最善かに
ついて、州や地方自治体を実質的に尊重しなければならない。同上の文献を
参照。緊急事態や危難の状況における司法の行政への謙抑性は、司法判断が

全面的に放棄されることを意味するのではなく、特に宗教差別、人種差別、
言論の自由、またはこれに類する重要な問題が提起された場合にまで司法が
判断を回避するわけではない。
驚異的なパンデミックに照らして、―とても厳格な規制であったとしても
―状況に応じて宗教上の礼拝や非宗教的な集会に画一的な入場制限を課す権
力を州が持つことは疑いの余地はない。しかし、ニューヨークの礼拝所に対
する制限は、修正第一条に照らして、危機に瀕した状況にそぐわない。繰
り返しになるが、ニューヨークの礼拝所に対する制限は、South Bay 判例や

Calvary 判例で問題になっているカリフォルニア州やネバダ州の制限よりも

はるかに厳しく、他のほとんどの州が宗教的な礼拝への参加に課している制
限よりもはるかに厳しい。また、ニューヨークの規制は、礼拝所を一部の
非宗教的な産業よりも著しく悪い扱いにすることで、宗教を差別している。
これらの理由から、私はニューヨークの「10 または 25 人の人数制限は…不

当に制限されているように見える」、そして「そのような制限は活動の自由

の条項に違反している可能性がある」という点で、最高裁判事に同意する。

Post, at 1. 私は、差止め命令の時期に関する狭義の手続きに関して、裁判長

と意見を異にする。裁判長は、現時点では差止命令を出さないだろう。彼が
指摘するように、数日前に州が指定を変更し、現時点では、本事例で申立人

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
らの教会やシナゴーグは、いずれもレッド及びオレンジゾーンに位置してい
ない。礼拝所が差止命令を申請し、最終的に差止め命令を執行する日にレッ
ド及びオレンジゾーンに属する状態でなければ、裁判長は差止命令を出さな
いと、私は理解している。しかし、州は、関連する行政命令を撤回したり、
改正したりしていない。そして、申立人らが行政命令によって課されたレッ
ド及びオレンジゾーンの人数制限に異議を唱える資格を欠いている、もしく
は、本件が無効であるか、紛争として熟していないことについて、州は裁判
上の主張をしていない。言い換えれば、州は、原告が現時点で回復不能な損
害に直面していることを否定していない。特に、今回の申立人らを含むいく
つかの礼拝所が、近い将来、レッド及びオレンジゾーンに指定される可能性
が高い地域に位置していることを、州は否定していない。したがって、今す
ぐに差止命令を出すことには、管轄権上も裁量権上も何の障害もないと考え
られる。
また、差止命令の発令を遅らせる正当な理由はないと考える。もし礼拝所
がレッド及びオレンジゾーンに最終的に指定されなければ、今日の裁判所の
差止命令は州に害を与えず、COVID-19 に対する州の対応にも影響を与え

ない。そして、もし礼拝所が最終的にレッド及びオレンジゾーンに当たる可

能性があるならば、その上で、この差止命令は、宗教団体が違憲である 10

または 25 人といった入場制限の対象とならないことを保証するものである。
さらに、将来ではなく今すぐに差止命令を出すことは、申立人の合衆国憲法
上の権利が守られることを保証するだけでなく、州と宗教団体に求められて
いる明確な司法の態度を示すことにもなる。
この裁判記録によると、申立人は以下のことを示している。裁判所が上訴
を認め、原審の判断を覆す見込みがあること、差止命令を認めなければ回復
不能な損害を被る可能性があること、そして公平な観点から差止命令による
救済が認められることが望ましいことである。従って、12 月の控訴裁判所

まで一時的な差し止め命令による救済の申請を認めることとし、
適切な場合、
この裁判所がその是非をより十分に検討することになる。
反対意見：

Robert 裁判長は反対する。
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近時の状況で差止めによる救済を認めることはできない。端的にそうする
必要がない。ブルックリン教区と Agudath Israel が申請書を提出した後、知

事は影響を受ける地域の指定を修正した。申請書で特定された礼拝所のいず
れも、現在では固定された入場制限の対象となっていない。これらの場所で

は、申立人は定員の 50％まで礼拝を行うことができ、少なくとも現在求め

ている救済と同程度の礼拝が認められている。適用される地域にもよるが、

10 人や 25 人という数値的な制限は、不当に制限されているように思われる。

そして、そのような制限は宗教活動の自由条項に違反しうる。しかし、その
深刻で困難な問題の規制について、現時点では必要性に欠ける。知事が制限

を復活させるかもしれない。しかし、復活させないかもしれない。そして、
致命的なパンデミックの中、公共の安全のために必要なものについて、公衆
衛生当局者が行った決定を無効にすることは大問題である。知事が数的制限
を復活させれば、申立人は本法廷に再申請可能であり、裁判所は更新された
申請に対して迅速に行動することができる。しかし、現在の状況では、原告
は「差止め命令の特別な救済措置」を受ける資格を証明していない。Nken v.

Holder, 556 U. S. 418, 428, 129 S. Ct. 1749, 173 L. Ed. 2d 550（2009）を参照。

知事に対して行なっていない行動をやるなと言う命令は、厳格な基準を満た
していない。

前述したように、本件制限は合衆国憲法の下で重大な問題を提起している。

S. Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 590 U. S. 140 S. Ct. 1613, 207 L.
Ed. 2d 154（2020）や Calvary Chapel Dayton Valley V. Sisolak, 591 U. S. , 140 S.
Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129（2020）、ante, at 1, 3-4（賛成意見）を参照。こ
れらの規制は、本件制限とは区別できるという点で Kavanaugh 裁判官に同
意する。私はこの点で他の反対意見の裁判官とは異なる考えを取っている。

はっきりさせておきたいのは、私は、反対意見の裁判官を、「パンデミッ
クの時に合衆国憲法を切り離した」、「危機の時には邪魔にならないようにし
たいという特定の司法の衝動に屈した」とか、「合衆国憲法上の権利が侵害
されている時に何もしていない」とは考えていない。Ante, at 3, 5-6.
（Gorsuch

裁判官の意見）彼らは、合衆国憲法上の責任を果たすための最善の努力を反
映して、慎重に検討、分析した結果、単に別の見方をしているだけである。
本日の一つの賛成意見は、South Bay での私の賛成意見に焦点を定めてい

る。ante, at 3-6（Gorsuch 裁判官の意見）を参照。本裁判における差止命令

を認める賛成意見は、
「South Bay 判例を正当化するために、100 年前の連

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
邦裁判所の Jacobson 判例、Jacobson V. Massachusetts, 197 U. S. 11, 25 S. Ct.

358. 49 L. Ed. 643（1905）まで遡っている」ため South Bay 判例は誤りであ
ると主張としている。Ante, at 3. 本日の賛成意見は Jacobson 判例が「South
Bay 判例が裁判所に提出した実質的な法的問題について引用した最初のケー

ス」であり、
「パンデミックに関連して引用された唯一のケースであった」
と指摘している。Ante, at 5. そして、South Bay 判例をきっかけに、一部の

人々は、「Jacobson 判例でのこの裁判所の謙抑的な決定を、パンデミックの

間に合衆国憲法の影に隠れている巨大な権威と勘違いしている」と示唆して

いる。同上の文献を参照。しかし、Jacobson 判例が今日の賛成意見の 3 ペー

ジを占める一方で、South Bay 判例ではきっかりと一文で根拠づけられてい

る。その一文では何と言っていたであろうか。「我々の合衆国憲法は基本的
に『市民の安全と健康』を『監視し保護すること』を政治的に責任のある州
の役人に委託しているのである」ということだけだ。South Bay, 590 U. S., at

140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at 155.（Roberts 裁判官による賛成意見）
（Jacobson, 197 U. S., at 38 の引用）この単独の引用文のどの部分が賛成意見
者にとって不快に感じるのかは明らかではない。これまで示されてきた他の

様々な解釈と同じように、リーディングケースである Jacobson 判例の新し

い解釈として、文面には目に見えないほど多くのことが書かれている、と賛
成意見者は推測している。しかし、実際に主張されている命題は議論の余地

のないものでなければならず、賛成意見は文言・言葉じりそのものを超えて、
上に出てきた South Bay 判例の一文の意味・趣旨を特定して賛成・反対を考
えるべきだ。

Breyer 裁判官、加えて Sotomayor 裁判官と Kagan 裁判官も追随して反対す

る。

急速に拡大し、多くの場合、致命的な COVID-19 ウイルスに対抗するた

めに設計されたニューヨークの規則は、感染率が急増しているホットスポッ

トを知事が特定し、そのホットスポットをレッド、その周辺地域をオレンジ、
さらにその周辺地域をイエローゾーンとして指定することを許可している。
反対意見の概要として No. 20A87, p. 12. ウイルスの感染を抑制し、近隣地域

への拡散を防ぐために、これらの地域で規制（レッドゾーンは最も厳しい規
制、イエローゾーンは最も緩い規制）を課している。同上の文献を参照。10 月、
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知事は Brooklyn と Queens の一部にレッド、オレンジ、イエローゾーンを
指定した。反対意見の概要として Agudath Israel of America v. Cuomo, O. T.

2020, No. 20A90、pp. 10-11（反対意見の概要として No. 20A90）とりわけ、

これらの地域での制限は、レッドゾーンの場合、礼拝所の集会に一度に参加

できる人数を 10 人または最大収容人数の 25％のいずれか少ない方に、オレ

ンジゾーンの場合、25 人または最大収容人数の 33 ％のいずれか少ない方、

イエローゾーンの場合、最大収容人数の 50％に制限している。同上の文献 8,9

頁を参照。

Roman Catholic Diocese of Brooklyn も Agudath Israel in America（Kew
Garden Hills の Agudath Israel そ の 従 業 員、Madison の Agudath Israel と

そのラビと共に）もニューヨーク州知事を相手に訴訟を起こした。彼らは、
宗教活動の自由条項が定められている修正第一条に違反することを争点に、
レッドゾーンでは 10 人、オレンジゾーンでは 25 人という固定の収容人数
制限は厳しすぎると主張した。

証拠を入手し、証人の証言を聞いた後、ブルックリン教区の事案を担当し
た地方裁判所は、ニューヨーク州の規制は「科学に基づいて、疫学的な目
的のために作られた」と認めた。 F. Supp. 3d 2020 U.S. Dist. LEXIS 192292,

2020 WL 6120167, *10（EDNY, Oct. 16, 2020）を参照。「公開講座、コンサー

トや演劇」のように同程度の危険性を持つ他の集会と比較して「宗教的な集
会は…同様の集会よりも好意的に」扱われている、とした。2020 U.S. Dist.

LEXIS 192292, [WL] at *9. 裁判所はまた、規制が宗教的な集会を、例えば食

料品店や銀行など、州が「必要不可欠な産業」と呼んでいるものよりも不利
に扱っているというブルックリン教区の主張も認めた。同上の文献を参照。
しかし、裁判所は、これらの必要不可欠な産業は宗教的活動と区別できる
と判断し、「何が必要不可欠な産業として適格であるべきかについての州の
判断を推測する」ことはしなかった。同上の文献を参照。地方裁判所は一時
的な差止めの申立てを却下した。ブルックリン教区は控訴し、地方裁判所は
その控訴を保留して緊急差止命令を出すことを却下した。第二巡回区連邦高
等裁判所は上訴を保留する緊急差止命令を求めるブルックリン教区の要求を
否定したが、同裁判所は迅速な状況説明を求め、12 月 18 日に上訴の是非を

議論するための本格的な審理を予定した。本法廷では下級裁判所と異なり、
当事者が第二巡回区連邦高等裁判所の決定を待つ間に、レッド及びオレンジ
ゾーンに当たる礼拝所に対する固上限規制を州が実施することを禁止する差

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
止命令を出すことを決定した。私はこの決定に同意できない。
一つには、そのような差止命令を出す必要がないことがある。ブルックリ
ン教区の教会と申請した 2 つのシナゴーグがある Brooklyn と Queens では、
もはやレッド及びオレンジゾーン内にはない。反対意見の概要として No.

20A90, at 17. を参照。このように、申立人らが申請書で異議を唱えている収
容人数制限を受けることがなくなった。申立人らの礼拝所は現在、イエロー
ゾーンにあり、最大収容人数の 50％までの人数で礼拝を行うことができる。

そして、申立人らは、イエローの条件が申請書に求めた救済より認められる
範囲が広いため、イエローの場合の制限には異議がない。
その代わりに、申立人らは、将来、州がレッド及びオレンジゾーンに制限
を再実施する可能性があると指摘している。しかし、そのような事態が発生
した場合には、必要に応じて、申請書を再提出することが可能である。そし

て、本裁判所は、必要であれば、1 日か 2 日、おそらくは数時間でこの問題
を決定することができる。当裁判所は、法的にも実際的にも必要性がないの
に、通常の手続きによる議論も十分な検討もせずに（控訴裁判所の検討に先
立って）、なぜ今、このような行動をとらなければならないのか。この質問
に対する説得力のある答えが見つからない。
別の点では、裁判所の決定は通常適用される状況に反している。差止命令
は特別な救済措置であることは前述したとおりである。Nken v. Holder, 556

U. S. 418, 428, 129 S. Ct. 1749, 173 L. Ed. 2d 550（2009）を参照。特に、今

回のように、完全な弁論に先立ち、下級裁判所の判断に反して、申立人らが

差止命令を求めている場合は特別である。ここでは厳しい制限を検討する。
これらの制限は、宗教的な礼拝に参加できる人数を（マスク着用やソージャ
ルディスタンスに関係なく）10 人と 25 人に制限している。そして、その数

は確かに少ない。しかし、現在の状況では、この小さい数字が合衆国憲法の
宗教活動の自由条項に違反するかどうかは明らかではなく、私の見解では、
「差止命令という特別な救済措置」を受ける権利があることを示すために、
原告はそのような証拠を示さなければならない。同上の文献を参照。

COVID-19 は 1200 万人以上のアメリカ人に感染し、全国で 25 万人以上
の死亡者を出している。そのうち少なくとも 26,000 人がニューヨーク州で、
ニューヨーク市だけでも 16,000 人が死亡している。そして、COVID-19 の
症例数は、死亡者数の何倍にもなっている。国は今、感染症の急増する第

2 波を経験している。例えばニューヨーク州では、1 日あたりの新たに確認
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された症例数の 7 日平均は、夏の終わりには約 700 件だったのが、先週に

は 4,800 件以上に増加した。全国的にも、1 日あたりの新規確定症例数は過

去最高を更新している。反対意見の概要として No. 20A87, at 1; COVID in

the U. S.: Latest Map and Case Count（Nov. 24, 2020）, http://www.nytimes.
com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases. html#states; New York
COVID Map and Case Count（Nov. 24, 2020）, http://www.nytimes.com/
interactive/2020/us/new-yorkcoronavirus-cases.html.

同時に、
科学界や医学界の学者は、ウイルスが、
人が互いに近くで話したり、

歌ったり、咳をしたり、息をしたりしたときに生じる呼吸器の飛沫を介して、
人から人へと感染すると示している。反対意見の概要として No. 20A87, at 3

（the World Health Organization から引用）; Brief of the American Medical

Association as Amici Curiae 56. このように、専門家によると、特に屋内や

その他の密閉された空間で、長時間にわたって人と人とが密接に接触してい
ると、感染のリスクが高くなるという。同上の文献 3-6 頁を参照。流行の性

質、感染者の急増、不確実性、迅速な対応の必要性を合わせて考えると、州は、
健康、安全、管理上考慮すべきことに基づいて、申立人らの修正第一条に基
づく異議とのバランスをとる必要があると対抗する主張をしている。この事
実は、Sotomayor 裁判官が述べている他の事実と合わせて、（原告が差止請

求の根拠としている）原告の合衆国憲法違反の主張は明確ではないことを意
味している。Post, at 1.（反対意見）。（これらの事項はすべて、後日、本案

の審査手続き審理過程の中で検討し、議論することができる。
）
と同時に、
刻々
と変化する状況の中で、政府に迅速な対応を求める国民の深刻な健康と安全
への需要は、「公平性の均衡が原告に有利になる」とか、
「差止命令が公益に
かなう」ということが明確ではないことも意味する。Winter v. NRDC, Inc.,

555 U. S. 7, 20, 129 S. Ct. 365, 172 L. Ed. 2d 249（2008）を参照。

関連する判例も同じことを示唆している。我々はかつて、
「医学・科学

的に不確実性の高い分野」を担当する場合、裁判所が選挙で選ばれた役人
に「広い」裁量権を与えなければならないと認識していた。S. Bay United

Pentecostal Church v. Newsom, 590 U. S._ _, 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d
154, at 155.（2020）（Roberts 裁判官の賛成意見）
（590 U. S. 140 S. Ct. 1613,
207 L. Ed. 2d 154, at 154）それは、「合衆国憲法は基本的に『市民の安全と健

康』を『監視し保護すること』を政治的に責任のある州の役人に委託してい

る」ためである。 同上の文献を参照。 州や国の政府から選出された人々は、

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
科学的な専門知識を結集し、
「現場で変化する事実」に対応した具体的な政
策を立案することができる。590 U. S._,140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at

155 を参照。そして、対応は、裁判所よりも迅速に行うことができる。特に

本法廷のように、裁判所が証拠審問を行わない場合に当てはまる。今回のよ
うに、行動の必要性が即時に生じ、情報が限られ、例外規定を設けることが
難しく、病気に関連した状況が急速に変化している場合はなおさらである。
私の見解では、控訴裁判所は迅速に行動すべきであると付け加える。
ニュー
ヨーク州は、ニューヨークの人々の健康と安全を害する危険を冒すことなく、
問題となっている宗教的利益を適切に認識する方法を模索するだろうし、ま
た模索すべきである。しかし、これらの目的を達成するために差止命令を出
す必要はないように思われる。むしろ、私が言ったように、直ちに差止命令
を出す必要はない。現行法の下では、差止命令を出すべきではないと考える。
そして、それに反する本裁判所の決定には反対する。

Sotomayor 裁判官、加えて Kagan 裁判官も追随して反対する。
すでに 25 万人以上のアメリカ人の命を奪ったパンデミックの中で、裁判

所は本日、最も深刻な流行に直面している地域で COVID-19 の流行抑制を

目的としたニューヨーク州の公衆衛生対策の 1 つを禁止した。今年の初め、

当裁判所は、同様の特別救済を出すよう求められたときに、2 度棄却してい

る。S. Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 590 U. S. 140 S. Ct. 1613,

207 L. Ed. 2d 154（2020） お よ び Calvary Chapel Dayton Valley V. Sisolak,
591 U. S. 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129（2020）を参照。私は、裁判所
の判断変更を正当化する理由がないと考えており、Roman Catholic Diocese
of Brooklyn によって提出されたような申請を認めることが、州の困難な環

境を悪化させるだけであると懸念している 。
4

4 皮肉にも、ニューヨーク州の公衆衛生対策が成功したことで、ブルックリン教区で
はもはや州が禁止しようとしている入場率の数値上限の対象外となっている。反対

意見の概要として Agudath Israel of America v. Cuomo, No. 20A90, p. 17 を参照。し

かし、感染率が再び上昇した場合、知事がニューヨーク州で自由な（そして比較的
安全な）宗教活動の自由に関わる権力の行使を認めることに成功したことが証明さ
れている施策を確実に再実施できないようにするために、裁判所は本申請を許可し
ている。
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South Bay 判例と Calvary Chapel 判例は、COVID-19 の拡散を抑制しよ

うとする州当局者に明確で実行可能な規則を提示した。それは同程度の非宗
教的な機関が、少なくとも同じくらい厳しい制限に直面している限り、礼拝
所への出席を制限することができるというものだ。South Bay, 590 U. S., at

140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at 154（Roberts, C. J. 裁判官の賛成意見）
（590 U. S. 140 S. Ct. 1613, 207 L. Ed. 2d 154, at 154）を参照。ニューヨーク
州の安全対策は、これらの範囲内に収まっているというべきである。South
Bay 判例や Calvary Chapel 判例の事例における各州と同様に、ニューヨー

ク州は、「同様かそれ以上に厳しい制限が、講演会、コンサート、映画上映、
スポーツ観戦、劇場公演などの多くの人々が長時間密接に集う非宗教的な集
まりにも課せられている」としている。同上の文献を参照。同様に、ニュー
ヨーク州は「人々が大勢集まらず、密接に長時間接する状況にならない、食
料雑貨店や銀行、コインランドリーなどの営業に限って、州知事令を免除し
たり、寛大に取り扱ったりしている」同上の文献を参照。これらのことのみ
で、この事例を判断するのに十分だろう。
ブルックリン教区は、宗教的礼拝に参加することが、例えば大きな店舗
で買い物をすることよりも大きなリスクがあるというニューヨークの結論
に異議を唱えることで、South Bay 判例や Calvary Chapel 判例の射程が及ば

ないようにしている。Application in No. 20A87, p. 23（Application）. しか

し、地方裁判所はこの主張を事実に基づく根拠に裏付けられていないとして
却下した。__, F. Supp. 3d - 2020 U.S. Dist. LEXIS 192292, 2020 WL 6120167,

*8-*9（EDNY, Oct. 16, 2020）を参照。Gorsuch 裁判官は宗教的な集会と同

様のリスクをもたらす可能性がある一方、ニューヨーク州のルールの下で
はより寛大に扱われている非宗教的な活動の独自の例（酒屋に行く、自転

車を修理してもらうなど）を提示している。Ante, at 2（賛成意見）. しか

し、Gorsuch 裁判官は、医療専門家が言う COVID-19 の拡大を促進する条

件（大規模な人々のグループが長時間、室内で密集して集まる、話す、歌
う）と彼の例を対応させようとさえしていない。App. to Brief in Opposition

in No. 20A87, pp. 46-51（declaration of Debra S. Blog, Director of the Div.
of Epidemiology, NY Dept. of Health）; Brief for the American Medical
Association et al. as Amicus Curiae 3-6（Brief for AMA）.「感染拡大危険因
子の一つ一つを持っている」（Brief for AMA 6.）宗教的礼拝とは異なり、自
転車の修理工場や酒屋では、一般的に、客が中に集まって一度に 1 時間以上

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
も一緒に歌ったり話したりすることはない。同上の文献 7 頁を参照。（疫学
者と医師は一般的に、宗教的礼拝が最も危険な活動の一つであると言う共通

の認識を持つ）。今や、毎週 100 万人のアメリカ人に感染している伝染性の
ウイルスが、最も容易に蔓延する環境について、保健当局の専門家の判断を
代置判断することで、本法廷の裁判官は、国民の生命を危険に晒す可能性を
秘めている。
実際には、本件は South Bay 判例や Calvary Chapel 判例よりも容易い問

題である。これら事例で州の規制は、礼拝所と大人数で集まる非宗教的な施
設にも原則的に同じルールを適用したが、ニューヨークでは、非宗教的な

産業と比較して、はるかに好意的に礼拝所を扱う。例えば Calvary Chapel,

591 U. S., at 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129, at 1138（Kavanaugh, J. 裁判
官の反対意見）（591 U. S. 140 S. Ct. 2603, 207 L. Ed. 2d 1129, at 1139）
（ネバ
ダ州では映画館や礼拝所に 50 人の入場制限を設けるようなことはしていな
かったことに注意）
を App. to Brief in Opposition in No. 20A87, p. 53（映画館、
コンサート会場、スポーツアリーナはニューヨーク州では規制の対象となる
ため、完全に閉鎖することを要求されるが、礼拝所は収容人数の制限を受け
てオープンすることが認められている）と比較せよ。そして、South Bay 判

例や Calvary Chapel 判例の制限が 州全体に適用されたのに対し、
ニューヨー

ク州の絶対数で区切られた収容人数制限は、COVID-19 の症例が急増して
いる特別に指定された地域にのみ適用される。ブルックリン教区は、ニュー
ヨーク州の規則は礼拝所を名前で特定しているため、宗教的な活動に関し
て中立的な立場にはなれないことを示唆している。Application 22. それゆ

え、本件規則は事実上、厳格審査の対象とならなければならないと主張する。
ニューヨークの政策が形式的に宗教に言及しているのは事実である。
しかし、
先ほど説明したように、それは宗教団体を非宗教的な集会と比較して優遇し
ているからであり、宗教団体を差別しているからではない。実のところ、ブ
ルックリン教区はすでに同等の非宗教的な活動よりも良い扱いを受けている
ことを指摘して、より緩い制限を要求することはできない 。
5

5 Kavanaugh 裁判官は、州が比較対象とならない非宗教的な施設であっても、礼拝所
よりも好意的に扱うことを正当化しなければならないという命題として、Church
of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 U. S. 520, 537-538, 113 S. Ct. 2217, 124
L. Ed. 2d 472（1993）, and Employment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v.
Smith, 494 U. S. 872, 884, 110 S. Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876（1990）を引用している。
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最後に、ブルックリン教区はクオモ知事のある発言を、ニューヨークの
規制が、特に正統派ユダヤ教団体の間で COVID-19 陽性率の上昇に関与

しているとして、宗教活動を不当に対象としている証拠として指摘してい

る。Application 24. これらの意見が「厳格審査を適用するための独立した根

拠」を提供していることをブルックリン教区は示唆している。Brief in No.

20A87, p. 9. の再掲。私はどのようにしたらそうなるのか分からない。知事

のコメントは、単に当裁判所の判例の下での厳格審査の適用を正当化するも
のではない。先日、トランプ大統領が大統領令において「イスラム教徒禁
止」と表現し、元々「何が起こっているのかを我々の国の代表者が理解する
までイスラム教徒の米国への入国を完全に遮断する」ことが計画していたよ
うな場合においても、イスラム教徒が多数を占める国からの移民を制限す

る大統領令に対して、本法廷は厳格な審査基準を適用しなかった。Trump v.

Hawaii, 585 U. S. , 138 S. Ct. 2392, 201 L. Ed. 2d 775, at 799（2018）. 大統領

の声明が、
「本件制限が宗教に対する『最低限の中立性の要件』に違反し」
ていないのであれば ante, at 2（quoting Lukumi, 508 U. S., at 533）、Cuomo
知事の件が違反しているとするのは難しい。

自由な宗教活動は、私たちの中で最も尊重され、入念に守られている合衆
国憲法上の権利の一つである。たとえこのような致命的な危機に直面しても、
州は宗教団体を差別してはいけない。しかしこれらの原則は今日になって窮
地に立たされたわけではない。合衆国憲法は、特に規制が命を救う場合、同
様の非宗教的な機関と比較して、宗教的な機関を同等またはそれ以上に有利
に扱う規制を通して公衆衛生の危機に対応することを、各州に禁じているわ
けではない。ニューヨーク州の COVID-19 の規制はまさにそれを行ってい

るにすぎないため、私は謹んで救済の容認に反対する。

Ante, at 2（賛成意見）. しかし、これらのケースでは、そのような規則は作られて
いなかった。Lukumi は、動物の犠牲以外のほとんどすべての目的のために動物を

殺すことを許可した法律を取り消したが、その理由は、その法律がサンテリア信仰
を標的とした「宗教的な偏在」であるということであった。Smith はさらに議論と

乖離して、
「自由な運動の権利は、その法律が自分の宗教が規定する（または禁止
する）行為を禁止する（または規定する）という理由で、一般的に適用可能な有効
かつ中立的な法律を遵守する義務を個人が免除されるものではない」という全く見
当違いの命題を支持する。508 U.S., at 535. 494 U. S., at 879。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
注

i

ii
iii
iv

原文は religious worship service。礼拝（worship）は「神や仏などを拝
むこと」全体を指す。本判例で問題となっている宗教上の行為は、礼
拝一般ではなく、教会等に集まって行うものに限られるため、religious
worship service として worship と区別しているものと考えられる。そ
のため、本稿においても、worship と区別するため、religious worship
service を以下「宗教的礼拝」と訳す。
ユダヤ教の礼拝において、公的礼拝をするための 10 名以上の人数のこ
と。
パンデミックにより、憲法による保障の程度が下がるとしても、司法審
査が行われないということはない。
ユダヤ教の指導者。
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警察権限の限界と司法審査の限界
―米国における議論の検討―
１

Jacobson 判例の意義

⑴ 事案と文脈

1900 年に発生した天然痘の流行により 1902 年までにマサチューセッツに
i
て 2300 以上の症例、284 件の死亡が確認された 。
Henning Jacobson はスウェーデンからの移民で牧師をする一方で、反ワ

クチン運動の急先鋒であった。彼の宗教的な動機とは裏腹に、裁判では宗教

活動の自由の主張はされなかった 。当時はまだ連邦最高裁が、
修正憲法第一
ii

条が州に対して適用されると述べていなかった。

Jacobson らは、第一審で敗訴した。マサチューセッツ控訴審 iii は、「天然

痘は数週間で何千人もの人間を失わせることもある恐ろしい病気であること
は周知の事実である」、「この問題について検討するすべての裁判所が、ワク
チンは天然痘の予防として重要であるという理論に立脚して法令を運用する
権限が立法府にあることを認めている」とまで述べた。マサチューセッツ最
高裁判所もそれにつづいた 。「一般的に、国民の一般的な福祉を促進するた
iv

めに制定された法律であって、憲法のいかなる規定にも抵触しないものであ
れば、それが地域社会の利益のためになるかどうかの問題は、司法の問題で
はなく立法の問題であるとされている」

Jacobson のみが連邦最高裁に上訴した。修正憲法第十四条の実質的デュー

プロセスの主張として、ワクチンの強制接種が科学的に健康を損なうもので
あり、免除が認められるべきであると主張した。
⑵ Harlan 法廷意見 の論理 social compact theory
v

まず、州の定めた法令が憲法による権利の保障とどのような関係にあるの
かを考えるため、警察権限（what is commonly called the police power）に

ついての検討をしている。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界

当裁判所は、その権限の限界を定義しようとする試みを差し控えるが、
検疫法および「あらゆる形態の公衆衛生法」を制定する州の権限を明確
に認めている。それは実際、その州内の問題にのみ関連し、通常の運用
であれば他の州の人々に影響を与えないすべての法律である。

Although this court has refrained from any attempt to define the limits
of that power, yet it has distinctly recognized the authority of a state to
enact quarantine laws and “health laws of every description;” indeed, all
laws that relate to matters completely within its territory and which do
not by their necessary operation affect the people of other states.
裁判所は Gibbons v. Ogden 判例を引用しながらこのように述べ、これに

より公衆衛生法 とされる法令については州の権限の範囲内であるとされる
vi

ようになった 。連邦裁判所は州政府に域内についての権限があることを認
vii

めていた

viii

が、これ以降公衆衛生に関する事項が第一次的に州の権限の範囲

内にあるものであると考えられるようになった。
すべての人が公共善のために、必然的に従わなければならない多様な制
約がある。他のいかなる根拠においても、組織化された社会はその構成
員にとって安全な形で存在することがなかった。一人ひとりが自分自身
の法であるという規則に基づく社会は、すぐに無秩序と無政府状態に直
面するだろう。全員のための真の自由は、たとえ他人に損害を与えよう
とも、自身の身体または財産に関して、各個人が自分自身のものを使用
する権利を認めるという原則の下では、実現されないのである。当裁判
所は、
「州全体の快適さ、健康、繁栄を保障するために、
人の身体と財産は、
あらゆる種類の制約と負担にさらされること、すなわち自然人に関する
限り、これまでに認知された一般原則に基づき、疑いの余地なく行われ
る立法府の完全な権限による制約と負担にさらされる」ことを基本原則
として何度も認めている。

There are manifold restraints to which every person is necessarily subject
for the common good. On any other basis organized society could not
exist with safety to its members. Society based on the rule that each one
is a law unto himself would soon be confronted with disorder and anar-
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chy. Real liberty for all could not exist under the operation of a principle
which recognizes the right of each individual person to use his own,
whether in respect of his person or his property, regardless of the injury
that may be done to others. This court has more than once recognized it
as a fundamental principle that “persons and property are subjected to
all kinds of restraints and burdens, in order to secure the general comfort, health, and prosperity of the State…”
ここには州の警察権限への最大限度の敬譲が見られる。立法府の権限が認
められるという結論部について先例を引きつつ、その根拠として社会と構成
員の関係を描いている。その関係性がマサチューセッツ州とその市民にも存
在すること理由として、Harlan 裁判官は個人の自由が制限され得ることを
論じる。

「いかなる権利の享有、享受も地域社会の安全、健康、平和、秩序、道
徳に不可欠な州政府機関によって判断された合理的な条件に制約され
る。すべての権利の中で最も重要である自由それ自体でさえ、自分の意
志に従って行動するという無制限の許可を意味しない。他人が同じ権利
を平等に享受するために不可欠な条件の下での制約からの自由でしかな
い。それは法律によって規制されている自由である」1780 年に採択さ
れたマサチューセッツ州憲法では、全国民が各市民と、各市民が全国民
と契約するという社会契約の基本原則として、全員が「公共善」のため
の法によって統治されることが定められた。政府は「公共善のために、
また人々の保護、安全、繁栄および幸福のために制定されており、特定
の誰か、特定の家族、特定の階級における利益、名誉または私的利益の
ためではない」
“The possession and enjoyment of all rights are subject to such reason-

able conditions as may be deemed by the governing authority of the
country essential to the safety, health, peace, good order and morals of
the community. Even liberty itself, the greatest of all rights, is not unrestricted license to act according to oneʼs own will. It is only freedom
from restraint under conditions essential to the equal enjoyment of the
same right by others. It is then liberty regulated by law.” In the constitu-

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
tion of Massachusetts adopted in 1780 it was laid down as a fundamental
principle of the social compact that the whole people covenants with
each citizen, and each citizen with the whole people, that all shall be governed by certain laws for “the common good,” and that government is
instituted “for the common good, for the protection, safety, prosperity
and happiness of the people, and not for the profit, honor or private interests of any one man, family or class of men.”
ここで Harlan 裁判官は社会契約理論（social compact theory）に立脚し、

個人の自由も共通善（common good）のために制約され得ると示している。
彼のコミュニタリアニズムからすると、規制からの解放という意味での消極
的な自由の絶対的な保障は到底考えられなかったのである。もっとも、社会
契約理論が直ちに個人を公共善に従属させるものかというとそうではない。
公共の福祉に影響を与える問題に関して立法府の活動を検討する権限が
司法にあるとすれば、「公衆の健康、公共の道徳または公共の安全を保
障するために制定されたとされる法律がその目的と実質的に関係がない
場合、または憲法によって保障された権利の明白な侵害であることが疑
いの余地がない場合にのみ、そのように判断し、そうすることによって
憲法に効力を与えることが裁判所の義務である」という規則の範囲に立
法府の活動が収まる場合に限り、その権限がありうる。

If there is any such power in the judiciary to review legislative action
in respect of a matter affecting the general welfare, it can only be when
that which the legislature has done comes within the rule that if a statute
purporting to have been enacted to protect the public health, the public
morals or the public safety, has no real or substantial relation to those
objects, or is, beyond all question, a plain, palpable invasion of rights secured by the fundamental law, it is the duty of the courts to so adjudge…
ここでは州の警察権限も無制限ではないことが明確に示されている。Har-

lan は単に警察権限を広く認めるために、イデオロギー的に主張を展開した

のではなく、それまでに発展した法令審査基準である合理性審査の枠組みの
中で議論している。
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「立法府が公衆の健康、公共の道徳または公共の安全を保障するために制
定されたとされる法律がその目的と実質的に関係がない場合」または「憲法
によって保障された権利の単純明快な侵害であることが疑いの余地がない場
合」には裁判所は司法審査をすべきであるという。その具体例を挙げるのは
簡単だとして、法の文言上は対象となるが健康や身体の状況に鑑みワクチン
接種は残酷で非人道的であるような場合を例示する。この部分は警察権限に
基づく規制における裁量も公衆衛生上のエビデンスを必要とするという解釈
がされている 。
ix

⑶ Jacobson が残した影響

Jacobson 判例は、個人の利益と集団の利益の境界線の合理的な基準とし

てしばしば引用される 。しかしながらこの判例を利用することで直ちに事案
x

の結論を導くというわけではない。むしろ「今日も続く警察権力の適切な境
界についての議論の端緒に過ぎない」と考えるべきとの主張もある 。もっと
xi

も実際にはこの判例が米国の法学に与えた影響は大きい。

Daniel Farber によると、Jacobson 判例は次のように捉えられてきた。ま

ずワクチン接種の事案で引用された 。続いて公衆衛生や安全性基準につい
xii

て広く用いられるようになった

。10 年もしないうちに公衆衛生以外の法令

xiii

についても引用されるようになり

xiv

ために使われた。また、少数の例外

、そこでは広い意味での警察権限を導く

xv

を除いて、
緊急事態には用いられなかっ

た。このような引用のされ方によって、この時点で Jacobson 判例は手っ取
り早く立法府の判断を認容するための道具に成り下がった。
ここまでのいわゆるロックナー時代

xvi

では立法府の判断については経済規

制についてはその合理性を審査し、公衆衛生や公共の安全を維持する州の警
察権限による立法に対して司法は敬譲的にならねばならないと考えられた。

1937 年を境に審査方式が変更され xvii、公衆衛生や公共の利益といった目的が

特段の意味を持たなくなくなり、原則として合憲性の推定を受けるように
なった

。一方で憲法上の権利の侵害などについてはより厳格な審査が適用

xviii

されるようになる

。

xix

この時点から Jacobson 判例は異なる意義を持つようになったと Daniel

Farber は指摘する xx。厳格審査を受け得る宗教活動の自由がかかわる事案に
ついても引用されるようになったのである

。

xxi

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
昨今の COVID-19 関係の事案において、下級審では Jacobson 判例をより

検討の中心に置くために（そして政府の権限を容易に認めるために）Harlan

意見の複雑さやニュアンスを捨象しているとの指摘がある

。パンデミック

xxii

コントロールの法令について、公衆衛生という目的との現実的もしくは実質
的な関連性があるか（real or substantial relation to [public health]）
、または

憲法上保障された権利の明白な侵害であるか（plain, palpable invasion[s] of

right secured by the fundamental law）を基準とする単純な二分法で検討す
る傾向があると言われている

。

xxiii

このような考えは少なくとも最高裁の Jacobson 判例への態度と一致する

ものではない

xxiv

し、同判例が複雑な文脈の上に成り立っており明確な司法

審査枠組みを提示しなかった事実を無視するものである。宗教活動の自由の
ように対立する利益の重要性や特殊性などを個別に考慮し、警察権限がどの
ように位置づけられるかを具体的に検討する必要がある。

２

宗教活動の自由

―公衆衛生活動の限界点として―

そこで宗教活動の自由を検討する。本稿では特に宗教上の理由による集会
を扱う。なお、Jacobson 判例は宗教的な問題については判示していないこ
とを理由に、宗教活動の自由については射程外だとして検討しない下級審
判例が散見される

xxv

が、上述のように Prince v. Massachusetts 判例

xxvi

におい

て連邦最高裁が Jacobson を引用しながら宗教活動の自由の主張を退けてい
る

。

xxvii

⑴ 基本的な判断枠組み

xxviii

ある立法について、立法府の判断に代置するような審査方式を採ることが
あったのはロックナー時代のことである。とはいえ、1937 年以後憲法上保

障される権利の侵害に当たる立法は厳格審査に服するようになる。
すなわち、
政府は法廷において当該法令がやむにやまれぬ目的や利益のための唯一の方
法であることを示す必要がある。宗教活動の自由は憲法上保障されるため、
これにかかわる問題は厳格審査に服することも多い。

1990 年まで宗教活動の自由についての審査基準定立は Sherbert v. Vermer

テストと呼ばれる方法であった。当該法令が実質的に見て、だれかの宗教活
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動の自由（religious exercise）に負荷をかけている場合には、厳格審査に服

するというものである。そして厳格審査をしない場合、原告はその法令から
の適用除外を得られる。
もっとも Smith 判例以後、枠組みが変更される。宗教活動の自由に制約

を課すとしても、当該規制が中立的（neutral）かつ一般的に適用される

（generally applicable）である場合には宗教活動の自由条項、修正第一条に
は抵触しないとされるようになった。中立的でない、または一般的に適用さ
れない場合には Sherbert v. Vermer テストが適用され、厳格審査に服するこ
とになる。

⑵ 今回紹介した事例

xxix

判例①では Smith 判例が引用されておらず、基本的な判断枠組みとは別

の枠組みとなっている可能性もある。Robert 裁判官の補足意見では憲法が

「政治的に責任のある」役人に対し公衆衛生と公共の安全の保護をするよう

に「委託」しているとする。当該規制が宗教活動自由条項と矛盾するもので
はないとする一方で、緊急の一時的な命令であり、憲法違反が「疑いなく明
らか」でない限り訴えは却下される性質のものであることを強調した。この
ような論理によることで Jacobson 判例が簡明な判断枠組みを示すものない
ことを意識し、事案によっては結論が変わり得る余地を残した。

Kavanaugh 裁判官は反対意見において、当該規制は宗教活動の自由に対す
る制約であるから厳格審査を経るべきだと主張しているものの、COVID-19
から市民を守ることがやむにやまれぬ政府の利益であるという点は認めてい
る。
判例②の反対意見は総じて厳格審査を主張している。Gorsuch、Kavana-

ugh 両裁判官が加わった Alito 裁判官による宗教活動の自由への制約は少
なくとも「中立的」でなければならないところ、ボウリング場やカジノが

50% 上限であるのに対し礼拝所が 50 人制限であるのは「中立的」でないた

め厳格審査に服すという。そして判例①を超え、「何千人もの人々がカジノ
に集まることを許容してきたネバダ州は、施設の規模やウイルスの拡散を防
ぐために実施された対策を考慮せずに、宗教的な集会を 50 人に制限するこ

とにやむを得ない事情があると主張することはできない」と、法令の目的の
重要性すら疑問視しているようである

。またネバダ州が Jacobson を引用し

xxx

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
て反論するのに対し、その枠組みにおいても違憲の可能性が高いとしたうえ
で、そもそも同判例がパンデミック下の規制全てにあてはまるものではな
く、その文脈を無視して判断枠組みのみ利用することは認められないとして
いる。

Kavanaugh 反対意見では、ある法令が一部の非宗教団体が優遇または免

除されるような内容である場合、なぜ宗教団体が劣位に置かれているのかに
関して十分な正当化が必要であるとの枠組みを示す。その正当化の根拠とし
て彼は、公衆衛生と経済活動と緊急事態性を挙げる。公衆衛生の観点から考
えると宗教的な事業のみが特段公衆衛生上問題があるとは言えないと考えて
いる。経済的根拠については、経済と感染症による被害のトレードオフ関係
は認めつつも、礼拝が利益をもたらさないという理由だけで差別することは
認められないとしている。最後に緊急事態という状況を根拠について検討し
ている。実質的デュープロセスについては裁判所が敬譲的になるべきである

ことを Jacobson 判例を引きつつ指摘するものの、過度な抑制的司法もまた

問題であるという。そして自身は未だ反対するという判例①を受け入れたと
しても、判例①で問題となったようなレストランやスーパーマーケットと異
なり、本件で問題となったカジノ、ジムは大人数で集まったり、長時間近く
にいたりすることを伴うというように事案の差を指摘し、正当化が不十分で
あると結論している。
判例③においては判例①と②が分析の中にしきりに引用されている。結論

を左右する点としては規制の態様、Jacobson 判例の位置づけ（法令目的ベー
スの司法の敬譲性）
、状況の流動性と科学的判断（専門性ベースの司法の敬
譲性）が注目される。
規制の態様について、ニューヨーク州の規制は最大でも 10 人あるいは 25

人の入場上限を課すものであり判例①、②で問題となったカリフォルニア、
ネバダのそれよりも厳しいとの評価がされている。この点は異論が無く、結
論に反対する Robert 裁判長、Breyer、Sotomayor、Kagan 裁判官も規制が

厳しいこと自体は明示的に認めている。

そこから進んで、Kavanaugh 裁判官は賛成意見の中で一部の世俗的施設

にはこの上限が適用されないことから、厳しいのみならず差別的でもあると

まで述べている。この点、Sotomayor、Kagan 裁判官の反対意見は、判例①、
②が宗教施設と非宗教施設で同じルールを適用したのに対し、判例③では宗
教施設を優遇したと認定しており評価が分かれている。ニューヨーク州では
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一般に、映画館、コンサート会場、スポーツアリーナは完全に閉鎖すること
を要求されるが、礼拝所は収容人数の制限を受けてオープンすることが認め
られているところ、COVID-19 の流行が見られる地域ではレッド / オレン

ジゾーンの指定とそれによる入場制限が行われる。しかし、レッドゾーンで
も食料品店、ペットショップなどは制限を受けず、オレンジゾーンでは必要
不可欠とは限らない多くの事業が制限を受けない。前者は一般的な規制にお
いて宗教施設は既に優遇されており、ゾーンの指定を受けることにより世俗
事業に比べ差別的な取り扱いを受けようとも、その取扱いの対象になるのは
そもそも優遇されているからであるからだと指摘する。一方後者は、宗教活
動の自由に関する先例に照らし、宗教活動よりも優遇される非宗教的事業が
ある場合にはなぜ宗教活動が優遇されないのかを積極的に正当化することが
必要であるとの枠組みの下で、ニューヨーク州は未だ差別を正当化していな
いと述べている。

Jacobson 判例をどのように位置づけるのかという難題は、パンデミック
下の宗教活動自由の議論の中核的な部分を占めているといえる。この 5-4 の
判決では賛成意見、反対意見のともに Jacobson 判例を引用し、その位置づ
けを争っている。判例③ Gorsuch 裁判官賛成意見が糾弾するには、判例①
での賛成意見（判例③での反対意見を書いた裁判長 Robert が書いたもの）
は、パンデミックという緊急事態下で州法令に対する憲法による統制を緩め

たいという司法上の要請から抜け道的に Jacobson 判例を利用しているとい
う。下級審が判例①をパンデミック対策という目的があることが直ちに司法
の敬譲を要求するという先例として理解しており、このような結論を生む判
例①は問題があると指摘する。Robert は判例③反対意見において、判例①

で Jacobson を引用して述べたのは、「憲法が『政治的に責任のある』役人に
対し公衆衛生と公共の安全の保護をするように『委託』している」というこ
とだけであり、判例①の結論はほかの分析部分との組み合わせで生まれたも
のであると強調している。判例③におけるすべての意見を通して、Jacobson

判例や公衆衛生・公共の安全という目的から司法の敬譲性がすぐ導くことは
できないと考えられていることが分かる。
最後に、未知の感染症という緊急事態における状況の流動性に対する捉え
方も意見の分かれるところである。判例③ Gorsuch 裁判官賛成意見は、判

例②が流行 3 か月目という流動的な状況でありウイルスについて知識が欠け
ていたのに対し、判例③現在は既にそのような状況ではないため宗教活動の

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
自由条項を適用させ司法審査の対象とすることが必要であるとする。Kava-

naugh 裁判官賛成意見も平時の司法審査との連続性を強調している。これに

対する反対意見側の議論は二つある。一つは訴えの利益である。本事案が連
邦地裁にかけられた後、クオモ知事は問題となった地域をイエローに再分類
している。これにより現在においてはわざわざ司法審査をする必要がないと
いうものである（Robert、Breyer、Sotomayor、Kagan 裁判官）。しかし同

地域が再度レッドやオレンジに指定される可能性は十分あり得るため、法廷
意見、
賛成意見において反駁されている。もう一つは、
仮の救済の要件上「明
らかに」憲法上の権利の侵害が認められなければならないところ、本件の明

らかとまでは言えないというものである。Breyer、Sotomayor、Kagan 裁判

官はニューヨーク州における流行の性質、感染者の急増、不確実性、迅速な
対応の必要性を考慮すると、州は、市民の健康や安全管理上の考慮すべきで
あり、本件規制は明らかに憲法違反とまでは言えないとする。Sotomayor、

Kagan 裁判官は、さらに、Gorsuch 裁判官の例示が疫学的根拠に照らして

失当なものであると述べ、裁判所の科学的判断能力の低さを暗示する。「毎
週 100 万人のアメリカ人に感染している伝染性のウイルスが、最も容易に

蔓延する環境は何かついて、保健当局の専門家の判断に後付けで批判するこ
とで、本法廷の裁判官は、国民の生命を危険に晒す可能性を秘めている」と、
科学的専門知に対して慎重であるべき姿勢を明らかにしている。

３

公衆衛生活動との関係

⑴ 立法・行政裁量と EBPM

EBPM とは evidence based policy making の略であり、証拠に基づく政策

立案と翻訳されている

。機会主義的な政策立案に対する反省から、科学的

xxxi

根拠／エビデンスに基づいて政策目的の実現を目指すものである。しかしな
がら、科学的証拠は常に機械的に単一の結論をはじき出すわけではない。複
数の解が存在する場合も、直接証拠が存在しない場合もある。
法令についての司法審査は上で述べたように変化しているものの、州が重
要な利益について、特に緊急事態下で、行う規制については広く裁量が認め
られることは一貫している。とはいえ裁量には常に限界がある。司法審査が
最も立法府に敬譲的になる場合でさえも、合理的根拠のテストが妥当し、規
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制の目的が正当であり、手段と目的との間に合理的な関連性がみとめられな
ければ規制は違憲となる

。合理性審査の下でも、
Jacobson 判例が解釈され

xxxii

ているように、パンデミックコントロールは公衆衛生上のエビデンスを必要
とすると考えるべきであろう。

Jacobson 判例では、上告人の主張における実質的デュープロセスとして、

規制の科学的根拠に直接科学的な検討を加えることを避け、社会通念として

受け入れられているかという観点からエビデンスの有効性を判断している。
科学の専門家ではない裁判所が、この時代に科学について踏み込んだ判断を
下す能力は無かったと考えられ、このようなアプローチとなったと考えられ
る。その一方で、ワクチンの接種により身体・健康に危害を及ぼすような場
合には当然に司法による判断を経るべきであろうとも判示し、無根拠あるい
はエビデンスに反するような法令は当然認められないようである。
合理性審査の下では、原則として、特に公衆衛生や公共の安全などの重要
な利益については、法令の合憲性が推定される。COVID-19 のように未知

の感染症が甚大な被害をもたらすような、緊急で流動的な事態においては科
学的に不確実なまま政府は活動しなければならない。しかしながらそのよう
な緊急の場合にもエビデンスの不存在が直ちに認められるべきではなく、あ
り得るエビデンスに照らして、合理的な意思決定過程を経る必要があると考
えるべきである。
⑵ 緊急事態下の権限濫用の問題
より一般的には、権限や裁量も一定の制限に服するという点が重要である。
たしかに緊急事態においては意思決定に求められる合理性の程度は平時に比
べると下がるかもしれない。とはいえ、限られた情報・資源・環境の下にお
いてもあくまで「合理的」であることが要求される。

Harlan 裁判官による法廷意見は市民の自由は政府の公衆衛生活動能力に

一部依存すること、公衆衛生権限は濫用され得るものであることを指摘して
いる。極めて広い権限を州政府に認める一方で、社会契約理論という限界を
示唆していることは注目に値する。すなわち権限の行使は市民社会の共通善
の促進という目的、またそのための手段であるという点で「合理的」である
といえ、そこに権限の限界があるといえる。この点について学説は以下のよ
うに理解している。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
Wendy E. Permet は、Harlan 意見の意義を強調しながら、公衆衛生につ

いて政府の活動が尊重されるのは社会契約があるからであり、社会の意思が
反映されていることが前提になっている点を強調する

。

xxxiii

Lawrence E. Gostion は Harlan 意見を、公衆衛生における立法府の裁量に

対する受働的な許容にとどまらず、連邦最高裁がはじめて政府への制限と
して個人の権利を構造的に述べた判決であると解釈する

。同判例が必要性

xxxiv

（necessity）
・合理的手段（reasonable means）・比例性（proportionality）・
危害回避（harm avoidance）の四つの基準を含むものであり、それにより警

察権限の拡張から憲法上の価値が保護されるとしている

。

xxxv

James G. Hodge Jr. は、公衆衛生保護の必要から正当化されるワクチン接

種義務を免れたいという個人の自由に対する合理的かつ公平な負担を策定
するため、構造的な基礎と個人の権利の相互関連性を審査するものだと読
む

xxxvi

。

これらの学説は、Harlan 意見が公共善・社会契約・コミュニタリアニズ

ムといったそれ自体論争的な基盤に立脚していたものを、法律論として昇華
し、現在においても妥当な議論としてその意義を保存するものである。
個別の議論を精査することはここでは避けるが、共通して重要なのは政府
の権限は「社会」によって限定されるということである。市民社会の意思の
反映という意味では民主主義が前提となるし、さらにその制度的担保として
政府の意思決定過程の透明性が要求される。また、規制の内容が実質的に社
会の推定的な意思に合致させるという意味で、または規制と市民社会の間の
時間的、情報的なギャップへの対処方法という意味で、必要性や比例性など
の観点から詳細にその範囲を吟味することが求められる。
⑶ 連邦最高裁の構成の変化による影響
なお判例③について RBG

されている

xxxviii

xxxvii

の死去が公衆衛生に影響を与えていると指摘

。判例③の後、判例②の申立人である Calvary chapel がカリ

フォルニア州の対面礼拝の規制について新訴を争い、新訴連邦控訴審は新訴
下級審の却下判決を破棄差戻した

。
この新訴連邦控訴審判決の法定意見で

xxxix

は判例③が引用されており、同判例は宗教活動自由条項に極めて重大な転換
があったことを示していると解釈し、同判例にしたがって厳格審査を行って
いる 。つまり、誤解を恐れずにいえば、宗教活動の自由が公衆衛生に優先す
xl
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ることが実際に認められたという事になる。
ただし、RBG の逝去のみがこのような転回を起こしたわけではなく、も

ともとこの種の事案が 5 － 4 に割れるような非常に微妙な性質であったこ

とに注意するべきであろう。Kavanaugh や Gorsuch などの保守系とされる
裁判官はこの種の事案については反対意見を書き続けていたのであり、実際
に宗教活動の自由が公衆衛生活動に優先する下地は既に出来上がっていたと
いえよう。
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日本における宗教活動の自由と
行政の関わりをめぐる変容の可能性
―米国の最新判例からの検討―
１

本パートの狙い

日本の公法学の観点から、感染症の蔓延に対する行政の対応を大別すると、
Ⅰ -1 感染者を含む医療サービスを必要とする者への医療の給付と医療資源

の分配、Ⅰ -2 感染防止のための規制、Ⅰ -3 規制を実効的なものとするため

の調査、Ⅱ感染発覚以前からの事前配慮によるリスク行政法制としてのパン
デミック対応、Ⅲ平常な状態への回復を目指す災害対策法制としてのパンデ

ミック対応、Ⅳコミュニケーションの在り方をめぐるコミュニケーション・
情報法制と分類することが可能とされる 。
i

そして、今回紹介した判例で争われていたような、人々の行動抑制という
行政の措置はⅠ -2 又はⅡに該当するものであり、日米でその目的とすると
ころは共通している。

紹介判例はいずれも、州政府が科学的知見を踏まえて行った行為が合衆国
憲法に適合しているか、という形で争われたものだが、各州と連邦政府との
権限配分が直接に問題になったわけではなく、日本でのコロナ対応をめぐる
地方分権の議論 とは直接には関係しない。また、行政府における専門家の
ii

関与と意思決定組織の構造自体も問題となっておらず、かかる論点

iii

とも直

接に重なるわけではない。
そこで、判例が扱っていた宗教活動の自由とそれに対する行政の関与に焦
点を当てて、日本で今後起こり得る問題は何か、紹介したアメリカでの判例
から得られる日本法との比較として検討を行う。

２

日本国内での警察権限

コロナ禍の日本における宗教的施設を取り巻く環境を見る前に、行政の関
与方法として、新型コロナウイルス感染症の感染・蔓延に対する警察権限

iv

の内容を確認すると、日本では地方自治体ごとの取組みは限定的で、国法で

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
ある検疫法、感染症法、そして新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下
「特措法」）を根拠とする取組みが中心になっている。

(1) 検疫法
検疫法は、我が国に入ってくる人や動植物により病原体が侵入しないよう、
検査や消毒、隔離、停留を可能とする法律である。政令 により、新型コロ
v

ナウイルス感染症に対する水際対策として同法が適用されるようになってい
る。

(2) 感染症法
感染症法は、感染症に罹患した患者や汚染された場所への対応を定めた感
染症対策の基本的な枠組みを定めた法で、いわばミクロの感染源への対策
手段が定められている。主要な感染症が重篤性や感染力に応じて 1 類から 5

類に分類され、さらに、1 類から 3 類に分類されない既知の感染症のうち、

1 類から 3 類の感染症と同等の強権的行政措置を講じなければ当該感染症の

蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものにつ
き、時限的に政令で定めることで、1 類から 3 類の感染症の措置体系が利用

できる「指定感染症」
、既存の 5 類型のいずれかに位置づけるだけでは十分

な対応の取れない類型として「新型インフルエンザ等感染症」、人から人に

伝染すると認められる未知の感染症で重篤性があり、当該感染症の蔓延によ
り国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものにつき「新感
染症」がそれぞれ規定されている。どの類型の感染症への対応かによって、
採用可能な措置の内容が異なる規律となっている。
新型コロナウイルス感染症は、政令 により令和 2 年（2020 年）1 月 31
vi

日から 1 年間の期限で、指定感染症として 2 類指定感染症に指定され、2 類

指定感染症において実施可能な措置を講じることが可能となった。その後

1 年間の期限延長 vii を行ったが、指定期間の限度が 2 年間 viii であることから、

期限の定めなく必要な対策を講じることができるようにすることを目的 と
ix

して、感染症法の改正により「新型インフルエンザ等感染症」に分類される
こととなった 。
x

従来の新型コロナウイルス感染症に対して実施可能であった感染法所定の
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行動制限規定は、就業制限や建物の立ち入り制限・封鎖措置、交通の制限・
遮断措置といった制限 で、感染症の罹患や発生を要件としていた。さらに、
xi

就業制限の対象業種が飲食物との接触・関連性の高い業務に限定される、強
制入院や交通の制限・遮断措置の実施期限が 72 時間以内という限定が伴う

など、規制対象や期間についても限定傾向にあった。こうした抑制的な傾向
は、諸外国と比較しても顕著であるとされており、戦前に濫用された政策等
に対する反省

xii

が強く表れている

。

xiii

感染症の発生と蔓延の防止を実効的なものとすべく、令和 3（2021）年 2

月 13 日施行の改正感染症法では、入院先から逃げた場合又は正当な理由が
なく入院措置に応じない患者

く協力しない患者

xv

xiv

や、積極的疫学調査に対して正当な理由がな

に対して、行政罰である過料が導入された。それでも、

立法過程では当初は刑事罰を導入する予定だったのが行政罰へと縮小され
た

xvi

ほか、入院勧告や調査に応じる求めは、応じない場合に過料が控えてい

る旨も併せて示す通知も行う必要があり、勧告や求めに応じない場合には命
令、と手順を踏んでもなお応じない場合にのみ処すことができるという命令
前置制が採られている

xvii

など、権力抑制的な姿勢は依然として残っていると

言える。もっとも、実効性という観点からは、行政罰と言えど罰則が強化さ
れたことで、検査をそもそも回避する負のインセンティブが生じないかとい
う懸念

xviii

が生じている。

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法
これに対して、ミクロな対策では対応しきれないような蔓延に対して、蔓
延速度を遅らせる対応が国家の危機管理として求められ、かかるマクロな視
点での対策手段を体系化する法律として特措法が導入された

。特措法の対

xix

象となる感染症は、従来は新型インフルエンザ等感染症及び新感染症に限ら
れていたため、指定感染症に指定されていた新型コロナウイルス感染症は、
特措法の対象とするよう特措法改正

xx

により対応された。

特措法では、①政府対策本部長の発令する緊急事態宣言の下で、知事に
対して、より広い権限が与えられる構造となっており、① -1 不要不急の外

出自粛など感染防止の協力要請を行うことができる

xxi

ほか、① -2 興行場な

ど政令で定める多数者が利用する施設の使用制限・停止、催物の開催制限・
停止等に対して要請や指示

xxii

が可能となる。また、指示に従わなかった場合

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
に、制裁手段ではなく市民に対する情報提供措置として、一定の場合に施設
名などの公表措置が可能

xxiii

に従わない事業者があった

となっていたが、公表措置を採ってもなお指示

xxiv

ことから、令和 3 年 2 月の特措法改正により、

要請に応じない事業者に対して命令を出すことができるようになり
や命令を行うための立入り検査が可能となった
業者への過料

xxvii

xxvi

、要請

xxv

ほか、命令に従わない事

が設けられ、実効性の確保が図られた。しかし、命令に従

わない場合の施設ごとの具体的な危険性の程度によらず、一律に出される営
業停止指示や命令に従わない場合に画一的に行政罰を科す制度設計には、罰
則の基礎となる実質的危険性を欠くのではないかという指摘がなされてお
り

、法的妥当性の確保が運用に依存する状況となっている。②緊急事態宣

xxviii

言期間外における知事の権限は限定的で、② -1 感染症の蔓延防止を目的と

して、都道府県対策本部長から教育委員会に対して休校要請を出すという形
で、実質的に児童・生徒の行動制限をすることが可能となっている
② -2 施設の使用制限・休業などの協力を要請することができる
には強制力がなく実効性に乏しいと指摘されていた

xxxi

xxix

ほか、

。この要請

xxx

ことを受けて、令和 3

年 2 月の特措法改正では② -3「まん延防止等重点措置」

xxxii

が創設され、
緊急

事態宣言期間外でも、これに指定されている地域においては宣言下と同様に、
事業者に対する調査、指示、命令、罰則が用意されることとなった。

(4) 規制の特徴
こうした法律の規定を具体化する手段として、柔軟・詳細な規定になじむ
政令が整備されているほか、政府からの求めに応じて、各業界団体が業種別
のガイドラインを設け、該当業種の事業者はこれに沿って行動制限、感染拡
大防止策を講じており

、事業者にとってソフト・ロー

xxxiii

xxxiv

の重要性が高く

なっている。法令に基づく行動制限に対しては、上述のように行政罰の導入
が進められているものの、諸外国での都市封鎖（ロックダウン）のような、
罰則を伴う強制的手法は採用されていない。強制的手法が少ない原因を憲法
の緊急事態条項の欠缺に求める議論もある

xxxv

が、採用する上での法理論上

の支障は存在せず、必要な立法措置を経れば強制的手法を採用することがで
きるとされており

、
私人の権利制限に対する立法の慎重な態度があらわれ

xxxvi

ていると言える。
近時の改正に際しては、営業の自粛要請を含む行動制限に対する補償の要
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ものの、行動制限が感染症患者や病原体で汚染され

た物質など感染リスク要因を対象とすることを根拠とするため、憲法上の補
償を要する場面ではないという見解が一般的
を巡っては罰則と金銭給付

xxxix

xxxviii

である。また、特措法改正

の関係が国会を中心に議論されたが、法理論

上はセットで存在しなければならないものという関係には立たず、どちらか
一方があるなら他方も導入しなければ、という関係には立たない。

３

宗教的活動をめぐる環境

(1) 直接的規制
このような警察権限の行使が規定されている中、日本の宗教的施設に対し
ては、直接規律の及ぶ制限はほとんど存在しない。特措法に基づき施設の使
用制限・停止の要請や指示のできる対象は政令で定められるところ、宗教的
施設は含まれておらず、比較的大規模な飲食店、コンサートホールなどの非
宗教的施設に限られている からである。
xl

(2) 間接的・自主的規制
その結果、警察権限の影響は、一般的な外出自粛要請により人出が減った
ことにより宗教的施設の利用者も減ったという、事実上の影響を受けたのが
中心的なものである。4 月冒頭からの大規模イベントへの自粛に呼応して、
個別の宗教施設ごとの判断、あるいは同一宗派をまとめる団体の要請・推奨
として、宗教的施設でも集団礼拝など大人数で集まることを避ける動きが起
きた

xli

ほか、一般的な感染防止の取組みを行うことへの呼びかけに応じて、

消毒液の設置や換気の励行などの感染拡大防止策を導入する施設が多かった
ようである。例年、参加者の多いことから感染拡大対策の必要性の高かった
年末年始の行事や節分に対しては、政府から対策や自粛、人が密集しない形
での開催が呼びかけられ、各施設は中止したり、提供された情報に応じて対
策を講じながら開催にこぎ着けるといった対応をとっていた
情報提供

。政府からの

xlii

・地方自治体の長からの要請と、各宗教的施設の運営者による自

xliii

主的な判断の組み合わせにより対応がなされていた。
このように、宗教的施設・宗教法人としては、行政から行動を直接に制限
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されるというよりは、行政の要請に応じて、宗教法人からの自主的・自律的
な対応が行われてきたという構図であって、宗教法人と行政との関係は、今
回紹介した判例のような、警察権限の行使に対して宗教団体が反発する構造
とは全く異なっている。

４

日本における信教の自由に関する判例の判断枠組み

今回紹介したアメリカでの事例のような対立が起きた場合に、日本にお
いても憲法を根拠に司法を通じた保護が図られることを確認しておく。

(1) 宗教活動の自由への判断枠組み
日本国憲法 20 条 1 項前段が信教の自由を保障しており、その一内容とし

て、宗教活動を行う自由も含まれている。そして、宗教活動を行う自由を制
約する場合、アメリカでの判例にも出てきた審査の水準と同様に、安全・秩
序・道徳といった必要不可欠な目的を達成するための最小限度の手段による
制約でなければ正当化されない

。

xliv

(2) 政教分離原則への判断枠組み
これに加えて、戦前は神社に対し国教的地位が与えられ、国家主義や軍国
主義の精神的支柱となった歴史を踏まえ、日本国憲法 20 条 1 項後段、3 項
は国家の宗教的中立性を明確にしており、財政面から政教分離を裏づける規
定もある（日本国憲法 89 条）。

政教分離の限界を裁判所が判断する際、アメリカの判例法理として出され

た目的・効果基準を変形させながら導入しており、日本国憲法 20 条 3 項に

より国に禁止される「宗教的活動」を、宗教とのかかわり合いがわが国の社
会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的
との関係で「相当とされる限度を超える」効果につながる行為に限るとした
上で、その判断は外面的形式だけでなく、諸般の事情を考慮して社会通念に
従って客観的に行うという判断基準が示されている

。これに対して、相当

xlv

とされる限度を超えるかの判断基準につき、総合衡量を用いる別の基準
出されており、事案により使い分けられているとうかがわれる。

xlvi

も
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(3) 緊急事態時の司法判断の抑制
日本の裁判例には、今回紹介したアメリカでの判例に登場し、その解釈が
争われていたような、緊急事態時に行政の裁量権を広く認め、司法が判断を
控えるという一般的な法理は確認できない。たしかに日本でも、事柄の性質
から、行政の一定の行為に対して裁判所の審査範囲外と捉えて判断を回避す
る判例法理はいくつか存在する。しかし、宗教活動の自由という、基本的人
権の中でもとりわけ精神的自由権の侵害を争点とする事件には、適用すべき
でないとされる

。そのため、緊急時の限られた条件下で行われた行為であ

xlvii

る点が、相当性や効果面での審査で考慮されるとしても、平時と全く異なる
司法審査の構造で判断されるとは考えにくく、またそのような審査構造は採
用すべきでなく、パンデミック下で行われた行政の行為に対しても、上に示
した平時・従来の判断枠組みが妥当すると考える。

５

今後問題となり得る場面

(1) 従来の判断枠組みから
以上を踏まえて現在のコロナ禍で宗教活動の自由が問題となり得る場面を
考えるに、自粛ベースでの行動制限という手法は強制力を欠くため、少なく
とも従来の考え方からは、憲法上保障された権利への侵害が認められる可能
性は低い。
また、感染拡大対策としての行動制限を目的・効果としており、特定宗教
に対する影響を及ぼすと評価されることは一般に難しいと考えられるため、
従来の考え方からは、初詣・節分等の行事についての自粛・分散の要請や、
宗教的施設の方が飲食店等特措法の対象施設より制限が緩やかである点が問
題となる可能性も低い。

(2) 今後起こりうる問題
そこで、今後起こり得る可能性のある問題として以下のようなものを考え
た。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
①宗教活動の自由
これまで見てきたように、現状は当てはまらないものの、今後、宗教施
設に対して非宗教的施設より厳格な規制が打ち出される可能性は否定できな
い。経済活動との両立が早期から掲げられ、また対象施設・地域を絞って行
動制限の要請・指示・命令を出すという手法が採られている中では、非宗教
的施設の活動が優先されるような規制が設けられる可能性は十分考えられ
る。思い返せば、韓国の宗教団体での集団感染とその後の世論の反応

Cuomo 知事の対応が特定宗教を狙い撃ちにしているとの主張

xlix

xlviii

や、

にも見られ

たように、パンデミック下で宗教団体がやり玉に挙げられた、あるいはその
疑いの生じている事例は既に発生している。我が国においても、感染者やそ
の所属先に対するバッシングが起きたことも忘れてはならない 。こうした経
l

験からは、今後の感染状況によっては、宗教団体・宗教活動に批判が向けら
れ、法制度としても区別・差別が生じる可能性自体は否定できないだろう。
②平等原則、比例原則
特定業種とその他の業種や宗教法人との間で感染拡大防止への協力金、持
続化給付金などの給付行政での扱いには様々な差が生じており、これが不平
等だと争われる余地はあると考える 。現在、
事業者に対する経済的支援とし
li

て挙げられる持続化給付金は、宗教法人は受給対象外となっている 。これに
lii

対して、立法政策として行われている協力金については、地方自治体によっ
ては観光地保護の観点から経済支援の枠組みに含まれている宗教施設が存在
しており 、その差が不当だと争われる余地もあると考えた。
（もっとも、地
liii

方自治体ごとに取扱いに差が生じることは、憲法上想定・容認されていると
ころであるため、自治体ごとに取扱いに差が生じること自体は問題となりに
くい ）。
liv

また、感染症の蔓延防止の観点からは、宗教法人も含む業種・施設ごとの
給付の有無やその基準について、感染症の蔓延防止に適った適切な行動へ誘
導しようという本来の目的に沿うように、適当で細かな法制度の設計と、そ
の議論過程の透明性が今後より一層求められる。給付行政のみの問題ではな
く、行動制限のような侵害行政であれば、なおのこと比例適合した制度設計
が求められるはずである。
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③政教分離原則
従来から、我が国において国民と宗教団体との関係性は希薄化していると
指摘されている。さらに、宗教的施設へ通う頻度、支出が比較的多い高齢者
層が、高齢であることが新型コロナウイルス感染症の重症化因子の一つで
ある こともあり、外出自粛を求められていることで、宗教的施設からみて、
lv

国民との関係性がより一層薄くなる可能性が指摘されている 。他方で、日
lvi

本では、これまで観光立国を目指した政策が導入されてきた

lvii

中で、寺院や

神社といった宗教的施設は観光資源としての価値・重要性が増している。ま
た、宗教法人においては非営利の宗教活動だけでなく、その活動の維持・継
続のために行われる営利活動が存在する場合が稀ではない

。こうした状況

lviii

において、宗教団体の社会的意義に鑑みて、税制・あるいは金銭的支援の側
面で宗教法人に対して収益活動と非収益活動と二分するだけでなく、より実
質的に検討すべきではないかという見解

lix

が出されている。さらに、市が管

理する公園内の儒教施設に対して、市が土地を無償提供している点が政教分
離原則に反すると判断した近時の最高裁判例 には、行政の関与は非宗教的
lx

目的に価値を見出したことに基づくこと、施設の利用者の行為の宗教性が希
薄であるとみる余地が十分にあること、参拝者の来訪は観光目的である可能
性が高いことを挙げる林景一裁判官の反対意見が出されており、政教分離の
判断過程において外観を重視した法廷意見に反対している。このように、宗
教的施設の宗教価値や人々との宗教的つながりが文化・社会的背景の下で希
薄化する一方、宗教的施設の非宗教的価値や社会的意義の重視が進むのであ
れば、政教分離の境界が、行政との関わりがより緩やかに認められる方向で
争われる可能性は十分考えられる。
以上見てきたように、アメリカでは宗教活動に対する政府の干渉が許容
されない方向に傾いていく可能性があるか議論されている。これと比較する
と日本においては、宗教活動への評価がこのコロナ禍の期間だけで大きく変
容するとは考えにくいものの、宗教団体に対する政府の関与が、むしろ許容
される方向に傾いていく可能性があるのではないだろうか。
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4 月 17 日朝刊 13 面
なお、その後も主観的緊急事態論を推し進める改憲の動きとしてたとえ
ば
日本経済新聞「緊急事態条項に感染症明記 自民議連が提言決定」2020
年 8 月 27 日朝刊 4 面
xxxvi 大橋洋一、前掲 5 頁
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xxxvii 日本経済新聞「特措法、罰則新設を議論、与野党協議入り、対策の実効
性左右。
」2021 年 1 月 6 日朝刊 3 面
xxxviii 山本隆司、前掲「パンデミックと公法の課題―特集にあたって」4 頁
xxxix 一般に補償と呼ばれているが、定義上憲法の定める補償には当らず、公

xl
xli

法学の観点からは給付行政の一環と見るのが妥当と思われる。特措法
63 条の 2 では「当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政
上の措置」と規定される。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成二十五年政令第
百二十二号）11 条 1 項各号参照
イスラム教の礼拝所（モスク）での例として
東京新聞 web「＜新型コロナ＞金曜の集団礼拝中止 イスラム教徒 生
活に影響」2020 年 3 月 18 日 2 時投稿
https://www.tokyo-np.co.jp/article/21695（最終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）
カトリックとプロテスタントとで教会政治が異なっていたことを伝える
記事として
雑賀 信行「日本最大のプロテスタント教団である日本基督教団 「礼拝
堂での礼拝中止も検討して」と所属教会に」キリスト教ニュースメディ
ア CHRISTIAN PRESS2020 年 3 月 31 日投稿

https://www.christianpress.jp/united-church-of-christ-in-japancovid-19-2/（最終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）

xlii

xliii

プロテスタントの自粛状況を事後的にアンケート調査した結果を報じる
記事として
キリスト教ニュースメディア CHRISTIAN PRESS「６割超が礼拝「自粛」
を経験 ４割は教会会計維持 日基教団神奈川教区宣教部委アンケー
ト」2021 年 2 月 9 日投稿
https://www.christianpress.jp/47284/（最終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）
初詣につき宗教団体が自主的な取組みを行っていることを紹介する記事
として
日本経済新聞「初詣、今年のうちに、破魔矢、前倒し授与、混雑状況を
配信、コロナで密回避、知恵絞る。
」2020 年 12 月 30 日夕刊 9 面
たとえば令和２年 12 月 11 日新型コロナウイルス感染症対策分科会（第
18 回）提言
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000706190.pdf（ 最 終 閲
覧 :2021 年 2 月 28 日）
感染症への対応の枠組みの中で情報提供は、
感染症法 16 条、
特措法 3 条、
6 条 2 項 2 号ロを根拠とする政府行動計画などを根拠とする、対応の一
種と言える。

COVID-19 と宗教活動の自由をめぐる最新判例にみる公衆衛生行政の限界
xliv

xlv
xlvi
xlvii
xlviii

xlix
l

li

lii
liii

この考え方は、宗教法人法 1 条 2 項、81 条 1 項にうかがうことができる。
81 条の規定する宗教法人の解散命令の有効性が争われた事例として
最決平成 8 年 1 月 30 日民集 50 巻 1 号 99 頁（宗教法人オウム真理教解
散事件）
最大判昭和 52 年 7 月 13 日民集 31 巻 4 号 533 頁（津地鎮祭事件）
最大判平成 22 年 1 月 20 日民集 64 巻 1 号 1 頁（空知太神社事件）
芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」352 頁（第七版 , 2019）
いくつかの宗教団体からの集団感染が発覚した韓国において、世論の中
に広くキリスト教への不信感が広がっていることを紹介する記事として
徐台教「信頼度わずか 21％…新型コロナが韓国キリスト教に「大打撃」
な訳とは」2021 年 1 月 31 日 14 時 27 分投稿
https://news.yahoo.co.jp/byline/seodaegyo/20210131-00220359/（ 最 終
閲覧 :2021 年 2 月 28 日）
Roman catholic diocese of Brooklyn v. Cuomo 判決参照。
日本で比較的早い段階で集団感染が明らかとなった大学・大学生に対す
る誹謗中傷が起きた例として
京都新聞 web 版「コロナ恐怖、増殖した言葉の刃 クラスター公表、
情報が一人歩き 当事者らも割り切れぬ思い」2020 年 6 月 20 日 10 時
30 分投稿
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/276873（最終閲覧 :2021 年 2 月 28
日）
その後も 2020 年 8 月の高校施設内での集団感染に対するバッシングが
起きていることを報じる例として
読売新聞「部活クラスターに中傷 電話８０件、生徒の写真拡散」2020
年 8 月 23 日東京朝刊 2 面
風俗事業者に対して持続化給付金や家賃支援給付金の支給対象外となっ
ている点については行政訴訟が起きている。
NHK NEWS WEB「新型コロナ 給付金対象外で風俗業者が提訴」2020
年 9 月 23 日 16 時 51 分投稿
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200923/k10012630931000.html（最
終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）
持続化給付金給付規程（中小法人等向け）第八条五号
たとえば高野山のある和歌山県では、新型コロナウイルス感染症に係る
支援策として行っている事業継続支援金に、旅客業を営む宗教法人も対
象としている。
和歌山県「令和２年度和歌山県事業継続支援金申請要領旅館業を営む宗
教法人の取り扱い」3 頁（2020）
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https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204267_d/fil/
shukuboyoryo.pdf（最終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）

この点を示したリーディングケースとして
最大判昭和 38 年 6 月 26 日刑集 17 巻 5 号 521 頁
（奈良県ため池条例事件）
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・
第 4.1 版」12 頁（2020）
藤原究「新型コロナウイルス感染症の拡大下における宗教団体を取り巻
く状況について」杏林社会科学研究 36 巻 1,2 号 55 頁（2020）
現行の観光立国推進基本計画では文化財として、観光資源活用の二番目
に大きなトピックとして位置づけられている。
「観光立国推進基本計画」
（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）20 頁（2017）
の第３の１.（二）②参照。
https://www.mlit.go.jp/common/001299664.pdf（最終閲覧 :2021 年 2 月
28 日）
また、ここで触れられている多言語解説の整備として示されている文化
庁「文化財の多言語化ハンドブック」
（平成 31 年 3 月 27 日作成）
（2019）
では、文化財資源の活用の一例として多言語化について案内している中
で、中心に紹介されているのは神社仏閣である。

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/handbook/pdf/r1414823_03.pdf（最終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）
宗教法人法 6 条 2 項参照
藤原究、前掲、60 頁
最判令和 3 年 2 月 24 日。2021 年 2 月 28 日時点で判例集への掲載未確認。

判決全文は裁判所公式ホームページ掲載の資料参照。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/090039_hanrei.pdf（最
終閲覧 :2021 年 2 月 28 日）

〈研究ノート〉

近代日本哲学史の描き方
舩山信一の仕事を振り返る
笠松 和也

近代日本哲学史を描くという試みは、1930 年代から見られる 。その先駆
1

的な例が、三枝博音『日本に於ける哲学的観念論の発達史』（文圃堂書店、
と ひろ か ぞう

1934 年）と戸弘柯三 2（三枝博音）『近代日本哲学史』（ナウカ社、1935 年）
である。明治期における西洋哲学受容の性格を分析した両著作は、まさに近

代日本哲学史研究の嚆矢に位置づけられうる。三枝自身はその後、『日本の
思想文化』
（第一書房、1937 年）や『三浦梅園の哲学』
（第一書房、1941 年）

の刊行、そして『日本哲学全書』全 12 巻（第一書房、1936–37 年）の編纂
に見られるように、その主たる関心をむしろ近代以前へと移していくが、彼

の流れをくむ舩山信一によって、「明治哲学史研究」「大正哲学史研究」「昭
1 本稿で扱う「近代日本哲学史」は、主に古代から近世までを扱う「日本思想史」と

はさしあたり系譜を異にする。日本思想史に関しては、既に明治中期から井上哲次
郎の「日本儒学三部作」をはじめ、連綿とした研究の伝統が存在する。三枝の仕事

1937 年）や麻生義輝『近
と同時代に発表された永田広志『日本哲学史』
（三笠書房、

世日本哲学史』（近藤書店、1942 年）も、確かに書名に「日本哲学」という表現が

用いられているものの、内容からすれば、むしろ日本思想史の系譜に属するもので
ある。ただし、江戸期の儒学者・国学者と明治前期の啓蒙思想家との連続性を指摘
する日本思想史の研究成果は、舩山の「明治哲学史研究」に取り入れられ、現在の
近代日本哲学史においても言及される。

2 三枝博音の偽名の一つ。「戸弘（とひろ）」は「博音（ひろと）」のアナグラムになっ

ている。また、
「柯」は「枝」を意味する字であるため、「柯三」も「三枝」に対応
している。
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和哲学史研究」からなる本格的な近代日本哲学史が描かれることになる 。現
3

在の近代日本哲学史研究も、明示的にせよそうでないにせよ、この船山の仕
事に多くを負っている。
そこで、本稿では（1）舩山の仕事を振り返ることを通して、近代日本哲

学史の描き方を再考するとともに、
（2）中でもとりわけ大正～昭和前期の学
問状況をどう捉えるのかを考察してみたい。

1. 近代日本哲学史の枠組み
まず、近代日本哲学史の基本的な枠組みを確認することから始めたい。現
在共有されていると思われる枠組みにおいては、近代日本哲学の発展は、大
まかには三つの時期に区分される。代表的な哲学者の名前とともに示せば、
次の通りである。
第1期

明治期（明治啓蒙思想と西洋哲学の受容）

中江兆民、福沢諭吉、西周、加藤弘之、中村正直、西村茂樹、井上哲次郎、
中島力造、元良勇次郎、三宅雪嶺、井上円了、清沢満之、大西祝
第2期

大正・昭和前期（京都学派とその周辺）

西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎、九鬼周造、波多野精一、山内得立、高坂正
顕、務台理作、高山岩男、高橋里美、三木清、戸坂潤、本多謙三
第3期

戦後の哲学

田中美知太郎、大森荘蔵、廣松渉、坂部恵、井上忠、三宅剛一、下村寅太郎、
中村雄二郎、市川浩、木村敏、井筒俊彦
一般に、第 1 期と第 2 期は、1911（明治 44）年の西田幾多郎『善の研究』

（弘道館）刊行を境に区分されている。同書の刊行が本格的な日本哲学の始
まりとされ、それ以前は前史として扱われることになる。そのうえで、第 2
3 舩山信一『明治哲学史研究』（ミネルヴァ書房、1959 年）、『大正哲学史研究』（法律
文化社、1965 年）、『昭和唯物論史』上下巻（福村出版、1968 年）。なお、当初の構

想では、これに加えて、
『昭和観念論史』が書かれる予定だったが、結局未刊のま
まに終わった。

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
期においては、京都帝国大学文学部の哲学哲学史第一講座を担当した西田幾
多郎とその後任である田辺元を中心としながら、その周辺の哲学者たちの思
索が位置づけられる。
他方、第 2 期と第 3 期を分けるのは、1945（昭和 20）年の終戦とそれに

続く京都学派の公職追放である。これにより、京都学派の系譜が断絶するこ
とになる。そして、このことに呼応するかのように、「戦後の哲学」として

括られる第 3 期は、むしろ学派を形成することのない多極性にその特徴が見
いだされる。

近年の研究では、こうした枠組みに基づきながら、さらに第 1 期のうちに

一元論的な観念論の性格を認め、そこに第 2 期との連続性を見いだすという
見方に、改めて光が当てられている 。その際、鍵となるのが、井上哲次郎や
4

井上円了が唱えた「現象即実在論」である 。
5

現象即実在論とは、われわれが経験において出会う「現象」と、その現象
の根底にあり、それを可能にする「真実在」が同じものであると考える理論
である 。これはカントの術語で言えば、現象と物自体、ないし現象界と叡智
6

4 Cf. 小坂国継『明治哲学の研究―西周と大西祝』
（岩波書店、
2013 年）、上原麻有子「日

本の哲学の連続性」『世界哲学史８―現代 グローバル時代の知』（伊藤邦武／山内
志朗／中島隆博／納富信留編、ちくま新書、2020 年）、209–228 頁。

5 厳密に言えば、井上円了自身は「現象即実在論」という表現をほとんど用いていない。
しかし、彼の「相含の論理」は現象即実在論にほぼ対応している。この点について

は、
小坂『明治哲学の研究』第三部第二章を参照。なお、現在の円了研究においては、
円了の「相含の論理」は、哲次郎の現象即実在論よりも発展したものだと捉えられ
る傾向にある。

6 現象即実在論において言われる「実在」とは、しばしば井上哲次郎自身によって「本

体としての実在」と説明されるように、現象の根底にあり、それを可能にする真実
在のことである。もっとも、
「実在」という語が、現象において事物が存在するか
どうかを指しているかのように誤解される恐れがあることは、哲次郎自身も論文「認
識と実在との関係」の中で認めている（第七章第四節）。また、英語圏では、この
語を訳す際に、西田幾多郎『善の研究』第二編における「実在」と同様に、reality

という訳語を採用している（Cf. James W. Heisig, Thomas P. Kasulis, and John C.

Maraldo eds., Japanese Philosophy: A Sourcebook, University of Hawaii Press, 2011）。
ただし、
哲次郎自身は、ここで言う「実在」の原語として Wesen を併記している（「認
識と実在との関係」第二章第八節）
。なお、哲次郎が 1881（明治 14）年に編纂した
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界が同じものであると主張することに他ならない 。そこにおいては、
カント
7

をはじめとする二元論者たちが主張するように、現象と真実在が別個のもの
として立てられるのではなく、同一の世界の「差別的方面」が現象であり、
「平
等的方面」が真実在であると捉えられる。その際、現象と真実在は、仏教か
ら採り入れられた「即の論理」で結びつけられる。
のちに哲次郎自身は、
1932（昭和 7）年に発表した論文「明治哲学界の回顧」
8

の中で、自らの立場としての現象即実在論を位置づけ直すにあたって、古代

以来の哲学史における実在論の発展を三段階にまとめている。
第一の段階は、
「一元的表面的実在論」ないし「素朴的実在論」であり、現象そのものを真
実在とみなす立場がこれに相当する。この立場は、彼によれば、「もっとも
低級な立場」である。第二の段階は、「二元的実在論」であり、現象とそれ
を可能にする真実在を区別した上で、真実在を「現象の彼岸に在るもの」と
して立てる立場である。彼の見るところ、カントをはじめ多くの哲学者がこ
の段階にとどまっている。そして、第三の段階こそが、「現象即実在論」な
いし「融合的実在論」 である。ここにおいて、実在論は完成されたと、哲次
9

郎は考えている。
しかし、こうした現象即実在論は、事柄そのものを考えるならば、あまり
に多くの難点を抱えている。まず、「即の論理」そのものがいかなるもので
あるのか、とりわけドイツ観念論（特にフィヒテ）における自我論といかな
る点で異なっているのかということについて、哲次郎や円了らは不明瞭なま
ま放置している。また、差別的方面からいかにして主観と客観の区別、形式
としての空間と時間、因果をはじめとするカテゴリーが導出されるのかにつ
いても、哲次郎や円了らは積極的に論じていない。一切の規定性が「差別的
方面」から出てくると主張しているだけである。それゆえ、現象即実在論が
なぜこの現実世界を説明できていると言えるのかがよく分からない。これで
は単なる思いつきと大差がなくなってしまう。
『哲学字彙』では、
「実在」は「現体」とともに Being の訳語として記されているが、
これはフェノロサが教科書として用いたヘーゲル『小論理学』英訳において見られ
る Wesen の訳語としての Being に由来する可能性がある。

7 Cf. 井上哲次郎「認識と実在との関係」第七章第五節。
8 井上哲次郎「明治哲学界の回顧」『岩波講座哲学』第 11 巻（岩波書店、1932 年）。
9 「認識と実在との関係」においては、「融合的実在」のことを「一如的実在」とも呼
んでいる。

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
結局、こうした発想が思いつきの域を出るには、西田幾多郎の登場を待た
なければならない。実際、西田は主客未分の純粋経験から出発して、中期以
降「場所」や「自覚」といった概念を彫琢しながら、自らの哲学体系を完成
させていくが、こうした思考はある面では現象即実在論を完成させるものと
して見ることができる。それゆえ、この点において、井上哲次郎や井上円了
らの現象即実在論は、西田哲学の前史に位置づけられうるものとして捉えら
れる。近年注目されている明治期の哲学から京都学派の哲学への連続性も、
この見方に基づいている。
しかしながら、こうした把握の仕方には源流が存在する。それが、舩山信
一の近代日本哲学史研究である。実際、舩山は『日本の観念論者』
（英宝社、

1956 年）ですでに井上哲次郎から西田幾多郎までを「日本型観念論」と括り、

その根底に現象即実在論を見て取っている。だがその一方で、舩山自身は、
本節の冒頭で掲げた枠組みとは異なる哲学史観をもっている。そこで、われ
われは次に、舩山自身の哲学史観がどのようなものだったのかを確認するこ
とへと歩みを進めることにする。

2. 舩山信一の近代日本哲学史観
舩山の近代日本哲学史観がいかなるものであったのかを確認するにあた
り、まずは舩山が描く近代日本哲学史の全体的な構図を見ておきたい。次頁
の図は、『大正哲学史研究』の冒頭に見られる「日本の近代哲学の発展段階」
と題された整理である 。
10

舩山の記述をもとに、この整理をやや敷衍して説明すれば、次のようにな
る。
（第一期）1862（文久 2）年における西周や津田真道らのオランダ留学を起

点に、明治初期の日本に実証主義的な西洋哲学が輸入され、『明六雑誌』
をはじめとする西らの啓蒙活動によって、国内に広められる。

（第二期）だが、国内における実証主義の思潮は、
（a）スペンサーとダーウィ

ン主義の影響を受け、進化論哲学を唱えた加藤弘之らの唯物論と、（b）

10 『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』（こぶし書房、1999 年）、23–24 頁。同
じ整理は『哲学読本』（法律文化社、1963 年）、176–178 頁にも見られる。
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文久 2 年

始まり
第一期

実証主義の移入

明治 1 年 –15 年

前期

啓蒙主義

後期

国権主義と民権主義との分化

第二期

観念論と唯物論との分化

（伝統的思想への再反省）
第三期

日本型観念論の確立

（国権主義と現象即実在論、ならびに批判的傍流）
第四期

第一次哲学啓蒙家
日本型観念論の大成

（西田哲学の生成）
第六期

明治 8 年 –15 年

明治 15 年 –22 年
明治 22 年 –38 年
明治 28 年 –44 年

（哲学史・哲学概論）
第五期

明治 1 年 – 8 年

第二次哲学啓蒙家

（大正教養主義、大正ヒューマニズム、大正デモク

明治 44 年 – 大正 15 年
大正 4 年 –15 年

ラシー）
第七期

観念論の自己批判→唯物弁証法の展開・観念

論の形而上学化

昭和 2 年 –13 年

（観念論と唯物論との対立）
第八期

日本哲学のファッショ化

第九期

唯物論・実存哲学・プラグマティズム→論理

実証主義→分析哲学のてい立
図

昭和 6 年 –20 年
昭和 20 年 –

日本の近代哲学の発展段階

フェノロサによって導入されたカント・ヘーゲル哲学を踏まえた井上哲
次郎や井上円了らの観念論に分化する。この時期には、それら両方の思
潮において、伝統的な道徳や国体の観念が再考されることになる。
（第三期）明治中期には、帝国大学文科大学の哲学科初代教授に就任した井
上哲次郎が、現象即実在論を打ち出し、日本型観念論を確立させる。そ
の一方で、哲次郎や三宅雪嶺らが日本主義を主張し始める。
（第四期）こうした動きと並行して、明治後半には、中島力造『列伝体西洋
哲学小史』上下巻（富山房、1898 年）や波多野精一『西洋哲学史要』
（大

日本図書、1901 年）等を通して、西洋哲学史の本格的な受容が行われた

ほか、桑木厳翼『哲学概論』（東京専門学校出版部、1900 年）をはじめ、

大学での講義録をもとにした「哲学概論」が多数出版されるようになる。
（第五期）明治中期に確立した日本型観念論は、西田幾多郎『善の研究』
（弘

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
道館、1911 年）および『自覚に於ける直観と反省』
（岩波書店、1917 年）

で完成される。

（第六期）大正期においては、桑木厳翼らによる黎明会の活動をはじめ、大
正教養主義・文化主義が打ち出されたほか、自我の内面性や生命主義を
強調する大正ヒューマニズム、民本主義に立脚した大正デモクラシーが
起こった。
（第七期）西田幾多郎の弟子の一人である三木清が、西田によって完成され
た日本型観念論を自己批判し、マルクス主義的唯物論に接近する。ここ
から、1932（昭和 7）年に発足した唯物論研究会の活動を中心に、唯物

論哲学が展開されていく。他方、西田や田辺元は日本型観念論を形而上
学化していくことになる。

（第八期）こうした動きの傍ら、1931（昭和 6）年の満州事変を境に、日本

哲学のファッショ化が進行していく。これはとりわけ終戦間際にピーク
を迎えることになる。

（第九期）戦後になると、梯明秀らの新たな唯物論哲学、ヤスパース・ハイ
デガー・サルトルらの実存哲学に加えて、
英米圏の思潮と呼応するように、
プラグマティズムから論理実証主義、そして分析哲学へと至る流れが展
開される。
舩山がこうした哲学史を描く動機は、いかなる思想が昭和前期の唯物論を
条件づけていたのかを探索することにある 。実際、この整理における最大
11

の特徴は、日本型観念論の形成・完成・自己批判を軸に、それと対抗して展
開されていく唯物論哲学の発展を描き出している点にある。そこでは、江戸
期の儒学から明治前期の実証主義へ、明治前期の実証主義から日本型観念論
へ、日本型観念論から昭和前期の唯物論へと、先立つ時期の思想が次の時期
の思想を何らか条件づけていることが強調されている。
このような哲学史観は、舩山自身が影響を受けた三枝博音の近代日本哲学
史から生まれてきたものである。三枝は『日本に於ける哲学的観念論の発達
史』の中で、明治・大正期におけるカント・ヘーゲル受容を概観すること
11 これは、かつて唯物論研究会の若き論客だった舩山自身が、戦後にマルクス主義
から距離を置く一方で、『フォイエルバッハ全集』（福村出版、1973–76 年）の翻
訳に尽力し、その哲学に立脚しながら、マルクスの唯物論から区別された人間学
的唯物論を確立しようとしていたことと連動している。
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を通して、（1）明治期においてドイツ観念論が移植されたことから、明治・

大正期におけるアカデミズム主流派の思潮が、観念論の性格を帯びるように

なったこと、
（2）その一方で、ドイツ観念論の主導理念である「神性（Gott-

heit）」がドイツの精神土壌から切り離されて抽象的に捉えられたことにより、
明治中期における日本の観念論が反動的なイデオロギーとしての国粋主義と
結びついてしまったことを指摘している 。また、
『近代日本哲学史』の巻末
12

に付された付録では、「わが国では何故弁証法が発達しなかったか？」とい
う問いを掲げた上で、その原因を儒学などの旧来の学問の中に、封建的な上
下関係が持ち込まれていることに求めている。三枝によれば、近代的な学問
の発展のためには弁証法が成立する必要があり、そのためには否定性を乗り
越えることを可能にする水平的な市民の関係が確立されていなければならな
いのである。それゆえ、市民社会がまだ確立していない明治期においては、
確かに唯物論は存在していたものの、弁証法を伴わない素朴な唯物論に過ぎ
なかったとされる 。
13

舩山の功績は、こうした三枝の哲学史観を下敷きにしながら、さらに明治・
大正期におけるアカデミズム主流派の思潮を「日本型観念論」として捉え直
した上で、日本型観念論の確立・完成・自己批判という契機を、それぞれ井
上哲次郎・西田幾多郎・三木清の中に見いだしたことにある。これにより、
明治期の哲学の位置づけを明確にすると同時に、西田哲学の根本的な動機の
一つを解明した。しかしその一方で、日本型観念論という捉え方は、西田哲
学に独特な位置づけを与えることになる。そのため、舩山の哲学史観は、と
りわけ上田閑照以降に積み重ねられてきた西田哲学の研究と単純には接続す
ることができないという問題をはらんでいる。
こうした舩山の哲学史観に対して、現在共有されていると思われる近代日
本哲学史の枠組みでは、井上哲次郎から西田幾多郎へと受け継がれる現象即
実在論の系譜を見いだしたことに一定の評価を下すものの、西田哲学そのも
のを「日本型観念論」の枠内で捉えることは明確に避けている 。むしろ大
14

12 Cf.『三枝博音著作集 第三巻』（中央公論社、1972 年）、19–20 頁。
13 Cf.『三枝博音著作集 第三巻』、243–252 頁。
14 藤田正勝『日本哲学史』
（昭和堂、
2018 年）、熊野純彦編『日本哲学小史』
（中公新書、
2009 年）、James W. Heisig, Thomas P. Kasulis, and John C. Maraldo eds., Japanese
Philosophy: A Sourcebook (University of Hawaii Press, 2011) では、井上哲次郎らの
現象即実在論がある面において西田幾多郎の純粋経験に受け継がれたことを指摘

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
正期以降については、舩山の整理は採用せず、戦後から現在までの京都学派
研究を接続している。それゆえ、現在の近代日本哲学史の枠組みは、舩山の
整理を反映した明治期と、戦後の京都学派研究を反映した大正期以降からな
るハイブリッド型の枠組みになっている。その点で、現在の枠組みは今後大
いに変わる可能性がある。

3. 大正～昭和前期の哲学をどう捉えるのか
以上の議論を踏まえた上で、さらにとりわけ大正～昭和前期の哲学をどう
捉えるのかを考察するため、
（1）舩山信一、
（2）藤田正勝、
（3）ジェームズ・

ハイジックらの近代日本哲学史における整理の方針を比較してみたい。
（1）舩山信一の場合

舩山は『大正哲学史研究』冒頭で、大正哲学の基本性格を次のように記述

している。
「明治は国家の時代、昭和は社会の時代であるとすれば、大正は
個人・自我の時代である」 。舩山によれば、
大正期は「内面的個体性の原理」
15

が探究された時代であった 。実際、この時期には、朝永三十郎『近世に於
16

ける「我」の自覚史―新理想主義と其背景』
（東京宝文館、1916 年）、紀

平正美『自我論』（大同館書店、1916 年）
、阿部次郎『人格主義』
（岩波書店、

1922 年）をはじめ、自我や人格を主題にした哲学書が多数刊行された。また、
阿部次郎『三太郎の日記』
（岩波書店、1915 年）
、
倉田百三『愛と認識との出発』
（岩波書店、
1921 年）、出隆『哲学以前』
（大村書店、
1922 年）などの随筆にも、
この傾向が顕著に現れている。そうした思考こそが大正ヒューマニズムを形
するものの、「日本型観念論」という説明図式は採用していない。

15 『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』、16 頁。
16 ただし、明治期においても、大西祝だけはその主著『良心起原論』において例外
的に「内面的個体性の原理」を探究したと舩山は評価している。「実に大西の『良

心起原論』は日本の近代哲学史において、はじめて内面的個体性を宣言したもの
である」
（
『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』、39 頁）。しかし、大西は若く

して亡くなったため、この思考は「ただ彼ひとりだけにおける孤立した現象」
（Ibid.）

にとどまったとされる。なお、舩山が見いだした大西のこうした例外性に対して、

近年小坂国継は大西『良心起原論』から西田『善の研究』へと至る「明治期の倫理学」
の系譜を掘り起こそうとしている（Cf.『明治哲学の研究』第二部）。
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成したと舩山は評価している。しかし、その思考は第一次世界大戦、ロシア
革命、シベリア出兵、米騒動、普通選挙運動を背景に展開された大正デモク
ラシーと交錯することなく、「アカデミーにとじこもっていて、社会、大衆、
ジャーナリズムからさえも切断されていた」 とされる。
17

明治中期に井上哲次郎らが確立した日本型観念論が完成されるのも、こう
した思潮の中においてである。舩山はその画期を西田幾多郎に見いだす。先
にも述べたとおり、西田の言う主客未分の純粋経験は、一面において現象即
実在論を受け継いだものとして考えることができる。この系譜に対して西田
が独自に貢献したことは、大正期特有の内面的個体性の原理を論理化し、井
上哲次郎らが用いていた「即の論理」に代わる哲学的な原理として打ち立て
たことである。『善の研究』
（1911 年）において、
初めてそうした原理の下で、
純粋経験が分析されることになる。だが、舩山によれば、『善の研究』の段

階では、まだ直観を重視する主観主義の立場にとどまっている。これに対し
て、同書に続く『自覚に於ける直観と反省』（1917 年）では、こうした「直

観」と新カント派的な「反省」との総合としての「自覚」が考えられる。こ
こにおいて日本型観念論が完成したと、舩山は捉えている。
こうして完成された日本型観念論が転換点を迎えるのは、三木清において
である。舩山によれば、西田の弟子の一人である三木は、日本型観念論の立
場から出発しつつも、それを自己批判し 、唯物史観と交渉する中で、唯物
18

史観の人間学的基礎づけを試みた。これにより、大正前期においてもっぱら
唯物史観の観点から捉えられ、哲学と結びつかなかった福本和夫や河上肇ら
の唯物論が、大正末期にまさに三木の思索を契機にして哲学と結びつき、さ
らに昭和前期において戸坂潤や本多謙三らが自然弁証法を展開していくこと
になる。この点で、三木による日本型観念論の自己批判は、唯物論哲学の道
を切り拓いたと評価される。
17 『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』、17 頁。
18 この自己批判は、観念論と唯物論を対決させるという理論的なものであると同時
に、現実政治から超絶したアカデミズムの姿勢に変革を迫るという実践的なもの
でもあった。
「三木清はかくてアカデミーの殿堂で春眠をむさぼっていた哲学者に
向って警鐘を乱打した。彼によって哲学者は花園から荒海へ引き出されたのであ
る。彼は哲学といえばアカデミー、とくに官学のものであったに対して、民間に、
ジャーナリズムに哲学を樹立した。民間アカデミーというのが彼の一つの夢であっ
た」
（
『舩山信一著作集 第八巻 日本の観念論者』、225 頁）。

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
その一方、西田幾多郎や田辺元らの方は、昭和前期において、日本型観念
論を形而上学化していくことになる。これについては、未刊に終わった「昭
和観念論史研究」で扱われる予定であり、舩山は現存する著作で詳述してい
ない。そのため推測するしかないが、おそらくここで念頭に置かれているの
は、西田幾多郎については『働くものから見るものへ』
（1927 年）
、とりわ

けその後編に収録されている論文「場所」以降、弁証法的一般者から絶対矛
盾的自己同一へと歩みを進めていく思考であり、田辺元については「種の論
理」による社会存在論を展開していく思考であろう 。こうして、昭和前期
19

において、
（a）自然弁証法へと向かう唯物論哲学と（b）形而上学化された

日本型観念論という二つの潮流が見いだされることになる。

ところが、戦時期においては、日本哲学のファッショ化が起きてしまう。
これには、明治期以来の日本主義の急進化、マルクス主義からの転向など、
さまざまな形態があったが、総じて見れば、これらはすべて全体主義の中に
巻き込まれたと捉えられる。これについても舩山自身は詳述していないが、
その一部は論文「昭和前期の日本主義哲学」で論じている。そこでは、紀平
正美、
和辻哲郎、蓑田胸喜、鹿子木員信らの思想と、
昭和前期に展開された「生
みの哲学」
が扱われている。また、この論文では触れられていないものの、
『大
正哲学史研究』で示される「西田哲学の発展段階」の表を見るかぎり、
1940（昭

和 15）年から 1945（昭和 20）年にかけての西田の思考にも注目しようとし

19 『大正哲学史研究』の中で示される「西田哲学の発展段階」の表によれば、『働く

ものから見るものへ』所収の論文「場所」を境に、西田はそれ以前の「現象学的
心理主義的時代」から「存在論的論理学的時代」へと移行したと捉えられている

『大正哲学史研究』
（
『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』、290–291 頁）。また、
で主に扱われる西田哲学が、
『自覚に於ける直観と反省』までであることを合わせ
て考えれば、論文「場所」以降を「昭和観念論史研究」で扱う予定であったと推
測できる。また、服部健二の証言から、
「昭和観念論史研究」を準備していた舩山が、
西田、田辺、和辻、三木の全集を読み直していたことが分かる。「前年に心臓病で
倒れられてから、舩山は、徐々に昭和観念論史に取り組もうとされていたのです
が、恐らく一九七八（昭和五十三）年からは、体と相談しながらその仕事を継続し、
その合間に講義集［＝フォイエルバッハの講義集（引用者注）］を少しずつ読んで
いかれたと思います。この年には、三木清、和辻哲郎、西田幾多郎の各全集を読み、
一九七九（昭和五十四）年の年頭からは田辺元の全集を読まれたのですが、
［…］」
（服
部健二『西田哲学と左派の人たち』こぶし書房、2000 年、237 頁）。
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ていたようである 。
20

（2）藤田正勝の場合

藤田正勝は『日本哲学史』（昭和堂、2018 年）において、明治期以降の近

代日本哲学史を大きく三つの時期に分けている。
第一部

受容期―明治の哲学

第二部

形成期―大正・昭和前期の哲学

第三部

展開期―終戦後の哲学

そのうち、第二部は次のような構成になっている。
第二部

形成期―大正・昭和前期の哲学

第一章

大正・昭和前期の思想状況

1 大正という時代
2 昭和前期の思想状況

第二章

西田哲学と田辺哲学

1
2
3
4

西田幾多郎の前期の思索

1
2
3
4

高橋里美

田辺元の思想形成と西田哲学批判
後期西田哲学
田辺元の「種の論理」

第三章

西田・田辺と同時代の哲学のさまざまな展開

九鬼周造
和辻哲郎
美学研究の発展

20 「西田哲学の発展段階」では、この時期における西田の思考の一部を「国体論と宗
教的世界観」という括りでまとめている。それが現れている著作としては、『日本

「世
文化の問題』（岩波書店、1940 年）のほか、論文「国家理由の問題」（1941 年）、

「国体」
（1944 年）、
「場所的論理と宗教的世界観」
（1945
界新秩序の原理」
（1943 年）、
年）を挙げている。舩山はこうした著作に見られる思考について、皇道主義を乗

り越えようとしつつも、結局それと妥協し、新たな基礎づけに寄与してしまって
いると評価している（『舩山信一著作集 第七巻 大正哲学史研究』、284 頁）。

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）

5 宗教の哲学

第四章

西田・田辺の弟子たち

1 禅の伝統―久松真一・西谷啓治
2 現象学・歴史哲学・社会存在論―山内得立・高坂正顕・務台
理作

3 構想力の論理―三木清
4 マルクス主義への接近―戸坂潤・梯明秀
5 多様な分野への展開―木村素衛・高山岩男・土田杏村・下村
寅太郎

第五章

京都学派

1 京都学派とは
2 近代の超克
藤田は明治期における井上哲次郎らの現象即実在論から西田哲学への連続
性を一面においては認めるものの、井上哲次郎・西田幾多郎・三木清に画期
を見いだす「日本型観念論」の枠組みは採用していない。むしろ大正期・昭
和前期の哲学については、主に「京都学派とその周辺」と整理している。そ
の点で、本稿の第 2 節末尾で示したように、明治期の現象即実在論に注目す
る舩山の研究と、上田閑照以来の京都学派研究を接続させたハイブリッド型
の哲学史を描いているといえる。
しかし、これに加えてもう一つ特徴的な点がある。それは、「京都学派」
をいかなるものとして捉えるのかという問いに関わる。この問いについて、
「京都学派」として括られる哲学者たちの思考に共通の特徴を見いだそうと
するジョン・マラルドの理解に対して 、藤田は「知的ネットワークとして
21

の京都学派」という竹田篤司の定義を提示している。その定義にしたがえば、
京都学派は、西田・田辺を中心に、共通の問題をめぐる議論を通じて思想形
成をしていった思想家たちの集団と捉えられることになる。
ただし、藤田はここに三つの修正を加えている 。第一に、竹田が西田や
22

田辺との直接的な師弟関係を念頭に置いていたのに対して、藤田は波多野精
21 他方、藤田はこの定義には思想内容を考慮していないという問題点があることを
指摘した上で、マラルドの言うように、京都学派の哲学を「無の哲学」と捉える
ことにも一定の意義があることを認めている（『日本哲学史』、341–342 頁）。

22 Cf.『日本哲学史』、340–341 頁。
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一、九鬼周造、和辻哲郎ら、そうした師弟関係から外れる思想家たちも含め
ることを提案している。第二に、竹田の定義において、戸坂潤や梯明秀ら、
西田に批判的であった唯物論哲学者たちが含まれていないのに対して、藤田
は彼らも西田との対決を経て思想形成をしたという点で、知的ネットワーク
としての京都学派の中で捉えるべきであると主張している 。第三に、竹田
23

は西田・田辺とその直接の弟子たちの世代だけを京都学派として捉えるのに
対して、藤田は西田・田辺の強い影響を受けたその次の世代も京都学派とし
て捉える可能性を提起している。
こうした「知的ネットワークとしての京都学派」という捉え方は、西田・
田辺を中心とした知的交流の全体像を解明することを目指している。この解
明作業は、西田哲学とマルクス主義との関係

24

など、比較的これまで注目さ

れてこなかった隠れた水脈を近代日本哲学史の中に位置づけることに寄与す
るはずである。
（3）ジェームズ・ハイジックらの場合

ハイジックらが編集した日本哲学の英訳資料集 Japanese Philosophy: A

Sourcebook25 では、古代から現代までの日本の哲学者・思想家たちを取り上げ、
その紹介と著作からの抜粋英訳を載せている。
明治期以降の哲学を扱った
「近
代アカデミア哲学」の章では、次のような整理の下で、哲学者・思想家たち
が紹介されている。
始まり・定義づけ・論争
西周／福沢諭吉／中江兆民／井上哲次郎／井上円了／大西祝
京都学派
西田幾多郎／田辺元／務台理作／三木清／高坂正顕／西谷啓治／下村
寅太郎／高山岩男／武内義範／阿部正雄／辻村公一／上田閑照／長谷
23 この点は、観念論と唯物論の対比を鮮明に描き出そうとする舩山の哲学史観と真
正面からぶつかることになる。

24 西田哲学とマルクス主義とのある種の近さについては、すでに三枝が『近代日本
哲学史』の中で指摘している（Cf.『三枝博音著作集 第三巻』、234–236 頁）。この
論点については、舩山の流れをくむ服部健二の研究に受け継がれている。

25 James W. Heisig, Thomas P. Kasulis, and John C. Maraldo eds., Japanese Philosophy:
A Sourcebook, University of Hawaii Press, 2011.

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
正當／大橋良介

20 世紀の哲学

波多野精一／阿部次郎／高橋里美／九鬼周造／和辻哲郎／三宅剛一／
戸坂潤／市川白弦／今西錦司／舩山信一／滝沢克己／家永三郎／井筒
俊彦／丸山真男／源了圓／大森荘蔵／湯浅泰雄／中村雄二郎／木村敏
／廣松渉／坂部恵／藤田正勝

ハイジックらは「近代アカデミア哲学」を三つの区分に分けている。この
うち、
「始まり・定義づけ・論争」と「京都学派」については、井上哲次郎
の現象即実在論から西田哲学への連続性に言及する一方で、
大正期以降に
「京
都学派」という項目を立てるという点で、藤田正勝の場合と同様に、ハイブ
リッド型の哲学史を描いているといえる。
ところが、これに加えて「20 世紀の哲学」という区分が立てられている。

ここに同書の特徴がある。こうした整理をする意図について、ハイジックら
は「20 世紀の哲学」という区分の「概要（Overview）」で、「日本の学者た

ちは、自分たち自身のインテレクチュアル・ヒストリーを描く際、日本史一
般と同じ区分に従う傾向がある」
（p. 801）と述べた上で、
そうした傾向が（1）
元号による時代区分、
（2）日本の近代化による時代区分、（3）戦前・戦中・

戦後による時代区分を無批判的に哲学史の中に持ち込んでしまうと、その問
題性を指摘している。
こうした問題に対して、同書では従来の歴史カテゴリーを廃した上で、京

都学派から外れる大正期・昭和期の哲学者・思想家たちをひとまとまりの「20

世紀の哲学」として扱っている。また、それぞれの区分の中においても、哲
学者・思想家たちを生年順に並べることで、先入見を与えるような分類を排
除している。
近代日本哲学の始まりが 19 世紀後半であることを考えれば、これは一見

するときわめて大雑把な分類であるかのように思えるが、かえって「20 世

紀の哲学」と括ることによって、欧米における「20 世紀の哲学」との連関

を見えやすくする効果がある。従来の近代日本哲学史研究が、西田哲学研究
から進展したという事情から、どうしても戦後における京都学派の公職追放
という出来事に重きを置かざるをえなかったことを考えれば、戦前から戦後
を連続的に扱おうとするこうした発想は盲点だったといえる。
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以上見てきたように、これら三者の捉え方はまさに三者三様で、それぞれ
に異なる利点を有している。われわれは三者の性格を踏まえた上で、多様な
視点から近代日本哲学史を見ていく必要があるだろう。

4. 今後の課題
最後に、
前節で見た三つの哲学史においてもなお捉えきれない視点として、
（A）横断的視点、
（B）多分野的視点、
（C）東アジア的視点の三つが残され
ていることを、具体的な事例を提示しながら指摘しておきたい。

（A）横断的視点

20 世紀前半のヨーロッパにおけるヘーゲル復興運動 26 を受けて、日本でも
1920 年代後半からヘーゲルの読み直しが活発化した 27。その顕著な現れが、
ヘーゲル没後 100 周年を記念して編集された論集
『ヘーゲルとヘーゲル主義』
28
（国際ヘーゲル連盟日本支部編、岩波書店、1931 年） の刊行である。その後
も、田辺元『ヘーゲル哲学と弁証法』（岩波書店、1932 年）
、務台理作『ヘー
ゲル研究』
（弘文堂書房、1935 年）、高山岩男『ヘーゲル（西哲叢書）』（弘
26 「新ヘーゲル主義」とも呼ばれるこの運動は、ディルタイの著作『ヘーゲルの青年
』
（1905 年）やヴィンデルバントの講演「ヘー
時代（Die Jugendgeschichte Hegels）
ゲル主義の復興」
（1910 年）を端緒とし、20 世紀前半においてドイツ国内だけで

なく、イギリス・フランス・イタリアにも広まった。日本においては、第一次世
界大戦後にドイツに留学した人々を通して本格的に知られるようになる。

27 『哲学雑誌』においては、「ヘーゲル」という人名がタイトルに入った論文は、
1909 年に発表された元良勇次郎「ヘーゲルの存在論に就て」を境に一時的に見ら
れなくなる（ただし、雑録には 1912 年に宮本和吉による「ヘーゲリアニスムスの
復興（ウィンデルバンド）」という報告が見られる）。だが、1929 年に発表された
金子武蔵「ヘーゲルの弁証法に関する一考察」を皮切りに、タイトルに「ヘーゲル」
を冠した論文が続々と掲載されるようになる。また、1931 年には、第 46 巻第 538

号でヘーゲル特集を組んでいる。ここには、桑木厳翼「ヘーゲルの背後に在るもの」、
紀平正美「日本精神とヘーゲルの弁証法」、田辺元「ヘーゲル判断論の理解」が載っ
ている。

28 後述の西田の論文のほか、田辺元「ヘーゲルに於ける理性的と現実的との一致」、
三木清「弁証法の存在論的解明」
、大西克礼「ヘーゲルの美学と浪漫主義」、高橋
里美「ヘーゲル主義と新カント主義」等が収録されている。

近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
文堂書房、1936 年）の刊行が続いた。また、西田幾多郎も、論文「私の立

場から見たヘーゲルの弁証法」
（1931 年） を通して、
ヘーゲル弁証法と対決
29

する中で、
自らの立場である絶対矛盾的自己同一を構想していくことになる。
しかし、これと同時期に、のちに日本主義の理論的支柱となる紀平正美
もまた、こうした動きとは独立に、ヘーゲル弁証法との対決を試みている。

1920 年代後半から 1940 年代前半にかけて、紀平は（a）「なる」（＝生成）
の論理を精緻化することで、ヘーゲル弁証法を完成させると同時に、
（b）『古

事記』を出発点にしながら歴史の弁証法を通じて「皇国史観」を樹立する、
という二つのプロジェクトを構想していた 。
30

現在の近代日本哲学史の枠組みにおいては、西田や田辺らの思索は「京都
学派」
、紀平の思索は「日本主義」という括りの下で別々に捉えられるが、
その一方でヘーゲル弁証法に不完全性を見いだし、東洋思想の発想を手がか
りに、ヘーゲル弁証法を完成させることを目指したという点は、西田にも紀
平にも共通している。こうした大きな傾向を捉えるには、従来の枠組みを超
えて分析する必要がある。
（B）多分野的視点

大正・昭和前期は、日本思想史や上代日本文学の研究が比較的に進展した

時期でもある。その代表例としては、津田左右吉『文学に現はれたる我が国
民思想の研究』全 4 巻（洛陽堂、1919–21 年）
、
『古事記及び日本書紀の新研
究』（洛陽堂、1919 年）、
『神代史の研究』
（岩波書店、1924 年）
、久松潜一『萬

葉集の新研究』
（至文堂、1925 年）、
『上代日本文学の研究』
（至文堂、
1928 年）、
つねつぐ

村岡典嗣『本居宣長』（岩波書店、1928 年） が挙げられる。
31

また、これと並行して、日本思想史関連の校訂テクストも続々と刊行され

29 初出は『ヘーゲルとヘーゲル主義』（国際ヘーゲル連盟日本支部編、岩波書店、
1931 年）。のちに『続思索と体験』（岩波書店、1937 年）に収められた。
30 このプロジェクトの集大成といえるのが、
『なるほどの哲学』
（国民精神文化研究所、
1941 年）、『なるほどの論理学』（国民精神文化研究所、1942 年）、『皇国史観』（皇
国青年教育協会、1943 年）の三著である。
31 同書はすでに 1911 年に警醒社から刊行されていたものの増訂版である。警醒社版
は刊行当時あまり注目されなかったため、本格的に同書が読まれるようになるの
は、この岩波書店版の刊行からである。
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る。とりわけ日本主義と結びつきやすい
『本居宣長全集』 や
『葉隠』 は、
大正・
32

33

昭和前期において複数の校訂版が刊行されている。さらに、1924（大正 13）

年から 1934（昭和 9）年にかけては、膨大な数の漢訳仏典を収集・校合した『大
しんしゅう

正新 脩大蔵経』全 88 巻（大正一切経刊行会編）が刊行され、その後の仏教

学研究の基盤となった 。
34

このような研究動向の進展や出版状況の変化を背景に、井上哲次郎、紀平
正美、和辻哲郎をはじめ、西洋哲学を背景とした思想家たちが、積極的に日
本思想史や上代日本文学について論じ、かつそこで得た着想を自らの思索に
生かそうとしている。こうした思索を分析するには、歴史学や文学を含めた
多分野からの視点を導入しなければならない。
（C）東アジア的視点

大正・昭和前期の日本は、朝鮮半島、中国東北部（満州）
、台湾への進出

に伴い、1924（大正 13）年に京城帝国大学、1928（昭和 3）年に台北帝国

大学を設立した。哲学関連の教員としては、京城帝国大学法文学部には、安
なお てる

倍能成（哲学哲学史）、宮本和吉（哲学哲学史）、上野直昭（美学美術史）、
ひろし

速水滉（心理学）ら、台北帝国大学文政学部には、務台理作（哲学哲学史）
、
32 『本居宣長全集』については、明治期から昭和前期にかけて、以下の校訂版が刊行
された。佐々木信綱編『本居宣長翁全集』（博文館、1898 年）、本居豊穎校訂『本
居宣長全集』全 6 巻（吉川半七、1901–03 年）、本居清造編・本居豊穎校訂『増補
本居宣長全集』全 10 巻（吉川弘文館、1926–27）、村岡典嗣編『本居宣長全集』第
1–3 冊・第 25–26 冊のみ（岩波書店、1942–44 年）。
33 『葉隠』については、明治期から昭和前期にかけて、主に以下の校訂版が刊行され
た。中村郁一編『葉隠』（丁酉社、1906 年）、大木陽堂編『鍋島論語 葉隱全書』（教
材社、1936 年）、山村魏校訂『葉隠』全 3 巻（三教書院、1937 年）、栗原荒野編『校
註葉隠』
（内外書房、1940 年）、和辻哲郎・古川哲史校訂『葉隱』全 3 巻（岩波文庫、
1940–41 年）、大木陽堂訳『現代語訳葉隠全集』（教材社、1940 年）。
34 仏教学者の下田正弘らのプロジェクトチームにより、近年『大正新脩大蔵経』第 1
巻～第 85 巻の電子テクストが作成され、
「SAT 大正新脩大藏經テキストデータベー
ス」
（https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/）において公開されている。同データベー
ス構築の経緯については、下記を参照。下田正弘・永﨑研宣編『デジタル学術空

間の作り方―仏教学から提起する次世代人文学のモデル』（文学通信、2019 年）。

な お、 同 書 は「 文 学 通 信 リ ポ ジ ト リ 」（https://repository.bungaku-report.com/）

で全文オンライン公開もされている。
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近代日本哲学史の描き方（笠松和也）
だん の

淡野安太郎（哲学哲学史）らがそれぞれ赴任している。両大学とも日本人学
生が半数以上を占めたものの、それでもなお現地出身の学生たちにおいて重
要な知的交流が起こっていた。
その例として、藤田正勝は『日本哲学史』の中の「務台理作」を扱った節で、
二人の人物を挙げている。一人は、京城帝国大学において安倍能成や宮本和
パ ク チョン ホ ン

吉らの下で哲学を学んだ朴 鐘 鴻（1903–1976）であり、もう一人は、東京

帝国大学で学んだ後に帰国し、台北帝国大学において務台理作の下で文政学
こうようくん

部哲学科の助手を務めた洪耀勲（1902–1986）である。こうした事例は最近
注目され始めたばかりであるため、今後全面的に発掘する必要がある 。
35

これら三つの視点を踏まえて近代日本哲学史を捉えるにあたっては、いず
れにせよ当時の知的ネットワークの全体像を解明することが必須となる。そ
のためには、個々の哲学者・思想家の著作だけでなく、彼らの知的交流から
生まれた論文集や雑誌等の包括的な調査が必要とされる。われわれが進めて
いる『哲学雑誌』の分析もそれに寄与するはずである 。
36

35 これについては、藤田も参照している高坂史朗『東アジアの思想対話』
（ぺりかん社、
2014 年）が、探究の出発点になる。
36 東京大学人文社会系研究科・文学部哲学研究室では、2017 年頃から『哲学雑誌』
のバックナンバーを調査するプロジェクトを進めている。その成果の一部は、哲

学研究室のウェブサイト（http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/seika.html）で公

開されている。

〈研究ノート〉

近世ヨーロッパにおける学問の公共性
その一事例としてのメルセンヌ・アカデミーと彼の思想
筒井一穂

17 世紀は、諸学問における周知の通りの目覚ましい革新が、いくつかの

天才的精神によって推し進められた時代である。ガリレイ、ホッブズ、デカ

ルト、スピノザ、パスカル、ライプニッツ、ロック…。近現代的な学問観が、
彼らの諸々の学説によって、あるいはそれへの批判を通じて構築されたもの
であることは、もはや言うまでもないことである。
だが、彼ら 17 世紀の哲学者たちは、天才と呼ぶにふさわしい知の巨人と

して称賛されると同時に、知の占有者として批判されることもしばしばであ
る。形而上学、自然学、数学などの諸学に通暁し、学問の体系全体を一人で
見渡してしまうような哲学者。いわゆる「知識の個人主義」の典型である（大
沢 1996, 15）
。またそのような個人がいやしくも知を所有するためには、い

かなる知識も形而上学的な基礎づけを俟たねばならず、そうした基礎づけが
彼の心の内部でなされていなくてはならない。認識論の用語で言えば「内在

主義的基礎づけ主義」の立場である。17 世紀の哲学がこうした知の個人主
義のもとに理解されるならば、当然のこととその難点もそこに由来すること
になる。研究の専門家、分業化、そして相互協力が常識となった今日にあっ
ては、個人主義を主導した近世哲学は宿痾となるからである。
こうした批判的見解に反して、むしろ 17 世紀哲学における知の公共性が

強調される必要がある。たしかに認識論的には、内在主義的基礎づけ主義と
いうべき傾向がひろく看取されるのだが、それでも、彼らにとって学問知識
は個人的に占有されるべきものではなかった。有望な新人の紹介から問題含
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みの新刊の回し読み、研究成果の報告・批判的検討に至る様々な集団的活動
が、むしろ彼らの研究活動の支えとなっていたのである。
こうしたいくつもの知識人共同体は、いまやその痕跡を発見することが困
難となった無数の連絡を通じて構築された複雑なネットワークのもとに成り
立っていた。このネットワークは主として書簡によって結ばれた（この時代
の書簡は、友人間での回し読みが常となっていたので、公的なそれなりの気
配りのもとで書かれた）。彼らが実際に膝を突き合わせて対話に臨んだのは、
友人同士の邸宅や修道院の片隅などいずれにしても主として私的な場で開か
れた講演会や研究会であり、これが特定の分野に関して、一定のメンバーに
よって、定期的に開催されるようになるとアカデミーと呼ばれる。当時大学
のような公的学問機関は「スコラ学派の牙城」であったために、学者が自由
に研究に勤しんだのは大学よりもむしろアカデミーにおいてであった。その
他、検閲を逃れるために地下写本が流通し、人目を忍ぶ会合のためにキャ
バレーが利用されるなど、映画さながらの交流もあったと言われる（赤木

2003, 12）。

要するに、17 世紀の哲学者たちは、決して個々人の書斎に閉じこもって

いたのではなく、むしろかなり多様な仕方で知識人社会を形成していたので

ある。ところでこの知識人社会には、人々をまとめる幹事として働いたり、
有望な若手をスカウトしたりするような中心的人物がいた。本稿で取り上げ
るマラン・メルセンヌは、まぎれもなくそのような中心人物の一人である。
むろん、メルセンヌは学者と学者の仲介人を務めただけではなく、彼自身ひ
とりの優れた学者であったが、それでもやはり、彼の交友関係が 17 世紀の
哲学にもたらした影響は後述のように小さからぬものである。彼の創始した

「メルセンヌ・アカデミー」もしくは「アカデミア・パリシエンシス」は、
仏科学アカデミー（1666）やイギリス王立学会（1660）の先駆けとなった。
本稿の目的は、メルセンヌ研究のサーヴェイである。とはいえ、文献の網

羅的な陳列ではなく、むしろ、近世における学問の公共性というテーマに即
し、それに対するメルセンヌの貢献を窺い知ることができるように先行研究
を配置し整理することを目指す。この目的のために、次の三つの段階を踏も
う。
（1）メルセンヌの生涯と著作を簡単に整理する。
（2）メルセンヌ・ア
カデミーの活動をまとめる。（3）メルセンヌの哲学的立場に関する主要研究

をレビューする。

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）

1. メルセンヌの生涯と著作
メルセンヌの生涯に関しては、同時代人 De Coste (1649) の伝記が一次資

料である。標準的な二次資料は、メルセンヌの思想についての記念碑的な

研究書である Lenoble (1971) の第一章、および『メルセンヌ全書簡集』第

一巻冒頭に収められた編者 De Waard による伝記、この二書である（川田

1995, 280-281）。こうした浩瀚な伝記に対して、より気軽に頼りにすること
ができるのは、Hamou (2018) の第一節だろう。
ここでは以上の研究から、メルセンヌの著作・書簡と、主な出来事を年表

の形にまとめてみよう（以下の図を参照）。生涯における主な出来事に関し
ては、上記の伝記的研究を参考に、主なもののみを記載した。著作一覧は

Hamou（2018）に依拠した。書簡は、
『全書簡集』
最終巻の付録を参照した
（CM
XVII, 127-161）。この年表から見て取れるのは、第一に、メルセンヌが多く
の文通相手を持っていたということである。メルセンヌの書簡集は、全 17

巻にものぼる。表に記したのは直接の文通相手の一部であるが、間接的に書
簡を閲覧していた相手を含めればもっと多いはずである。後に紹介するアカ
デミー活動は、まさにこうした交友関係を土台としている。
第二に、メルセンヌがほとんどパリから地理的な移動をしていないことで
ある。何度かの旅行を除けば、彼はパリを拠点としてここに留まった。もっ
とも当代の学問活動の中心はパリにあったから、外に出向く必要も少なかっ
たと言えるが、その反面、メルセンヌが各地の友と連絡する際に、書簡が占
めていた役割の重要性を伺うこともできる。
第三に、メルセンヌが比較的多くの著作を世に送り出しているということ
である。なかには 1000 頁を超える大著もある。このことは、メルセンヌが
著述家としても勢力的に活動していたことを示す。

第四に、メルセンヌの著作には『普遍的調和論』をはじめとする音楽論が
含まれる。彼は数学や自然学にも通暁したが、音楽を特に好み、自らの専門
として研究した（川田 1998, 117）
。

第五に、ガリレイやデカルト、ホッブズといった、間違いなく優秀である

が必ずしも世間に受け入れられなかった哲学者たちを積極的にサポートして
いるということである。ガリレイについてはフランスでその思想を広めるた
めに訳本を作成し、個人的に交流を図ってもいる（CM IX, 125-6. 結局メル

センヌからの手紙はガリレイに無視されたので、交流は実現しなかった）
。
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デカルトに対しては、各地の知識人たちの仕事を逐次報告し、
また主著
『省察』
に対する「反論と答弁」のいくつかをかき集めた。ホッブズは、フランスに
亡命した際にメルセンヌの庇護を受け、見聞を広めた。なお、以下は年表に
は記載しなかったが、ガッサンディの弟子でその全集の刊行者として知られ
るソルビエール（Samuel Sorbière, 1615-1670）による『市民論 De Cive』の

仏訳の出版にも助力した（Hamou 2018）
。また、
イングランドの理神論者ハー

バート（Herbert of Cherbury, 1583-1648）の『真理論 De Veritate』の仏訳

を手掛けたとも言われる（Lenoble 1943, 561-2. 現在は散逸）
。これらのこと
から、メルセンヌのいわば裏方的な貢献を窺うのは難しくない。
出来事
（主語メルセンヌは省略）
1588 仏オワゼに生まれる
西暦

著作物

書簡
（現存するものに限る）

ホッブズ生まれる

1596 デカルト生まれる
1604 ラ・フレーシュ学院入
学

1606 デ カ ル ト、 ラ・ フ レ ー
1607
1611
1616
1623

1624

1625

1626
1627

シュ学院入学
フェルマー生まれる
ミニム会修道士となる
ペレスクのなかだちに
より、パリの知識人と
交流を始める
ブレーズ・パスカル生『 理 性 の 使 用 法 L’Usage de la
raison』
まれる
『創世記問題集 Quaestiones celeberrimae in Genesim』
『霊的生の分析 L’Analyse de la
vie spirituelle』散逸

『 当 代 の 理 神 論 者、 無 神 論 者、
リベルタンの不敬虔について

L’Impiété des déistes, athées et
libertins de ce temps』

『諸学の真理：懐疑主義者ある
い は ピ ュ ロ ン 主 義 者 論 駁 La

Vérité des sciences contre les
septiques ou Pyrrhoniens』
『数学摘要 Synopsis mathema- デカルトからの最初の
tica』
書簡
『普遍的調和論 Traité de l’harmonie universelle』

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）

1628 教皇特使バニ枢機卿邸で

の会合に、デカルトやベ
リュール枢機卿らととも
に参加
1629 この頃から、ガリレオや
ペレスクからの最初の
プロテスタント等に対し
書簡。
て緩和的な態度をとりは
じめる
1630 オランダ旅行
『重さをもつ物体の運動と衝突に ガッサンディからの最
つ い て Traité des mouvemens 初の書簡

1633 このころから、パリの学

et de la chute des corps pesans』

者たちの自宅で毎木曜日
に 研 究・ 交 流 会 を 開 く。
メルセンヌ・アカデミー
の前史
1634
『未聞の問題あるいは知識人の
再 生 Questions Inouyes ou recreation des sçavans』

『調和の問題 Questions harmoniques』
・
『神学、自然学、道徳学、
数 学 の 問 題 Questions théolo-

giques, physiques, morales et
mathématiques』
『普遍的調和論の序 Les Préludes
de l’harmonie universelle 』・
『ガリレイの機械論 Les Méchaniques de Galilée』

1635 このころ、メルセンヌ・
1636

アカデミー発足

1637
1638
1639
1640 ホッブズ、パリへ亡命

1641
1643

『普遍的調和 Harmonie universelle』vol. 1
『普遍的調和』vol. 2.
フェルマーからの最初
の書簡
リヴェからの最初の書
簡
『 ガ リ レ イ の 新 た な 思 想 Les
Nouvelles Pensées de Galilée』
父ホイヘンスからの最
初の書簡
ヴォエティウスからの
最初の書簡

ホッブズからの最初
の書簡
ソルビエールからの
最初の書簡
グロティウスからの
最初の書簡
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『普遍的幾何学の摘要 Univer- トリチェリからの最
sae geometriae synopsis』 初の書簡

『自然学および数学に関する思
索 Cogitata physico mathematica』
『自然学・数学に関する新た ティボーからの最初
な観察 Novarum observatio- の書簡

num physico-mathematicarum』

『新たに解明された光学および
反 射 光 学 L’Optique et la ca-

toptrique nouvellement mise
en lumière』

2. メルセンヌ・アカデミーの活動
メルセンヌ・アカデミーの活動をまとめた研究としてまず参照するべきは、
川田の二つの論文（川田 1996, 1998）である。いまでは入手しにくいという

難点こそあるものの、邦語で読むことのできる数少ない研究の一つであると

同時に、質的に見ても、20 世紀後半のメルセンヌ研究の進展を踏まえた充

実したものである。川田は、メルセンヌが当初抱いていた「アカデミー思想」
は音楽人文主義の影響を受け、音楽を通じ政治・宗教に貢献し、各人の人格
を陶冶し、さらには百科全書的関心を満足させるといった目標を掲げていた
のに対し ( 川田 1996, 293)、後に彼が実際に主宰したアカデミーは、いっそ

う数学的で学術的な関心のもとに動いていたとして、彼の「初期アカデミー
思想」と実際のアカデミーのありようとの間の隔たりを明らかにした（川田

1998, 16）。

ここでは川田の二本の論文（1996, 1998）を主軸に、必要に応じて他の研

究を参照しつつ、メルセンヌ・アカデミーの成り立ちを概観しよう。
（1）ま

ずは川田（1996）に倣い、アカデミー開設にむけたメルセンヌの動機を確

認する。（2）次に、川田（1998）を参照軸としながら、実際にアカデミー
が形をなしていく経緯をまとめる。

（1）メルセンヌが最初にアカデミー創設の志を語ったのは、『創世記問題

集』
においてだった。その有名な箇所で、
メルセンヌは次のように述べている。

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）

どうかあのアカデミーがわれわれのこの世において根を下ろし、花を咲
かせ実を実らせますように。そして、このアカデミーが決して神への賛
辞を中断することなく、音楽家を薫陶しますように。そしてそれらの音
楽家の各々が、ありとあらゆる楽器を鳴り響かせますように。
［…］願わくば音楽家たちのかのアカデミーが創立されますように。そ
してそれが昼となく夜となく、絶え間ない讃歌、頌歌、詩篇によって神
を讃え続けますように。さらに、そのアカデミーにおいて、若者が音階
に関する学問を伝授され、その結果、教会や大聖堂その他の最も熟練し
た歌い手がそこから選ばれて、フランス全土、いや世界が、より偉大な
る神の栄光のため、またすべての人々の心を聖なる愛をもって燃え上が
らせるべく、響きわたらせますように。
この上なく善にして偉大なる神よ、どうか次のようになしたまいますよ
うに。フランスではフランス人が、他国民は彼らの王国や支配下の国々
でこの仕事に着手するように。その結果、すべての人々の口から神へ
の賛辞を大声で鳴り響かせますように。そして栄光に満ちた天界のす
ばらしい音楽を武力の代わりに模倣させますように。（Mersenne 1623,

1687.）

この箇所からわかるのは次のことである。第一に、アカデミーが世界中に
おいて創設されることがメルセンヌの希望である。この希望は『創世記問題
集』の続く箇所で何度か繰り返される（ただし、この時点でメルセンヌ自身
がアカデミーを創設しようとしていると断定することはできない）
。
第二に、そのアカデミーは、音楽家のアカデミーであり、音楽を専門的に
学び・演奏するような場である。とはいえ、今日のわれわれの思う音楽学校
とは、その基本的な学習対象（音楽理論と演奏技術）は同様であるにしても、
理念において大いに異なったものである。というのも、メルセンヌの音楽論
は、いわゆる「音楽人文主義 musical humanism」の流れに置かれるからで

ある。「音楽人文主義」とは、川田（1996）によれば、音楽文化と社会情勢

との相関性を認めた上で、古代ギリシアのような理想的な社会を実現させる

ために音楽文化の復興を目指すような立場である。ただし、
「音楽人文主義」
の概念を提唱した Walker は、メルセンヌがそれまでの音楽人文主義者と違っ

て、単なる古代音楽の焼き直しを目指したのではなく、むしろ音楽の進歩を
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確信していたと指摘する（Walker 1978, 84-5）。いずれにしても引用の末尾

で明言されているように、理想的な音楽は、世に満ち満ちた争いへの一種の
治療として役立つと考えられていたのである。要するに、メルセンヌのアカ
デミーへの期待は、音楽教育を通じて当代の混乱した社会状況を改善するこ
とにあったと言える。
第三に、こうした教育は若者たちに施されるべきものとされる。若者の教
育、すなわち音楽を通じたその人格の陶冶である。同書の別の箇所では、
「若
者の生き方をあらゆる醇風美俗へと陶冶していく」ことが目的として設定さ
れる。このように、アカデミーには研究の拠点としての役割よりもむしろ、
教育機関としての役割が期待されていたのである。
メルセンヌ自身が語るように、こうしたアカデミー観は、16 世紀に存在

した「バイフ（Jean-Antoine de Baïf, 1532-1589）のアカデミー」に多分に

影響されたものである。メルセンヌは、モーデュイ（Jacque Mauduit, 1557-

1627）づてにバイフのアカデミーを知り、これをまさしく当代へ甦らせるこ
とを望んだのである（川田 1996, 287）
。いずれにせよ注意を払わなくてはな
らないのは、この時点でメルセンヌが理想としたアカデミーは、現在われわ
れの思い描くアカデミーとは少なからぬ隔たりをもつという点である。今日
アカデミーと言えば、学術機関、もしくは研究活動の拠点としてのあり方に
重きを置くのが普通だろう。だが、メルセンヌが憧れたアカデミーは、必ず
しも学問的研究の機関ではなかった。むしろ、音楽を主とする文化的・教育
的活動の拠点としての役割が大きい。後述するように、彼自身が後に主宰し
たアカデミーは数学に特化したものであり、今日のわれわれのイメージに近
いのだが、そこに至るまでにメルセンヌは何らかの思想の転回を経ているの
である。
（2）すでに注意しておいたように、メルセンヌの上述のアカデミー思想は、

実際に現実となった彼のアカデミーとは主旨を異とする。では、その実際の
アカデミーとはどんなものだったか。それを物語るテクスト的証拠はいくつ

かあるが、まずは 1635 年ペレスク宛書簡でのメルセンヌその人の証言をみ
よう。

彼［ガッサンディ］がパリへいらしたら、この街ではじまったばかりの
アカデミーを見ることになるでしょう。それは世界で最も高貴なもので

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）
す。というのは、それはまったく数学的だからです。
（CM V, 28）
音楽を通じた人格陶冶や社会奉仕を旨とするような初期のアカデミーの理
想とは違い、実際に創設されたのは、数学を研究対象とする、あるいは数学
的厳密さに基づく、学者集団による研究会である。メルセンヌ自身の証言の
他にも、ブレーズ・パスカルの姉ジルベルトによって、このアカデミーが「毎
週パリで開かれていた」こと、各メンバーが「自分の仕事を持ち寄り、他人
の仕事を検討した」こと、「イタリアやドイツや、その他諸外国から送られ
てきた提題」を検討したこと、そしてちなみに、あのブレーズが年長者たち
に意見を求められるほど評価されていたことなどが伝えられている（Pascal

1908, 53）。また、王立科学アカデミーの書記を務めたフォントネル（Bernard
Le Bouyer de Fontenelle, 1657-1757）は、「パリに住んでいた人々がメルセ

ンヌの館で会合をしていた」こと、メルセンヌが「ヨーロッパの最も有能な
人々」の間の「情報交換の繋ぎ手」となったこと、
「ガッサンディ、
デカルト、
ホッブズ、ロベルヴァル、パスカル父子、ブロンデルほか数名」が、
「数学
のいくつかの問題を提題したり、ある事柄に関する実験をするよう求めたり」
していたことなどを伝えている（Fontenelle 1733, 3）
。いずれにせよ、メル
センヌ・アカデミーが数学と自然学の専門家集団として機能していたことは
確かなようである。
だが、メルセンヌ・アカデミーが発足した日付や組織の構成員や理念など
を示した記録は残っていない。先程のペレスク宛書簡から、1635 年ごろに

発足したとわかるだけである。このアカデミーの始まりはおそらく、メルセ
ンヌの私的な交友関係にある。メルセンヌは主にペレスクを通じてパリの知
識人社会に招き入れられたが（Hamou 2018; Brown 1934, 11）、いつからか

友人たちの自宅で不定期に勉強会・講演会が開かれるようになった。ある時
期から、メルセンヌの所属していたパリのミニモ会の修道院の一画を拠点と
するようになり、最終的には上述のように開催も或る程度定期的なものと
なったようである。各メンバーは平素は手紙を通じてざっくばらんに意見を
交わし、アカデミーでは何らかの特定の主題をめぐり発表し議論していた。
今日の学会発表さながらの雰囲気だったのではないか。こうして成立の経過
を眺めると、メルセンヌ・アカデミーとは言うものの、彼とその他のメン
バーの間に上下関係はないし、もっぱら彼が主力となってこの会を発足した
というわけでもない。たしかにホッブズやフォントネルは、パリの学者集団
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の或る意味での中心はメルセンヌだったと言ってはいるが、それは多分に交
友関係あるいは情報交換においてのことであり、必ずしも集団の指導的立場
にいたということを意味するものではないのかもしれない。Armogathe は、

この会が会則や書記官を用意せず、少なくともその初期においては定例の

日付や場所が定まっていなかった点や、政治的な中立性などを強調し、「ア
カデミー」という呼称が不適切ではないかとさえ提起している（Armogathe

1992, 136）。

さて、資料の僅少さゆえに実態のわかりにくいアカデミーであるが、頻繁

に参加していたメンバーの一部は、書簡などの資料を通じて明らかになって
いる。パスカル父子、ミドルジュ、ロベルヴァル、デザルグ、シャンボン
神父らである。彼らに遅れてガッサンディが加わる。ホッブズはおそらく、
フランス旅行中（1634-1636）にアカデミーに参加したか、もしくはそのメ

ンバーと会合をもった。デカルトは、各地を周遊したのちパリに帰った間

（1625-1628）
、メルセンヌやミドルジュと会合の機会を得たが、再びアカデ
ミーに参加したのは、メルセンヌ・デカルト双方にとっての晩年、1647 年

からである。その他、フェルマーやホイヘンスは、
メルセンヌとの文通はあっ
たものの、その地理的な事情のゆえにアカデミーには参加しなかったのでは
ないかと川田は指摘する（川田 1998, 21）。

なお、メルセンヌの死後には、ブレーズ・パスカル、ピコ（Abbé Picot,

1614-1668）、ペルール（Jacques Le Pailleur, ?-1654）等の主導によって会は
維持された。その後、モンモール（Henri Louis Habert de Montmor, 16001679）がこれを引き継ぎ、「モンモール・アカデミー」として知られるよう
になる（Brown 1934, 32）
。また先述のように、フォントネルは、後の王立

科学アカデミーにとっての間接的な先駆としてこのアカデミーに言及してい
る。

以上はメルセンヌ・アカデミーについてのあまりに大まかなまとめだが、
このアカデミーが数学・自然学的を中心とするアカデミックな傾向を強く有
しており、実際に当代随一の学者コミュニティとして機能していたことは、
ほぼ確かである。

3. メルセンヌの哲学と学問の公共性
上述の歴史的な諸活動とは一応別のものとして、メルセンヌの思想的・哲

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）
学的立場についての研究史を概観してみよう。とはいえ、欧州、とりわけ本
国フランスにおけるメルセンヌ研究の歴史は長い。そのため主要な研究のす
べてをまとめ上げることは困難なので、ここでは特に影響力の大きい三つの
古典的研究を挙げ、その他の重要な研究はこれに付随する形で示すことにし
たい。
（1）Lenoble の『メルセンヌと機械論の誕生』
（1943）、
（2）Popkin の『懐

疑主義の歴史』
（1960）
（3）Marion の『デカルトと白の神学』
、
（1981）である。
（1）Robert Lenoble の『メルセンヌと機械論の誕生』（1943）は、古典的

な研究でありながら、今日なおメルセンヌ研究に必携である。本書は、メル
センヌのバイオグラフィーから、神学、科学擁護論、弁神論、心理学、認識
論、機械論、数学、自然学、道徳、政治学等々に至るまで、まさに網羅的に
論じ尽くした大著であるため、簡潔に要約するのはきわめて困難である。こ
こでは最低限のこととして、表題にある通りメルセンヌの「機械論」につい
ての Lenoble の解釈を概括しよう。

Lenoble はメルセンヌが 1634 年を境に、アリストテレス的な世界観を捨
て、新科学的な機械論的世界観へと移行すると指摘する。その 1634 年、メ
ルセンヌは四つの書物を出版したが、これらを括って Lenoble はメルセンヌ
の「方法序説」と呼ぶ。つまり、これら一連の書物が、メルセンヌ哲学にお
ける方法論を決定づけたというのである。メルセンヌは、実在する自然につ
いての認識可能性には「悲観的」
（Hamou 2018）であった。すなわち、自
然の事象の「真の原因」について、われわれは十分に知り得ないというので
ある。このことから、われわれが自然における真の原理を得ることも叶わ
ず、自然学が数学的に厳密な論証や演繹的操作によって遂行されることは
できない。結果として、「自然学のうちには何も確実なことはない」と述べ
るに至る（Mersenne 1634-1, 69-71; Lenoble 1943, 347-8）。同じことは、力

能ある神が万物のありようを改変してしまうことの可能性からも導かれる

（Mersenne 1634-2, 9）。いずれにせよ、この時期のメルセンヌは、アリスト
テレス的な自然学の不確かさを名指しで批判するのである。さて、こうした

自然学に対する悲観は、メルセンヌの学問に新たな目的を与えることになる。
第一に、メルセンヌが目指すのは、事物の真なる原因に関する探究ではなく、
現象の原因の探究である。つまり、メルセンヌの機械論は、単に自然学から
目的論を排除するだけではなく、むしろ、われわれに現れる現象としての限
りでの事物に因果的な説明を与えることのみを目指す、現象主義的な機械
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論である（Lenoble 1943, 360）。第二に、こうした現象主義の導入に応じて、

学問知識の真理性に関しても新たな見解が加わる。実際、実在する事物につ
いてのいかなる確実な知も持ちえないならば、事物と認識における対応とい

う仕方で知識の真理性を保証することはもはやできない（真理の対応説）
。
代わりにメルセンヌが持ち出すのは、ある知識がわれわれにとって「使用で
きる」かどうか、すなわち「有用性」という基準である（Mersenne 1634-2,

64; Lenoble 1943, 355）。この点で、メルセンヌは「プラグマティズム」の先

駆として描かれる。第三に、自然の法則の偶然性に応じて、実験の必要性が
強調される。実験は、必ずしも真理を見出すものではないが、自然において
そもそも必然的な真理が成り立っていない以上は、場合によっては推論より
も信頼できる方法となる（Mersenne 1634-2, 153-4; Lenoble 1981, 357）。以

上三点から、メルセンヌの先駆的な近代性を強調するのが、Lenoble の研究
のポイントである。

Lenoble が提示したメルセンヌのプラグマティックな一面は Popkin に
よって、現象主義的な一面は Marion や Carraud によって、それぞれ敷衍

されてきた。もっとも、今日の研究にあっては、修正を要する点もある。

Garber は、メルセンヌが学問の近代化を推進したことを強調しつつも、そ
の哲学はその実反アリストテレス主義的ではないと主張する（Garber 2004,
158）。メルセンヌは偶然的な事物にのみ適用される「混合数学」としての
自然学というアリストテレス的な概念を多分に使用しているのである。その

革新的な点はむしろ、アリストテレスの自然学の定義を変化させないまま、
近代的な自然学を目指したことにある（Garber 2004, 141）
。すなわち、メ

ルセンヌが自然学を数学化するという点においてである。諸学を数学化しよ
うとするメルセンヌのプロジェクトについては、Carraud の研究に言及する
際に再び詳述する。

（2）Richard Popkin の『懐疑主義の歴史：エラスムスからデカルトまで』

（1960）
（なお、『サヴォナローラからベールまで』と副題を改めた増補版が

2003 年に刊行されている）は、文字通り近世の懐疑主義の歴史を、対抗宗

教改革を主な背景として、信仰と懐疑の関係を統一的な視座のもとで描き

出した記念碑的な研究である。Popkin のストーリーは概ね次の通りである。
モンテーニュによって近世哲学に蘇った懐疑主義は、古代懐疑主義にキリス
ト教的敬虔さを兼ねたものであった。つまり、現れを現れとしてのみ受け入

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）
れる態度は、とりわけ自然的事物についての知性的認識の拡大に対抗し、む
しろ一個の被造物としての人間の謙虚さに結びつく（Popkin 2003, 48-9）。

そして、既存の社会構造に対する懐疑主義的順応主義は、カトリックの積み
重ねてきた教義を改革するよりもむしろ受け入れることへとひとびとを促
す（Popkin 2003, 53）。こうして、護教論的に味付けされた敬虔な懐疑主義

が出来上がる（Popkin 2003, 51）。この敬虔な懐疑主義は、その弟子シャロ

ンを経由して後代に引き継がれ、最終的にはデカルトの形而上学的独断論に
よって反駁された（Popkin 2003, 143-157）。ところで、宗教的というより

もむしろ科学的な関心から、懐疑主義への反撃を開始したのがメルセンヌ
（と
ガッサンディ）である（Popkin 2003, 112-127）
。メルセンヌは、懐疑主義
の議論を逆用しながら学問の成立可能性を擁護する、「緩和されたもしくは

建設的な懐疑主義 Mitigated or Constructive Scepticism」の立場をとる。
『諸
学の真理』のメルセンヌは、事物の本性を認識することの不可能性を声高に

主張する懐疑主義者（ピュロン主義者）に対して、「哲学者」に次のように
抗弁させている。われわれの学問のために、そもそも事物の本性の認識は不
要である（Mersenne 1625, 150-1; Popkin 2003, 115-6）。われわれは、あく

までも学問知識を可能的なものとして受け入れれば良いのであって、何も実
在する事物の本当のありようを捉えるものとして捉える必要はない。そうし
た可能的な知識であっても有用なのだから、それで十分なのである（Popkin

2003, 114-5）。Popkin のこうした解釈は、Lenoble の指摘するメルセンヌの

プラグマティズムを、懐疑主義の文脈に置き直しつつ敷衍したものとして理
解できる。
ポプキンの研究は、今日の研究水準にあって、その細部においては修正を
要するものの、大きな筋書きとしては力を持ち続けている。特に、メルセン
ヌが懐疑主義に対してある種のプラグマティズムを提示したという興味深

い指摘は、近世・近代の哲学研究においてしばしば言及される（久米 2005,

112-3）。だが、先述の Lenoble の見解では、メルセンヌの思想は伝統的哲
学から機械論的新哲学への転回を経ているはずである。仮に Popkin の言う
ような先駆的な見解がメルセンヌにあったとしても、それが伝統的哲学にコ
ミットしていた時期の『諸学の真理』にも見られるというのは、Lenoble の

解釈と符号しない。さらに、Dear は、「建設的ないし緩和された懐疑主義」

がメルセンヌの対懐疑主義論法として認められることは否定しないが、これ
はキケロ以来の蓋然主義の後継であり、メルセンヌがラ・フレーシュ学院で
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受けたイエズス会的教育の所産として見られるべきだと主張している（Dear

1988, 27）。彼はメルセンヌの「非革命的性格」を強調するのである（Hamou
2018）。Popkin の研究は、今日このような後続の諸研究にとって叩き台的な

役割を担っているのだが、それでも、「緩和された懐疑主義」の発想そのも
のはメルセンヌ解釈から一掃されたわけでもなく、いまなお議論の余地を残
している。
（3）Jean-Luc Marion の『デカルトの白の神学』（1981）は、タイトルの

通りデカルトの研究書ではあるが、周辺の哲学史的事情をめぐる細緻な分析
を特徴としており、メルセンヌにも一節を割いて論じている。近世哲学研究
に大きな影響を与えた著作であるだけに、その後のメルセンヌ解釈の方向性
の一部を規定している。

Marion は、Popkin 同様、近世哲学を貫くひとつの大きな潮流の中にメル

センヌを位置付ける。その潮流とは、世界の究極的な原理としての神につい

ての、中世的な「アナロギア（類比）」の思想から近代的な「一義性」の思
想への転換である。ごく切り詰めて言えば、世界内的な諸々の存在者と神と
の存在論的な身分の差異を強調するのがアナロギアの思想であり、反対に、
両者に共通の身分を認めるのが一義性の思想である。アナロギアの思想にお
ける神は、われわれ人間には理解できない原理に基づき活動するので、その
神によって創造された世界はわれわれには解明し尽くすことのできないもの
となる。メルセンヌ、ケプラー、ガリレオといった近代を先駆する科学者た
ちに特徴的なのは、こうしたアナロギアの思想を棄て、神が（人間と共通の）
数学的な規則にしたがって活動すると主張することで、神の活動とその反映
としての世界とを解明可能なものとして捉えようとする傾向である。こう
して「数学者の神 le Dieu mathématicien」と呼ばれる神概念が練り上げら
れていくことになる。Marion の図式においては、メルセンヌはまさにこう

した一義性の哲学を推進した一人として描かれる（Marion 1981, 160-227）。
ただし、先述の Lenoble の研究もメルセンヌがアナロギアの思想をその自然
学において無用のものとして、単に道徳的・形而上学的な領域でのみ使用し
ていることを指摘しており（Lenoble 1943, 276）、Marion の図式はこれを哲

学史的に敷衍したものと言える。

Marion のメルセンヌ解釈の中核には、デカルトとの関係を明らかにしよ
うとする関心がある。デカルトは、1630 年 4 月から 5 月の三通の書簡（1630

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）
年 4 月 15 日、5 月 6 日、5 月 27 日）で、真理と神の関係をめぐる形而上学

的問題に関してメルセンヌと議論を交わした。そのやりとりを通じて露わに
なったのが、デカルトの「永遠真理創造説」と呼ばれる学説である。デカル
トは、「永遠的だとあなた［メルセンヌ］が言う数学的真理は、他の被造物
同様神によって創造された」（AT I, 145, 7-10）と主張する。要点のみを述

べれば、この説は、世界を創造した神に関してはその把握不可能性を強調す
ることでアナロギアの立場をとる一方で、真理を神の被造物とみなすことで
解明可能なものとする点では一義性の立場をとる。神と被造物間のアナロギ
アと、真理とその他の事物の間の一義性のハイブリッドである。メルセンヌ
がこの説に対して返答した書簡は残っていないが、デカルトからメルセンヌ
に応じた書簡の内容からすれば、おそらく何らかの反論ないし質問を投じた
のだろう。その点ではデカルトとメルセンヌを対照的な立場として扱うこと

ができる。こうした文脈のもとで、Marion はメルセンヌの一義性の哲学を、
主に『創世記問題集』を典拠としつつ明らかにしていく。掻い摘んで示せば、
次の二点が重要である。第一に、真理はいかなる原因にも依拠しないという
点で、神による被造物ではない。むしろ、神のいかなる決定にも先立って、
因果関係からは独立に、数学的・論理学的な規則によって規定されている
（Mersenne 1623, 332; 446; Marion 1981, 174）。第二に、だからといってこ
うした真理に対して神が服従するということにはならない。もとより、神と
メルセンヌが呼ぶのは、自ら自身を認識することによってあらゆる真理を洞
観するような、必然的で無限の存在者である。
そして神の自己認識は、
数学的・
論理的な規則を伴う。したがって、神が規則に服従するのではなく、むし
ろ神自身が数学的・論理的な存在なのである（Mersenne 1623, 402; Marion

1981, 175）。大雑把に言えばメルセンヌは、神を規則の下に置くのではなく、
規則の方を神と同等に高く評価するのである。この限りで、メルセンヌの神
はわれわれにとっても理解可能な規則性を伴うものとなり、いわゆる「数学
者の神」となる。
ところで Marion の解釈は、神と真理という形而上学的問題に傾注したも

のであるが、メルセンヌの哲学体系の内部に立ち入った考察ではない。後

に Carraud は、Marion の解釈に従いつつ、
『諸学の真理』
、
『創世記問題集』
、

『未聞の問題』など複数のテクストに基づき、メルセンヌの学問体系の内

部における神学・数学・自然学の一義性を明らかにした（Carraud 1994）。

Carraud によれば、メルセンヌは数学を学問の模範とみなし、自然学と神学
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とをそれぞれ数学化する。ここでの「数学化」の内実は、自然学や神学の方
法において数学的計算や数学的厳密性が求められるようになったことに尽き
ない。むしろ、自然学・神学の対象が数学の対象と同様の身分で考察される
ようになったというのが精確である。一方で神学においては、Marion の論

じる通り、神が数学者として解されるのに応じて、数学を研究することその
ものが神について語ることと同義となる（Carraud 1994, 153）
。他方で自然

学の数学化は、形而上学の数学化に相関的である。元来、自然学は実在する
物体についての学であり、その実在を保証するのが形而上学である。だが
『未
聞の問題』のメルセンヌは、形而上学が物体の実在を証明することができな
いと考え、いわゆる「実体の学」としての形而上学の構想を断念する（この
構想は『諸学の真理』までは確認できる）（Carraud 1994, 157）。こうして、
もとより事物の実在に関する探究が放棄され、
自然学は形而上学とともに
「可
能なもの」をめぐる学問として組み直される。以上のように、神学と自然
学は、ともに数学的な理論的身分、すなわち「可能な学問 science possible」

としての地位を与えられることになる。Carraud は、
後期のメルセンヌにとっ
ては学問はすべて可能なものをめぐる「表層的な superficiel」ものであると

して、こうしたメルセンヌの学問観をある種の現象主義として特徴付けてい
る（Carraud 1994, 158）
。数学を中核に置きメルセンヌの学問体系を解釈す

る視点は、川田（1998）や Gaber（2004）と軌を一にするものであり、今
日のメルセンヌ研究の標準的な見解と言えよう。

また、Mehl は、メルセンヌにおける「可能なもの」概念について、基本

的に Marion や Carraud の見解に添いつつも、そこにスコトゥス主義からの

影響を見出す（Marion はメルセンヌとスアレスの見解を同一視していた）

（Mehl 2013）
。メルセンヌが「可能な学問」というモデルを採用していたこ

とは Carraud が指摘していたが、彼は「可能なもの」についてのメルセン
ヌの思索を十分に掘り下げてはいなかった。Mehl は、
『創世記問題集』に

おける「可能なもの」論を取りあげ、メルセンヌがスコトゥス主義者ととも
に無矛盾性と形而上学的可能性を同一視し、同時に、因果的な可能性はもっ

ぱら神にとってのみ知られるものとみなしたと指摘する（Mehl 2013, 132）。

このような観点からも、形而上学が論理的な可能性に依拠する学問として

解されていることが確認できる。なお、この Mehl の指導下で、近年「メル

センヌの著作における音楽と数学と哲学」と題された博士論文が提出された
（Basilico 2017）。管見の限り未だ書籍化はされていない。細かく検討するこ

近世ヨーロッパにおける学問の公共性（筒井一穂）
とはできていないが、メルセンヌの音楽論を中心として哲学的問題を解釈す
ることを眼目とし、Lenoble、Popkin、Marion 等の研究を紙幅を割いて批

判的に吟味しているようである。

「一義性の哲学者」としての Marion 的なメルセンヌ評価は、今日なお検

討の対象となるものである。もっとも、Carraud が暗に示したように、
「一

義性」という括りはともすると「現象主義」の一語に回収できるのかもしれ
ない。だが、一義性の概念はメルセンヌ内在的な解釈のためよりも、彼を哲
学史の流れに位置付けるために優れた道具である。実際、Marion の解釈は

メルセンヌとデカルトの対照を描き出し、これを引き継いだ Carraud はラ
イプニッツへの展開を示唆し、Mehl はスコトゥス以来の系譜を明確にした

のである。

4. まとめ：メルセンヌと学問の公共性
以上われわれは、近世における学問の公共性という関心に導かれ、メルセ
ンヌ・アカデミーの活動とメルセンヌ自身の哲学的思索についての研究を概
観してきた。この前者と後者、すなわちメルセンヌの公的・対外的な活動と
彼固有の思索とは、当然ながら何らかの仕方で連動しているだろうが、それ
を詳かにするのは容易ではない。しかし、学問の公共性という観点から見れ
ば、この両者がともに重なり合う点を見つけ出すことはできる。
メルセンヌ・アカデミーは、研究者のネットワークを構築し、誰かが発見
した新たな知見は、情報開示の原則に従ってネットワーク構成員のもとに開
示された。平たく言えば、学問探究の営みそのものが公共的なものとなった
のである。知識のこの公共性が 17 世紀の学問を進展させたことは言うまで
もなかろう。

他方、メルセンヌ自身の哲学は、現象主義、実証主義（蓋然主義 ?）、緩

和された懐疑主義、一義性の哲学、可能性の学問といったキーワードに彩

られる。Popkin は、メルセンヌにおいて知識の「有用性」という基準が強

調され、基礎づけられた真理への固執から解放されたと指摘する。また、

Carraud が明らかにしたように諸学問は数学化し、一義的なものとなる。両

者の解釈から、研究の専門化と分業体制を成立させようとするメルセンヌの
試みが理解されるだろう（川田 1998, 116-7）。もとよりメルセンヌは「それ

ぞれの学者は、最も好まれるひとつの分野に没頭すべきだ」との考えをもっ
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ていた。もちろん、諸学の間に基礎づけ的な優劣ないし先後関係があると考
える場合には、数学者とて形而上学を修めないわけにはいかなくなり、専門
の研究にのみ没頭することはできなくなる。しかし、もし諸学が一義的な
ものとして同等の身分をもつならば、各分野を専門的に研究することに妨
げはない（数学者が形而上学者にどやされたりしなくなる）。こうした試み
を「学問の世俗化」というよく知られた枠組みに収めてしまうのはもったい
ないのではないか。むろん現代の科学におけるような、知識の所有主体を個
人ではなく集団とみなすような発想がメルセンヌにあったかどうかは定かで
はないのだが、それでも、共同研究を推進することは個人主義からの緩やか
な撤退を促すことになるだろう。少なくとも、ただ一人の手による構築物に
美しさを認め、数学者に神の存在を認めるよう求め、すべての学者に一生に
一度の形而上学的省察を要求したデカルトとは、大いに対照的な構想が、メ
ルセンヌにあったことはどうやら確かである（デカルトとの立場の相違は、

Buccolini 2019 に詳しい）。メルセンヌのこうした学問観を念頭に、近世に
おける知識の公共性についての考察を進める必要がある。
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〈研究ノート〉

新約聖書「ヨハネの第三の手紙」にみられる
裏返し構造
大喜多 紀明

1. はじめに
従来，裏返し構造は，異郷訪問譚にみとめられる構造的な特徴であると考
えられてきた のだが，近年，いくつかのアイヌ口承テキスト や聖書テキス
1

2

ト においては，異郷訪問譚とはいえないにもかかわらず裏返し構造がみと
3

められる事例がみいだされた．かかる特徴がみとめられる理由については，
アイヌ口承および聖書テキストが持つ特性に起因することによるという仮
説

45

が示されている．本稿の目的は，聖書テキストにおける，異郷訪問譚と

はいえないにもかかわらず裏返し構造がみいだされる事例を資料として提示
し，対称性仮説の蓋然性の検証に資するところにある．
聖書テキストを題材とした従前の研究では，①創世記冒頭のいくつかの物
語 ，
②マタイによる福音書冒頭のいくつかの物語 ，
③ヤコブの手紙全体 ，④
6

7

8

ピレモンへの手紙全体 ，
⑤ヨハネによる福音書の七つのしるし ，
⑥ヨハネの
9

第二の手紙全体

11

10

において，異郷訪問譚ではないにもかかわらず裏返し構造

がみとめられた ．本稿では，現在まで当該検証がおこなわれていない聖書
12

テキストであるヨハネの第三の手紙を題材として，前述の一連の先行研究と
同様の検証をおこなうことにする．
その際，まずは，当該テキストが異郷訪問譚といえるかの検討をおこなう．
そのうえで，当該テキストが裏返し構造といえるかの検討をおこなうことに
する．
なお，新約聖書には合計 27 の巻が収納されている．本稿でテキストとす
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るヨハネの第三の手紙は，新約聖書に収納された巻のなかの一つである．

2. テキスト
本稿では，口語訳聖書

13

に掲載されたヨハネの第三の手紙をテキストとす

る．以下は，ヨハネの第三の手紙の全文である．なお，引用文中の記号・ア
ルファベットは筆者によるものである．
―テキスト
〔A/〕長老のわたしから，真実に愛している親愛なるガイオへ．
〔/A〕
〔B/〕
愛する者よ．あなたのたましいがいつも恵まれていると同じく，あなた
がすべてのことに恵まれ，またすこやかであるようにと，わたしは祈っ
ている．〔/B〕
〔C/〕兄弟たちがきて，
あなたが真理に生きていることを，
あかししてくれたので，ひじょうに喜んでいる．事実，あなたは真理の
うちを歩いているのである．わたしの子供たちが真理のうちを歩いてい
ることを聞く以上に，大きい喜びはない．愛する者よ．あなたが，兄弟
たち，しかも旅先にある者につくしていることは，みな真実なわざであ
る．彼らは，諸教会で，あなたの愛についてあかしをした．それらの
人々を，神のみこころにかなうように送り出してくれたら，それは願わ
しいことである．〔/C〕
〔D/〕彼らは，
御名のために旅立った者であって，

異邦人からは何も受けていない．それだから，わたしたちは，真理のた

めの同労者となるように，こういう人々を助けねばならない．
〔/D〕
〔E/〕

わたしは少しばかり教会に書きおくっておいたが，みんなのかしらにな
りたがっているデオテレペスが，わたしたちを受けいれてくれない．だ
から，わたしがそちらへ行った時，彼のしわざを指摘しようと思う．彼
は口ぎたなくわたしたちをののしり，そればかりか，兄弟たちを受けい
れようともせず，受けいれようとする人たちを妨げて，教会から追い出

している．〔/E〕
〔F/〕愛する者よ．悪にならわないで，善にならいなさ
い．善を行う者は神から出た者であり，悪を行う者は神を見たことのな
い者である．デメテリオについては，あらゆる人も，また真理そのもの
も，証明している．わたしたちも証明している．そして，あなたが知っ
ているとおり，わたしたちの証明は真実である．〔/F〕〔G/〕あなたに

書きおくりたいことはたくさんあるが，墨と筆とで書くことはすまい．

新約聖書「ヨハネの第三の手紙」にみられる裏返し構造（大喜多紀明）
すぐにでもあなたに会って，直接はなし合いたいものである．
〔/G〕
〔H/〕

平安が，あなたにあるように．友人たちから，あなたによろしく．友人
たちひとりびとりに，よろしく．〔/H〕

3. 裏返し構造
1 節で示した先行論文では，以下に示す A と B の双方の特徴を有する構

造を「裏返し構造」と呼んだ．

A：物語の「前半」部分に配置された要素に対して，物語の「後半」に相当

する要素が，「前半」の「否定」・「対立」もしくは「対照」としての関
連性を持って出現する ．
14

B：物語の「後半」に配置された要素は，「前半」の対応する要素の配列順
序とは逆の順番で出現する ．
15

本稿においても，特徴 A と特徴 B の双方の特徴を有する構造を「裏返し構造」

と呼ぶことにする．

なお，上述した一連の先行論文では，裏返し構造に関する判別をおこなう
際に，テキスト全体をいくつかの断章に区分した．そのうえで，当該区分
どうしの関係性を分析し，これを特徴 A および特徴 B と照合した．その際，

区分に基づく図式を作成した．本稿における判別も，先行論文と同様におこ
なうことにする．

4. ヨハネの第三の手紙は異郷訪問譚といえるか
本節では，テキストが異郷訪問譚といえるか否かの検証をする．一般的に
は，異郷訪問譚とは，主人公が主人公にとっての異郷を訪問する形式の物語
のことをいう．勝俣は異郷訪問譚の特徴を次のように述べた ．
16

異郷訪問譚とは，現世の地上世界，神話であれば葦原中国から，それ以
外の異郷を訪れる話である．訪問者は神か人間であり，異郷へ行くため
には，特殊な手段・方法が必要とされる．また，多くの場合，選ばれた
少数者のみしか異郷を訪れることは出来ない．
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この記述に基づき，本稿では，以下の①〜④のすべての特徴にあてはまる場
合，これを異郷訪問譚と定義する．
①訪問者が訪問者にとっての異郷を訪問する形式の物語である ．
17

②訪問者は神か人間である ．
18

③訪問者は，特殊な方法・手段によって異郷を訪問する ．
19

④選ばれた少数者しか異郷を訪問できない ．
20

ここで，本稿では，特徴①〜特徴④のすべての特徴に合致する場合，これを
異郷訪問譚と呼ぶ．
テキストを上述の特徴①〜特徴④に照合した場合，以下のようになる．
◆特徴①について
テキストの主人公は，手紙を発信した「長老のわたし」である．だが，本
テキストはあくまでも，主人公が「ガイオ」に向けて差し出した手紙であ
り，実際に主人公が異郷を訪問した記事はテキストには描かれていない．し
たがって，主人公は異郷への訪問者ではないため，テキストは特徴①に合致
しない．
◆特徴②について
主人公は人間であるという点は合致するものの，そもそも主人公は異郷へ
の訪問者ではないので，テキストは特徴②に合致しない．
◆特徴③について
主人公はそもそも異郷への訪問者ではないため，当然に，特殊な方法・手
段による異郷への訪問もない．よって，特徴③には合致しない．
◆特徴④について
主人公は異郷に訪問しないので，異郷へと訪問できる選ばれた少数者では
ない．よって，テキストは特徴④に合致しない．
以上より，
テキストは，特徴①〜特徴④のすべてに合致していない．したがっ
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て，テキストは，異郷訪問譚とはいえない ．
21

5. 構造

テキストは，筆者が付した記号・アルファベットに区分された断章により
構成されている．本節では，まず，区分に基づいた筆者による図式を示す．

A. 挨拶

H. 挨拶

差出：わたし

差出：友人たち

宛先：ガイオ

宛先：ガイオたち

↓

↑

B. 愛情

G. 愛情

↓

↑

間接的

直接的

C. 真実性

F. 真実性

あなた

デメテリオ

↓

↑

D. 対応

E. 対応

受容

拒絶
→

続いて，かかる図式で示した区分の対応である A と H，B と G，C と F，

D と E の関係性について説明する．
◆AとH

A と H は，共に，「挨拶」がテーマである．A では，当該手紙が，差出人

である「わたし」が宛先人である「ガイオ」に書かれたことが述べられてい
る．対し，H では，差出人は「わたし」ではなく，
「わたし」以外の「わたし」
の「友人たち」からになっている．また，宛先人は，
「あなた」
（ガイオ）に

言及しているのだが，それ以外の「友人たちひとりびとり」にその範囲を拡
大させている．つまり，A では，「わたし」と「ガイオ」による私的な手紙

であることが示されているのだが，
H では，
「わたし」と「友人たち」から「あ

なた」と「友人たちひとりびとり」へと広く公開された手紙であることが示
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されている．このように，A と H に示された手紙の開示範囲は，私的と公

開という対照的なものである．
手紙の開示範囲
わたしとガイオ

A
H

わたし以外とガイオ以外に公開

◆BとG

B と G は，共に「愛情」をテーマとしている．B では，「わたし」がガイ

オに対して健やかであることを「祈っている」という，意思表示が書かれて
いる．ここで，祈りという行為は，健やかであることを願う相手に直接対面
しておこなう行為ではなく，たとえば神のような超越的な存在

22

に対して願

いをかけるものである．したがって，かかる意思表示は，「わたし」がガイ
オに直接的に対面することを願望するものではない．対し，G には，「すぐ

にでもあなたに会って，直接はなし合いたい」という「わたし」による意思
表示が書かれている．これは，神を介在せず，直接的な対面を「わたし」が

願望していることを意味している．以上のように，B と G は，共に，差出

人から宛先人への「愛情」が表現されているものの，B は，神を介在とした
間接的なものであり，G は，直接的なものであるので，かかる点は対照的で

ある．

対面方法
間接的

B
G

直接的

◆CとF

C と F は，共に，「真実性」をテーマとしている．C には，「あなた」が真

実であることが書かれている．また，その真実性を，
「兄弟たち」と「わたし」
が証言している．それに対し，F では，「デメテリオ」が真実であることが

述べられており，かかる真実性を「あらゆる人」と「わたしたち」が証言し

ている．つまり，C には「あなた」の真実性が，F には「デメテリオ」の真

実性が，多くの人たちの証言に基づいて述べられている．ここで，
「あなた」
は，当該手紙の宛先の主たる人物であるのに対し，「デメテリオ」という人
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物の詳細は不明である ．少なくとも，真実性を証言された人物が「あなた」
23

（ガイオ）である点と「あなた」（ガイオ）以外の人物である点については対
照的であるといえる．
真実な人
ガイオ

C
F

ガイオ以外

◆DとE

D と E のテーマは，共に，「対応」である．D では，「わたしたち」が，
真実な人を助けなければならないことが書かれている．一方，E には，「デ
オテレペス」が，「わたしたち」を受け入れないことが述べられている．
主体

D
わたしたち
E デオテレペス

対象

対応

真実な人

受容

わたしたち

拒絶

ここで，D の場合は，「わたしたち」が「真実な人」を評価する主体である

のに対し，E では，「わたしたち」は「デオテレペス」により評価される対

象である．また，D での対応は「受容」であるが，E での対応は「拒絶」で

ある．以上の点は対照的である．

以上の区分どうしの関係性に基づき，これを特徴 A および特徴 B と照合

する．まず，A と H，B と G，C と F，D と E は，それぞれ対応関係にある．

かつ，その関係は対照的である．かかる点は特徴 A と合致している．続い
て，前半要素の配列は A → B → C → D という順序である．対し，後半要素

は E → F → G → H である．つまり，かかる配列順序は前半要素と後半要素

では逆転している．この点は，特徴 B と合致している．以上より，図式は，

特徴 A と特徴 B の双方に合致しているため，テキストは裏返し構造である．

6. おわりに
本稿では，対称性仮説の蓋然性の検証に資することを目的に，新約聖書に
収納されたヨハネの第三の手紙の構造分析を，裏返し構造をあてはめる観点
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からおこなった．なお，本稿の前提に基づけば，ヨハネの第三の手紙は異郷
訪問譚ではない．
本稿での検証の結果，ヨハネの第三の手紙は裏返し構造であることがわ
かった．したがって，本稿がもたらした知見は，対称性仮説の蓋然性が高い
ことを支持するものである．ただし，本稿を含めても，聖書全体の分量に比
すれば，未だ部分的な知見に過ぎない．筆者としては，聖書の残りの箇所に
ついても同様の調査をおこなうつもりである．
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頼山陽の風景観と山紫水明処について
島村 幸忠

京都の鴨川に架かる丸太町橋の西側のたもと、東三本木にいまもたたずむ
国定史跡「頼山陽書斎山紫水明処」（一般財団法人 頼山陽旧跡保存会）は、
近世後期に活躍した文人・頼山陽（1781〔安永 9〕年〜 1832〔天保 3〕年。
名を襄、通称を久太郎、字を子成といい、山陽は号の一つで、他に三十六峰
外史なども用いた）の終のすみかとなった「水西荘」内に築かれた建築物の
なかで唯一現存する建物である。
東三本木通沿いにある史跡の門を
潜り山紫水明処の庭内に入ると、降
り井の向こうに山紫水明処が姿をあ
らわす。山紫水明処は、四畳半と二
畳の二室、そして水屋からなる。以
前は水西荘の母屋と通じていたよう
であるが、現在は独立した建物であ
る。建物は全体的に簡素な造りをし
ており、一部の壁や天井には葭が用
いられている。建物の南東面にはガ
ラスの障子が取り付けてあり、その

山紫水明処外観

筆者撮影

おかげで日が出ていれば室内は明るい。とともに、室内からはよく東山連峰
を望むことができる。現在は、建物の東側に生垣があり鴨川を臨むことはで
きないが、山陽の時代は、東山と鴨川とを同時に眺めることができたことで
あろう。また、縁には唐様の欄干が取り付けてあり、かつてはその下まで川
がきていたそうだ。
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山紫水明処内部

筆者撮影

特徴的なのは、床が踏込式になっており、さらに床に用いられている板が
床横の地窓に通じているところである。地窓を開ければ、さらに空気の通り
がよくなる。地窓の上には棚と天袋が設えてあり、その天袋には、文人画家・
小田海僊の《墨竹画賛》（1857 安政 3 年）が描かれている。

岡田孝男の『史跡 頼山陽の書斎 山紫水明處』
（財団法人賴山陽旧跡保存会、

1974 年）によれば、山陽はこの場所を時には酒や煎茶を供する応接室とし
て（煎茶室として山紫水明処については、尼﨑博正／麓和善／矢ヶ崎善太郎
編著『庭と建築の煎茶文化』思文閣出版、2019 年を参照のこと）
、また時に

は書斎のような場所としてさまざまに用いた。ちなみに、当時の水西荘およ
び山紫水明処の様子は、山陽の依頼で仙台の画家・菅井梅関が描いた《水西
荘図》
（1830〔文政 13〕年）によってうかがい知ることができる。

菅井梅関画賛《水西荘図》（部分）（1830〔文政 13〕年）
『頼山陽水西荘図帖』（裳華房、1922 年）より

山紫水明処の「山紫水明」とは、坂本箕山『頼山陽』（敬文館、1913 年）

によれば、
唐の王勃の「滕王閣序」にみえる「煙光凝りて暮山紫なり」の「山

紫」と杜甫の漢詩「月」にみえる「残夜水楼に明なり」の「水明」とを、山
陽が組み合わせて作った言葉である。

頼山陽の風景観と山紫水明処について（島村幸忠）
そして、木崎好尚『頼山陽と其母』（木崎愛吉、1911 年）や池田明子『山

紫水明̶頼山陽の詩境̶』（溪水社、2010 年）などにおいて指摘されている

通り、
しばしば山陽はこの「山紫水明」を「時」を示す言葉とともに用いた。
例えば、
1823（文政 6）年 9 月 27 日付の書簡に「今日、七過（午後四時）頃に、
御来話可被下候。今日あしければ、明日にてもよし。廿九日は差支候。兎角
山紫水明の時でなければ、酒不可飲。君は下戸なれども、酒の時ならねば不
得緩談候也」
（徳富猪一郎等編『頼山陽書翰集』巻上、第 13 編、273）とあ

る。書簡に「七過（午後四時）頃」とあるので、山紫水明の時とは、日が暮
れる少し前のことであることが理解される。その時の様子を山陽は「読書八

首」
（1828〔文政 11〕年）と題する漢詩のうちの一首において「東山何ぞ藹々

たる／夕陽紫色を発す／鴨水微瀾を収む／縈回白玉を展ぶ」（水田紀久／頼
惟勤／直井文子校注『新日本古典文学大系 66 菅茶山 頼山陽 詩集』岩波書店、

1996 年、304-5 頁）と詠んでいる。すなわち、草木が盛んに茂った東山は
夕陽に照らされて紫色に染まり、穏やかに流れる鴨川は白く明らかに輝いて
いる、という。なによりもまず、そのような美しい光景を享受するために山
紫水明処は建てられたのである。
では、山紫水明処から望む風景に魅せられた山陽の風景観とは、そもそも
いかなるものであったのだろうか。
池田の前提書『山紫水明』によれば、山陽の心の原風景には瀬戸内海の光

景がある。例えば、山陽は「対仙酔楼記」（1814〔文化 11〕年）において、

鞆の浦にある福禅寺の客殿・対仙酔楼を山紫水明処であると述べている。日
が沈む頃に対仙酔楼から仙酔島を望めば、島の山が夕日に照らされて、酔っ
ているかのように美しく紫がかるからだ。このような瀬戸内の風景が山陽の
心の内に秘められており、彼は東山連峰と鴨川の風景のなかにその風景をみ
ていたのではないだろうか、というのである。
それとは少し異なる視点から説明を行なっているのは作庭家の重森三玲で
ある。重森は「山陽の水西荘庭園と彼の風景観」（『庭園』147 号、日本庭園

協会、1932 年）と題する文章のなかで、山陽の風景観が南画や唐以降の漢

詩に色濃く影響されたものであったことを指摘している。つまり、山陽は南
画や漢詩といった色眼鏡を通して風景をみていた（と同時に、その影響が山
陽の風景観の限界を示し、山陽は純粋に風景の美を捉えていなかったとも
重森は述べている）。確かに、山陽は同時代の者たちと同様、東山や鴨川を
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しばしば漢詩に詠んだし、《比叡山を望む》
（1828〔文政 12〕年頃）
（
『没後

百五十年 頼山陽展』頼山陽旧跡保存会、1987 年、56 頁を参照のこと）のよ

うに、東山を描いた作品も残している（東山を描いた絵画作品については、
並木誠士「描かれた東山̶景観史と美術史の間で」『東山／京都風景論』昭
和堂、2006 年を参照のこと）。

また、山陽の叔父・頼杏坪（1756〔宝暦 6〕年〜 1834〔天保 5〕年）によ

れば、山紫水明処から望むことのできる風景は、山陽が所蔵していた池大雅
画賛《山水図》
（制作年不詳）さながらのものであった。その際に制作した《頼

杏坪賛詩幅》
（1828〔文政 10〕年）
（『没後百五十年 頼山陽展』所収）には「余、

此の歳三月上澣、京に入りて自り、家侄襄の僑居に池大雅の山水を観る。高
皆両翁、之に題し、最も妙品と為す。襄の家、鴨岸に在り、水を隔てて東山
の諸勝を望む。正面は如意嶽なり、而して比叡も亦た遠からず。楊柳扶疎と

して、陰を敷き、一株、絮多く、花卉も亦た尠なからず。別に小亭を置き、
切りて水湄に在り。朝嵐夕翠の間、客来れば則ち簾を捲きて檻に凭れ、酒茶
談論の境、毎に其の画趣を髣弗す」、すなわち、わたくし杏坪は山陽の水西
荘を訪れた際に池大雅のすばらしい山水を鑑賞した。鴨川を隔てて東山連峰
を望む水西荘内の水際には山紫水明処が設えてあり、客が訪れれば、山陽は
そこで煎茶や酒を振る舞う。その様子は、まさに大雅の山水の様子を彷彿と
させるようである、とある。
東山を詠んだ漢詩については、鷲原具仁子が「頼山陽の自然詠̶̶特に山
について」
（
『国語国文』71 号、中央図書出版社、
2002 年）において論じている。

鷲原によれば、山陽にとり東山とは友のような存在でもあった。そのことは、
例えば、
「余 東山の秀色を愛し、毎日行飯 銅駝橋に上り之を望む。一日忽ち
『東
山熟友の如く、数見て相厭はず』の句を得。家に帰り之を足し十六韻を成す」

（1817〔文化 14〕年）と題する五言古詩のなかで示されている。詩の冒頭は「東

山は熟友の如く／数見て相厭わず／晨気清澂を喜び／暮姿紫艶を愛す」
（
『新
日本古典文学大系 66 菅茶山 頼山陽 詩集』179 頁）というもので、東山は知

己のようで、何度見ても見飽きることはなく、朝の清らかな様子を喜び、日
暮れの紫の艶やかな姿も愛おしい、という。また、鷲原によれば、東山は年
長者のように、彼に寄り添ってくれる存在であるという詩もある。
以上で確認してきた議論は、画や詩的な世界観のもとに風景を捉えようと

するものであった。しかし、山陽における風景はそれだけのものではない。
『日

頼山陽の風景観と山紫水明処について（島村幸忠）
本外史』
（1836〔天保 7〕年〜 1837〔天保 8〕年）や『日本政記』
（1845〔弘

化 2〕年）を著した歴史／政治思想家としての山陽にも注目しなければなら

ないだろう。その点に関しては、いみじくも歴史小説家の吉川英治がとある
講演の冒頭で近世後期の頼山陽について次のようなことを述べている。
曰く、
「山陽は、そこ迄も、社会人として立ち、詩文経学、修史の業、一行一書と
雖も、社会的意識と国家的観念を離れてはいないのであります。日常の行動
から、身辺の即興詩にせよ、自分の社会的な立場を忘れた山陽の姿といふも
のは見る事が出来ません」（吉川英治『草思堂随筆』126 頁）。

例えば、鷲原の「頼山陽の自然詠」は「山勢」という言葉に注目する。こ

こでいわれる山勢の「勢」とは、歴史的な出来事を瞬間的なものに落とし込
むのではなく、変転していく情勢のなかで捉えようとする山陽の歴史観を象
徴する概念である。歴史だけでなく、自然の事物も動的に捉えようとする姿
勢が山勢という言葉によって明らかとなる。
この「勢」に注目した際、さらなる指摘を西垣安比古が「山紫水明の京」
（
『人
環フォーラム』21 号、京都大学大学院人間・環境学研究科、2007 年）にお
いて行っている。西垣によれば山陽は「歴史的事件の起こった場所を直接訪
れて、その風景に歴史の動因たる『勢』を発見することによって、詩作の種
としている」
（30 頁）。実は、すでにこれと同様のことを野口武彦が『頼山陽̶

歴史への帰還者』日本の旅人 11、淡交社、
1974 年）において述べていた。「そ

の途次折々、自然の地勢形勝を愛でる旅人のように、歴史への帰還者山陽は、
どこでも任意の時代の『勢』のうちに、みずから同化できる対象を見出して
これに溶け込んでゆくのである。真の旅人にとって旅先の土地がすべて自分
の魂の空間であるとまったく同じしかたで、山陽は歴史のあらゆる断面に治
乱興亡の詩を発見したのにちがいなかった」
（154 頁）。
では、山紫水明処から望むことのできる風景についてはどうか。以上で確
認してきた議論においては論じられていないので、ここで簡単にではあるが
確認しておくことにする。
山陽にとって東山連峰や鴨川は、さまざまな歴史的出来事が起こった、歴
史の舞台であった。
例えば、
『山陽遺稿 詩』
（巻二）に収載されている「修史偶題 十一首」(1813〔文

政 10〕年 ) の第 10 首目において山陽は、東山連峰をなすそれぞれの岡や阜
が歴史的な出来事を想起させてくれると詠んでいる。詩は次のようなもので
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ある。
野史亭前 無数の山
某岡某阜 事相ひ関す
倦み来れば筆を抛って 時に酒を呼ぶ
歴々たり 興亡 指点の間
（『新日本古典文学大系 66 菅茶山 頼山陽 詩集』280 頁。）
山紫水明処（野史亭）の前には東山連峰が横たわっているが、それぞれの
岡や阜が『日本外史』に出てくるような歴史的出来事に関わっているのであ
る。執筆するのに疲れれば筆を置いて酒を飲む。連なる丘を指でたどれば、
そのあいだに歴史的な出来事が起こり、そして消えていくのだ。
このように山陽にとって東山連峰とは、美の対象だけでなく、さまざまな
事件が起こった歴史的な場所でもあったのだ。その出来事を詠みあげた詠史
詩の代表的な作品が「寓居 東山諸峰に正対す。古跡を詠壊す 七首」（『山陽
遺稿 詩』巻一）である。詩には、崇徳天皇が如意ヶ嶽に上る保元の乱から
はじまり、後醍醐天皇が比叡山に逃れた湊川の戦い、大坂の陣の後に徳川家
康が伏見城で征夷大将軍の宣下を受けたところまで、東山連峰にまつわる事
件が詠まれている。
以上の通り、山陽の風景観は一枚岩のものではない。特に、山陽において
東山連峰と鴨川の風景は、山水画を彷彿とさせるようなものだけなく、親し
みある友のような存在であり、また、歴史的な出来事が多く起こった現場で
あったのである。そして、そのような風景を一望することができる場所に、
山陽の山紫水明処は建てられているのである。

〈エッセイ〉

日本の年金制度を取り巻く雇用問題
根本萌希

キーワード
公的年金，企業年金，就職氷河期世代，再雇用制度，非正規雇用，所得
格差

Ⅰ．はじめに：さらば終身雇用
新型コロナウイルスの影響は，多くの人々の想像を超える形で，世界経済
に大きな影響を及ぼしている。緊急事態宣言や時短要請などである。多くの
大学がオンライン授業となり，大手航空会社は新卒募集の一部を取りやめる
など，学生への影響も計り知れない。
かつて，トヨタ自動車社長豊田章男氏の発言が世間の耳目を集めた。日本
自動車工業会の会長として臨んだ 2019 年 5 月 13 日の会見で「日本では雇

用を続けている企業や税金を納めている企業に対してインセンティブがな

い。もう少しインセンティブが出てこないとなかなか終身雇用を守っていく
のが難しい局面に入ってきたと思う」（日本経済新聞，2019）と述べている。
企業にとって終身雇用を続ける意味合いは，限りなく薄れているのかもしれ
ない。もっとも，日本自動車工業会の会長という立場を考えると，国に対し
て何らかの支援を求めているとも読み取れる。
豊田会長の発言が話題になった時期と同じくして，
経済団体連合会（以下：
経団連）も慌ただしい動きを見せていた。経団連は，紳士協定として負の側
面が強く出ていた新卒採用に関する日程の制約を撤回すると表明した。さら
に，勉強する学生が欲しいという主張のもと，通年採用への移行および職務
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を特定せずに一括採用する現行の「メンバーシップ型採用」を，専門スキル
重視の「ジョブ型採用」へと転換する話が大学と経団連との間で取り交わさ
れた。辛辣にいうならば，従来のビジネスモデルでは，日本企業が競争優位
性を獲得できないと自ら認めた形となっている。全部門の業務を薄く広く知
る人材を育成する日本型の人材育成システムは，経済成長がとめどなく続く
バブル期でこそ有効であったものの，継続的なデフレ環境にある今日では，
過去の栄光ともいえる制度となってしまった。
世間ではつねづね “ 終身雇用 ” という言葉が使われている。そもそも終身
雇用とは，なにを意味するのか？存在するのか？こういった問いに対して小
倉（2010）は，
「正社員が『定年』まで長期間雇用されることが『終身雇用』

と呼ばれるようになっただけのことです。しかも相対的には規模の大きな，
学卒者を一度に大量に採用する余裕のある会社の話で，日本のすべての会社
のことではありません」（pp.35-36）と述べている。言い換えると，バブル

期前後の大企業が，大卒の人材を多く雇用していた状況から生まれたのが，
終身雇用という言葉である。なお，これは会社法上の大企業の話ではない。
あくまでも各業界のトップを走るような大手企業における話である。前置き
が長くなってしまったが，本稿は日本の年金制度を取り巻く社会問題を働き
方の観点から考察するものである。

Ⅱ．一億総中流社会の幻想
かつて，老後資金 2000 万円不足という見出しが多くのメディアによって

報じられた。これは，金融庁が 2019 年 6 月初頭に公表した『高齢社会にお

ける資産形成・管理』という報告書に含まれる内容である。この報告書を巡っ
て，当時の麻生太郎金融大臣（副総理および財務大臣を兼任）の一挙手一投
足が物議を醸した。では，なぜこの報告書がここまで問題になったのだろう
か。いくつか理由は考えられるものの，筆者が考えるに格差の問題が大きい
だろう。公的年金は，世界を見渡しても画期的な制度ではなかろうか。実際
問題，一億総中流社会と言われるように，格差の是正に一定の役割を果たし
てきた。一億総中流といわれ始めたのは 1970 年代のことで，
内閣府による
『国
民生活に関する世論調査』における調査結果に端を発している。平たく述べ
ると，お宅の生活水準は，世間と比べてどの程度の水準ですか？という質問
に対して「中（中の上，中の中，中の下）
」程度と回答する人が 1973 年に
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90％を超えたためである（内閣府，1973 年）。神林（2012）は「この『中』
回答が『中流意識』と解釈され，それが 9 割を超えていることが『みんな中

流』，
『みんな平等』というイメージにつながり，最終的には『総中流』とい
う豊かで平等的な社会像が形成された」
（p.67）と指摘している。バブル時

の日本は，イケイケな雰囲気であったことは，漏れ聞いており，想像に難く
ない。これに対し筆者は，一億総中流という概念を感じることもなければ，
幻想に近い価値観と思っている。中流どころか，目に見える格差社会が迫っ
ているという認識だからである。格差社会は，高所得層と低所得層の格差が
より拡大すると状況を示しているものと認識していただきたい。2019 年に
発生した交通事故を例にすると，ネットのみならずメディアにおいても「上
級国民」という言葉が使われていた。国の要職を務めたことがある人物に対
する蔑視・皮肉にも等しい言葉である。このような言葉が巷を騒がせる背景
に，少なからず格差の問題があると考える。国民のそれぞれが抱える不平等
感の増大が，このような発言に繋がっているのだろう。ましてや新型コロナ
ウイルスの影響が顕著である昨今は，その傾向はより強まっているのではな
かろうか。その一つの例として，現在の 40 歳代が直面しているバブル崩壊，

就職氷河期から連鎖的に起こった非正規雇用問題があげられる。政府は，
「就
職氷河期世代支援プログラム」という名のもと，支援を拡大しようとしてい
るが，手遅れのように感じざるをえない。新型コロナウイルスの影響を受け
て，これらの支援政策が今後どのように推移するか注視する必要がある。図

1 は日本総研（2019）による世代ごとの賃金カーブである。
図 1 世代ごとの賃金カーブ

原出所：厚生労働省『賃金構造基本統計調査』，総務省『消費者物価指数』
出所：日本総研，2019，p.8 より引用。
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図 1 を見ればわかるように，団塊ジュニア世代と称される年齢群が就職氷

河期に該当しており，バブル世代以前と比べて，賃金が減少していることが
わかる。また，日本総研（2019）は，アベノミクス始動後の所定内賃金の
推移を世代ごとにまとめている。図 2 を参照されたい。

図 2 アベノミクス始動後の所定内賃金の推移

原出所：厚生労働省『賃金構造基本統計調査』。
出所：日本総研，2019，p.12 より引用。

所定内賃金は，所定労働時間に対する賃金である。この図 2 から読み取

れるのは，20 代から 30 代前半までの賃金は上昇しているものの，40 代は
著しく賃金が低下しているということである。そこで筆者は，就職氷河期世
代の不遇がもたらす今後の影響を日本総研（2019）に依拠しつつ，以下の 4

つにまとめた。

1．個人消費の勢いの弱さ

2．親世代の介護問題

3．高齢貧困

4．国家財政の圧迫

（未婚・引きこもり等で負担増）

それぞれの影響を見ていくことにしよう。個人消費については，賃金その
ものが上昇しないことには，増加しにくい問題である。賃金に関係して，日
本の名目賃金と実質賃金の推移をまとめた図 3 および日本・アメリカ・欧州

の賃金等をまとめた図 4 を参照してほしい。名目賃金とは，労働者に支払わ
れた現金給与総額の伸び率を指しており，実質賃金は，現金給与総額の伸び

率から消費者物価指数を差し引いた賃金上昇率を指している。20 万という
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額面金額を受け取っていたとしても，物価が上昇していれば，買えるものは
少なくなり，物価が下落していれば，買えるものが多くなる。物価を考慮し
た実質的な賃金の伸び率を見ているのが実質賃金という指標である。当然の
ことながら，指標は，一部の側面を切り取っているに過ぎないため，いくつ
もの側面から考察する必要がある。
図 3 日本における労働需要と賃金の推移

原出所：厚生労働省『毎月勤労統計調査』，厚生労働省『一般職業紹介状況』，日本銀行『短観』。
出所：山田，2016，p.27 より引用。
図 4 日本・アメリカ・欧州の生産性・賃金・物価の比較

原出所：OECD, Economic Outlook。
出所：山田，2016，p.28 より引用。

471

472

『人文

社会』第 1 号

再び図 3 に戻ると，有効求人倍率と雇用人員判断 D.I．（Diffusion Index）

という労働者に関する指標を見るに，ここ数年は，人手不足が鮮明に顕れて

おり，名目賃金は上昇傾向にある。しかし，名目賃金が上昇局面にあっても，
実質賃金が下降局面にあるため，賃金の上昇以上に物価上昇が起きていると
読み取れる。
図 4 は，日本・アメリカ・欧州の生産性・賃金・物価を比較した図である。

こうして比較してみると，アメリカと欧州はある程度似通った曲線を描いて
おり，日本の特異性が顕著となった。このような差について山田
（2016）は「米

欧は，景気悪化に対して，雇用量を調整することで対応する一方，日本は

雇用量を維持して賃金で調整する傾向が強い」
（pp.28-29）と分析している。

さらに，日本特有の現象について，「賃金調整を優先するあり方が，①要素

価格均等化の圧力の強まり，②経済危機後の先行き不透明感の残存，等のマ
クロ環境のもとで，景気回復期でも名目賃金が上昇しないという，日本特
有の状況をもたらした」（p.29）と指摘している。これらの記述から，賃金
で調整する日本企業の体質が根本的な問題であるといえよう。なお労働生産
性は，この図を見ると欧州より高いように感じるかもしれないが，あくまで

1997 年を 100 としてみた表であり，労働生産性単体を国際比較すると異な
る結果が出てくる。日本生産性本部（2018）を見ると，日本の時間当たり
労働生産性は OECD 加盟 36 カ国中 20 位，G7 中最下位と低い状況にある。
また，図 4 は 2013 年までのデータであることから，アメリカのトランプ政
権下での変動を反映できていない。

次に 2 から 4 までの介護問題について述べる。これは，
介護のために離職，

貧困突入，国家財政圧迫という負のスパイラルに陥る可能性が高いことから
問題となっている。さらに，引きこもりの子どもを抱える両親に介護が必要
となった場合，一家心中，孤独死といった問題が懸念される。こういった問

題を踏まえて，老後 2,000 万円必要と試算した先述の金融庁による報告書へ

目を向けると，公的年金だけを頼ることなく，老後に備えて自助努力をして

くださいと警鐘を鳴らす内容と理解できる。これらの問題を考えるうえで，
年金の知識が必要である。そのため，次節では，我が国の年金制度に関する
基礎的な知識を紹介する。

日本の年金制度を取り巻く雇用問題（根本萌希）

Ⅲ．年金制度の基礎
日本には，数多くの問題が山積されているが，国民皆保険，公的年金，失
業保険，生活保護といった社会のセーフティネットといえる先進的な制度が
整備されている。ここでは，年金制度について切り込んでいきたい。我が国
の年金は，公的年金（国民年金および構成年金，国民年金基金）と企業年金
（個人型確定拠出年金：iDeCo および企業型確定拠出型年金，確定給付年金，
退職給付）
から構成されている。詳しくは，
以下の図 5 を参照してもらいたい。

我が国の年金制度は階層式であり，わかりやすく言い換えると，2 階までが
公的年金，3 階が企業年金である。

図 5 日本における年金制度

出所：野村証券（https://dc.nomura.co.jp/business/knowledge/system.html）より引用。

1. 国民年金
喜べ成人，晴れて 20 歳になった諸君には，年金の請求書をプレゼント

しようではないか。といわんばかりに 20 歳の誕生日を迎えると，年金機構
から年金の支払いに関する書類が送られてくることだろう。大人になるとい
うことは，責任がともなうのである。突然の大きな支出となるだろうが，国
民である以上は支払わなくてはならない。なお，大学や専門学校等の在校生
は，学生納付特例（一定の所得以下であることが要件）をおこなうと良いだ
ろう。一般に大学卒業は 22 歳であるため，20 歳当時は学生である可能性が

高い。学生の間に多額の所得が生じるとは考えにくいことから，免除制度が
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設けられている。年金の 1 年間に支払う総額を見ると，支払いたくないとい

う人も当然出てくるだろう。免除申請もしていなければ，支払いもしていな
い。このような意思決定に潜むリスクを理解してもらうために小話にお付き
合いいただきたい。

これは不幸にも，とある自動車事故で同一の障害（2 級として認定される

障害の程度）を負ってしまった大学生 2 名の話である。基本的な背景は度外

視するとして，双方の明確な差は学生納付特例をおこなっているかどうかで
ある。

A 君：大学生，学生免除申請あり
B 君：大学生，一切年金に手をつけていない

人間生きていれば何かしらの大きな問題が突然降ってくる。悲しきかな，
彼ら 2 人の命運は，1 通の書類を出すかどうかで大きく乖離してしまった。

その原因は明快で，障害年金の支給にある。学生納付特例では，その免除
期間中に障害を負うないし死亡した際に年金が支給される。1 円も年金を支

払っていないとしても，条件を満たしていれば支払われる。障害基礎年金に
は 2 級と 1 級があり，2 級は年間約 78 万円が支払われる。障害基礎年金の
支給要件に，国民年金の加入期間中であることなどが求められており，B 君

は，今回の事故で負った障害に対する年金は一切貰えないことになる。この
ように，年金制度に対する適切な知識は，リスクマネジメントを考える上で
有用である。
本題に戻ると，国民年金とは，日本に住む人々の相互扶助を旨とする年金

制度である。20 歳以上 60 歳未満の国民は，強制的に加入することになる。
国民年金は，一般に老後支給されることをイメージすると思うが，障害・死
亡時に年金を支給する側面も有している。特に，子どもを持つ親のいずれか
が亡くなった場合，その家庭は収入面で大打撃を受ける。国民年金をしっか
り納めていた場合，その亡くなった人の遺族に遺族年金という形で所得の補
助がおこなわれる。この国の年金制度にお金を払う気はない！私は年金に頼
らず生きるんだ！という人を除けば，しっかり支払うことがリスクマネジメ
ントの観点から最善の選択肢だろう。筆者としては，できるだけ将来の受給
額の減少が抑えられることを願うばかりである。

日本の年金制度を取り巻く雇用問題（根本萌希）

2. 厚生年金
厚生年金を話すにあたり，国民年金との歴史から振り返ってみよう。そも
そも国民年金とは，自営業者のための年金制度であり，厚生年金は，会社勤
め等をしている人が支払う制度であった。しかし，先ほどの図 5 を見てみる
と，国民年金の上に厚生年金が置かれていることがわかる。かつて分離して

いた国民年金が自営業者以外にかかるようになった理由を椋野・田中（2014）

は，戦後から年を経るごとに農家など自営業者が減少し，国民年金の財政が
圧迫されたことを理由としてあげている。そして，1985 年を境に今日のよ

うな 3 階層の制度が完成するに至った。このようにすべての国民を対象とす

る国民年金は，基礎年金と一般にいわれる。日本の年金制度が 3 階層になっ
ている理由は，それぞれの所得・職業に応じて，老後の必要資金が異なるた
めである。第 1 階の国民年金（基礎年金）では，最低限必要な金額を保障

しており，第 2 階では，定年退職後に職を失うであろう自営業者以外の人々

の生活を保障するための厚生年金があり，企業独自のインセンティブとして
の意味合いを持つ企業年金などの第 3 階から構成されている。国民年金基金

や iDeCo は，より多くの金額をもらい，豊かに暮らそうという人向けの制
度である。

厚生年金は，自営業者に該当しない会社勤め等の人々が該当する。給与額
から掛け金が算定され，その半額を雇用主が，その半額を本人が負担する制
度である。なぜ，企業は正社員を増やしたがらないのだろうか？その答えの
一端がこの厚生年金にある。言い換えるならば，福利厚生費の問題といえよ
う。非正規雇用者の場合，企業が支払うのは労働の対価としての給料である。
しかし，正社員となると，厚生年金，社会保険料，賞与と付随する費用が多
くかかるためである。この辺の議論は，また後ほど触れていく。

3. 企業年金
これを読んでいる皆さんの大多数は，この年金と必ず関わることになるだ
ろう。企業年金は，公的年金ではないため，より豊かな老後の生活を送るた
めに加入するという側面があることだろう。この年金には，上乗せ機能とつ
なぎ機能という 2 つの機能を備えている。上乗せ機能は，公的年金にさらに
上乗せるという意味で，より多くの年金が得られるという機能である。一方
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のつなぎ機能は，公的年金の支給が開始される 65 歳までの所得保障という

機能である。昨今は，60 歳定年の企業が年々減少傾向にあるものの，依然

として年金支給までの待機期間が存在する（退職後に働いていたとしても，
所得が減少するケースが多い）
。その 5 年間の間の所得を最低限保障するの
が企業年金である。

企業年金には，確定給付型と確定拠出型がある。確定給付型というのは，
退職までに一定額を拠出し，その合計額を給付する年金である。一方の確定
拠出型は，退職時までに毎月一定額を拠出し，受給対象者がその拠出額を資
産運用し，拠出額と運用損益の合計で給付がおこなわれる年金である。確定
拠出型年金は，アメリカの法律である 401K を参考に作られた制度である。
確定拠出型年金には，個人が拠出する場合と企業が拠出する場合との 2 つが

ある。

これらの制度は，それぞれが長所と短所を抱えている。確定給付型であれ
ば，受給者が安定して受け取ることできる反面，企業側は運用リスクと積立
不足というリスクを抱えている。確定拠出型は，企業が毎期算定される掛け
金を負担することで，運用リスクから解放される制度である。その一方で，
受給者の受給金額は，各個人の運用成績に拠るため増減するのが特徴といえ
よう。

4. 会計制度から見た年金制度
年金制度を語るうえで，政府や企業を取り巻く会計制度を理解する必要が
ある。年金に関する会計制度は，国の特別会計において設けられている年金
特別会計があり，企業会計では退職給付会計が設けられている。特別年金会
計は，国民年金のほか，厚生年金・健康保険・児童手当などの業務をおこな
う特別会計である。退職給付会計は，企業会計基準第 26 号「退職給付に関

する会計基準」において詳細に定められている。退職給付会計は，その時々
の時代背景に併せて形を変えており，変化の背景に潜む要因を明らかにする
と会計的観点から日本社会を視ることができるだろう。詳細に述べていきた
いところだが，極めて専門的な話になることから論文の紹介に留まることを
容赦願いたい。その詳細な変容は，中村（2014）および山口（2018）を参

照されたい。また，椋野・田中（2014）を熟読すると保険制度・医療制度といっ

た社会保障に関する知識が得られることだろう。

日本の年金制度を取り巻く雇用問題（根本萌希）

5. 自助努力
さて，年金に関する基礎的な知識を身に着けてもらったところで，格差問
題について触れていこう。現在問題となっている老後資金不足の問題は，老
齢基礎年金（国民年金）のみでは不足するから，iDeCo や NISA といった

制度を活用して備えることで軽減される。企業年金は，より豊かになるため
に加入するものだと述べたが，今後は最低限度の生活を送るうえで必要不可

欠といわれる時代が来るのかもしれない。筆者個人の見解としては，NISA

の活用を推奨したい。節税を考えるのであれば iDeCo の利用が妥当だが，

やむを得ない事情が生じない限り 60 歳まで解約できないことがネックであ
る。それを踏まえると，自由に解約できる NISA（つみたて NISA）が，20

歳代にとって使いやすい制度だろう。投資に回す余裕があることを前提で書
いているものの，そういった資金的余裕のない世帯をどのようにケアするか
が今後の国家としての課題である。

Ⅲ．再雇用という名の起業家
再雇用という名の起業家。理解できそうで理解できない曖昧なタイトルで
あろう。ここからの話は，明確な根拠が提示できないため，半信半疑で読ん
でいただきたい。
とある租税法を専門にする研究者が，国税庁に就職したゼミ生を訪ねた時
の話である。ゼミ生いわく，国税庁で当該ゼミ生を指導していた元上司の多
くが，現在は国税調査官（国税庁における末端職員）として働いているとい
う話だ。そのゼミ生の働く部署は，部署のトップこそ相応の現役世代である
ものの，構成員の大半が高齢者という状況である。驚くことに，その高齢者
は，何らかの部署のトップを務めたご歴々と言うに相応しい人たちがかつて
の部下を上司と仰いで働いている。筆者からしたら寝耳に水といえる話だが，
このような話は珍しくないという。その答えは，役職定年制にある。老齢基
礎年金の受給開始年齢が 65 歳に引き上げられたことを踏まえて，公務員は

原則 60 歳定年（この段階で退職一時金が支給される場合が多い）としつつ，

再任用により 65 歳まで雇用されることとなった。すなわち，60 歳で役職定

年を迎え，
残り 5 年は異なるポストでフルタイムないし時短勤務をおこなう。

制度開始当時の再任用ポストは調査官ないし徴収官という末端ポストを充て
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られていたが，最近は上席調査官といったポストに就く人も出てきているよ
うだ。
再雇用（嘱託社員）と聞いて，どのようなイメージを抱くだろうか？おそ
らく，賃金の低下をイメージする人が多いだろう。労働政策研究・研修機構
（2016）は，新卒時の給与を 100 とした各年齢の給与月額を指数として算出
している（図 6 参照）。これを見ると，60 歳の定年を境にガクッと下降して

いることがわかる。租税法の先生が述べるには，再雇用による賃金低下が避
けられないことから，起業してフリーランスとして活動する高齢者が増加し
ているという。
図 6 各年齢の平均的な給与月額指数

出所：労働政策研究・研修機構，2016，p.7 より引用。

経理として，税理士資格（簿記・財務諸表論）や日商簿記 1 級を有して

いる A さんがいたとしよう。彼は，60 歳まで経理部長を務めていたものの，

60 歳定年を迎え，再雇用契約について会社と交渉した。人事部から提案さ
れた条件は，現在の給与から 30％程度減少した約 70％での提案である。定
年後の給与減額は仕方ないとしても，自分の持つ能力と実績を考えれば，少
なすぎないかと思いつつも契約して働き始めた。しばらくすると，同期 B

が起業してフリーランスとして活躍しているという話を耳にした。その同期

B は，再雇用による給与減額が受け入れられず，独自に起業してフリーラン

スとして活躍しているという話である。
どう活躍しているのか聞いたところ，
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定年まで勤めていた会社の業務を業務委託として請け負っていること，親交
のあった取引先から業務委託を受けていると彼は話した。その合計額は，退
職直前の給与と遜色ないどころか，会社勤めの時にはない自由時間が確保さ
れているということである。この話に触発された A さんは，
会社を退職した。

税理士・行政書士と顧問契約を結び，登記を済ませ，晴れてフリーランスと

なった A さんだったが，思わぬ落とし穴が待っていた。自らの業務に絶対
的な自信を持っていた A さんに思うような仕事が舞い込んでこないのであ

る。それもそのはずで，彼は資格こそ有しているものの，人付き合いと営業
面はとんと不得意であった。さらに，自分より若い人に頭を下げて仕事をも
らうという感覚を持ち合わせていなかった。同期 B がうまくいっている理

由は，
広い人脈と謙虚さから来る人の良さにあるからだ。専門性については，

A さんの方が上かもしれないが，今回のように高度な専門性を必要としない
委託業務（記帳や経費決済など）は同期 B のような人の方が求められるの
である。このことに気付かない A さんは，設立した会社を廃業して経理の

パートとして働くこととなった。何をもって優秀と考えるかは，人によって
違う。もちろん，組織の業績評価制度によって尺度は変わる。しかし，自社
以外でも働けるスキルを持つ人とそうでない人との格差は今後著しく顕在化
するだろう。就職ならぬ就社という意識でいると，危険かもしれない。
ここで述べておきたいのは，自己研鑽を積むことで選択肢が増えるという
ことである。老後は必ず起業しなさいという話ではない。フリーランスにな
ると，会社が負担していた保険等による庇護から外れてしまうというデメ
リットもある。また，このような状況も，新型コロナウイルスの出現のよう
に，時間や突発的な出来事でガラリと変わってしまう。いずれにしても専門
性，人脈，語学と自身の能力を高められる要素は多くある。若い時から将来
を考えることが，イレギュラーな出来事に対応する力を養ってくれることだ
ろう。日本における所得格差の増大は既定路線と考えておいた方が賢明とい
えよう。

Ⅳ．正規雇用と非正規雇用
ここまでは，年金制度と関連して，40 歳代，60 歳代の話を取り上げてきた。

ここからは，非正規雇用者に焦点をあてて話を展開する。

早速だが，なぜ正規雇用（正社員）が望ましいと言われているのだろうか。
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答えは至ってシンプルで，雇用の安定があげられる。会社が決算で赤字を計
上してしまったとしよう。一過性の赤字であれば良いが，赤字の理由が営業
利益の減少に起因したものであるなら，早急に手を打つ必要がある。そこで
注目されるのが人件費である。「わが社は，赤字になってしまった。すまな
いね。
君を雇う余裕はないんだよ。今月限りにしてもらいたい
（労働基準法は，
社会通念上相当の理由で，1 ヵ月前の解雇通告であれば問題にならないと定

めている）」と，いきなり上司から解雇宣言をされたとしよう。こういった
やり取りは非現実であろうか？否，現実に起こりうる話である。山田（2016）

が指摘していたように，日本は賃金の調整によって対応をおこなう。アメリ
カ等と比べて正社員の解雇が容易ではない日本において，非正規労働者は人

件費節約と調整に一役買っているということである。図 7 は世代ごとに占め
る非正規雇用者の割合である。最新の 2020 年統計を見ると，全体の約 37％

が非正規雇用者である。2010 年からの 10 年間を見比べても，大きな変化は

見られなかった。

図 7 年齢階級別役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合の推移

出所：総務省統計局，2020，p.2 より引用。
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図 8 正規，非正規の職員・従業員の仕事からの年間収入階級別割合（2020 年）

出所：総務省統計局，2020，p.4 より引用。

次は収入の観点から正規雇用と非正規雇用を見ていこう（図 8 参照）。男

性正規雇用者に占める年収 200 万円以下の割合は 4.8 ％，非正規雇用者は

56.8％と 11 倍超の差が開く結果となった。その一方で，女性正規雇用者に
占める年収 200 万円以下の割合は 16％，非正規雇用者は 81.5％と約 5 倍の

差が出る結果となった。非正規雇用者であっても，裕福な実家暮らし，また
は専業主婦（夫）というケースがあるため一概に貧困とは言えないが，相対
的に貧しいと考えて相違ないだろう。
正規雇用の利点は，安定性のみではない。もう一つの利点に，人材として
成長があげられる。一部例外があるものの，人件費の削減のために雇われて
いる非正規雇用者の場合，雇用期間は長期に及ぶことは少なく，仕事の内容
もあまり高度になりにくい。その理由は明快で，いつでも契約解除ないし解
雇ができる労働者に正社員より高度な業務内容を任せるのは，まともな管理

職ならあり得ないだろう。そのため，雇用の安定していない非正規雇用者は，
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職業能力を身に着ける機会が少ないといえる。さらに，職業能力を身に着け
る機会が少ない＝収入の増加に繋がらないという状況に陥るため，年齢を重
ねるごと厳しい現実が待ち受けていることだろう。小倉（2010）は，正規

雇用者が非正規雇用者より良い理由を「雇用が安定し，職業能力の向上によ
り適している」（p.25）と指摘している。安定性を求めない，チャレンジン

グな人生を歩もうという人は，フリーランスないし非正規雇用が合っている
のかもしれない。なお，住宅ローン等を借りる可能性のある人は，信用を高
める必要があるため，正規雇用者を選ぶのが無難だろう。

Ⅴ．結びにかえて
ここからは，厚生年金のところで述べた伏線を回収することにする。会社
が正規雇用者（正社員）にかける福利厚生費を分解してみたい。一般に社員
を 1 人雇うのに，2 倍から 3 倍近くのお金がかかると言われている。なぜだ

ろうか。それは，保険，年金，手当，賞与を会社が負担しているからである。
保険（厳密には社会保険という）と一言にいっても，以下のように 4 種類が
ある。

①

労災保険（全額事業者負担）

②

雇用保険（失業等給付事業に関する保険料は半額負担）

③

健康保険（半額負担）

④

厚生年金（半額負担）

厚生年金が会社と折半というのは，先述した通りだが，健康保険および雇
用保険も折半である。さらに労災保険は全額負担と企業側が多く負担してい
ることがわかる。これに加えて，住宅手当，通勤手当といった各種手当，賞
与（基本給の〇ヵ月分），場合によっては社内ジムといった間接費が企業側
の負担になる。
以上のようにまとめてきて，確実に言えるのは，正規と非正規の壁は支払
われる給料以上に根深く存在しているということである。ここで某新聞社に
よる「智は力なり」いうフレーズを紹介しよう。智は力なりというのは言い
得て妙である。情報弱者という言葉が定着して久しいが，知識や情報を多く
持つ人は，相対的に人生の選択を優位に進めることができることだろう（情

日本の年金制度を取り巻く雇用問題（根本萌希）
報の取捨選択も忘れずに）
。最後に，本稿がコロナ禍を始めとする激動の時
代を生きる読者の豊かな明日を切り拓く一助となることを願っている。
謝辞
本稿の執筆にあたり，編集委員会の皆さまより多くのご支援を賜りました。
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て想定したエッセイです。誤謬などの内容に関する全ての責は筆者にありま
す。
参考文献
小倉一哉（2010）『会社が教えてくれない「働き方」の授業』中経出版。

神林博史（2012）「『総中流』と不平等をめぐる言説 : 戦後日本における階

層帰属意識に関するノート（3）」『東北学院大学教養学部論集』（161），

pp.67-90。

椋野美智子・田中耕太郎（2014）『はじめての社会保障：福祉を学ぶ人へ 第

11 版』有斐閣アルマ。
総務省統計局（2020）
『労働力調査（詳細集計）2020 年（令和 2 年）平均結
果の概要』
（https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/ndtindex.pdf）［2021 年 2 月 28 日閲覧］。
内閣府（2003）「国民生活に関する世論調査（昭和 48 年 2 月）
」
『国民生活
に関する世論調査』
（https://survey.gov-online.go.jp/index-ko.html）
［2019
年 6 月 18 日閲覧］。
中村文彦（2014）「厚生年金基金と会計」
『人文社会科学研究』
（29），pp.1427。
日本経済新聞（2019）『自工会の豊田会長，日本の終身雇用「守っていく
のが難しい局面」
』
（https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL13HII_
T10C19A5000000/）［2019 年 6 月 19 日閲覧］。
日本総研（2019）
『就職氷河期世代の実情と求められる対応の方向性：「不
遇の世代」を生み出したわが国経済・社会が抱える課題』（http://www.jri.
co.jp/MediaLibrary/file/report/other/pdf/11137.pdf）［2019 年 6 月 19 日
閲覧］
。

483

484

『人文

社会』第 1 号

日本生産性本部（2018）『労働生産性の国際比較 2018』（https://www.jpc-

net.jp/intl_comparison/intl_comparison_2018.pdf）［2019 年 6 月 19 日 閲

覧］
。

野村証券（2019）「年金制度の体系」『日本の年金制度』
（https://dc.nomura.

co.jp/business/knowledge/system.html）［2019 年 5 月 23 日閲覧］。
労働政策研究・研修機構（2016）『調査シリーズ No.156 高年齢者の雇用
に関する調査（企業調査）』
（https://www.jil.go.jp/institute/research/2016/
documents/156_01.pdf）［2019 年 6 月 19 日閲覧］。
山口修（2018）「企業年金制度の沿革，現状と今後の展望」
『横浜経営研究』
38（3/4），pp.11-30
山田久（2016）「デフレ期賃金下落の原因と持続的賃上げの条件」
『日本労
働研究雑誌』（667）
，pp.26-36。

〈翻訳〉

スターティウス『テーバイス』第 1 巻
長島 真以於 訳

凡例

1. スターティウス『テーバイス』の翻訳にあたっては Hill, D. E. ed. 1983. P.
Papini Stati Thebaidos Libri XII. Mnemosyne Supplement 79. Leiden: Brill.
を、ʻIn principio’ accessus の翻訳にあたっては Anderson, H. ed. 1997. ʻThe
In principio accessusʼ. Medieval Accessus to Statius. PhD diss. Ohio State
University. pp.70-79. を底本とした。参照した他の校訂本、註釈書、訳書、
研究書、論文は各翻訳後の参考文献表に記している。

2. 訳文中の（ ）は訳者による補いを、［ ］は底本に於ける行番号を表す。
後者は、便宜的に 10 行ごとに表示しているが、翻訳という性格上、原
文行との厳密な対応は期し難く、あくまでもこれは目安である。ダッシュ
は読みやすさを考慮して訳者が付した。

3. ラテン語固有名詞のカタカナ表記については次の原則に従った。① ph,
th, ch, rh はそれぞれ p, t, c, r と同音に扱う。② cc, ll, pp, rr, ss, tt は「ッ」
で表す。③音引きは省略しない。④一般にはギリシア語形で広く知られ
ている固有名詞も、ラテン語形で表す。ただし慣例を考慮してこれに従
わない若干の例外がある。

4. 『テーバイス』本編の翻訳に於いては、脚註は最小限に留め、代わりに高
津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』（1960）への参照指示を「→ * ポ
リュネイケース」の如く掲げた。なお、スターティウスによる神話の利
用および先行するラテン語叙事詩との間テクスト性に関して、訳者によ
る次の様な論文がある。Nagashima, M. 2019. ʻOn Statiusʼ Thebaid 1.314-

5 and Its Intertextsʼ. Bulletin of Classical Studies 28. pp.37-56.
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解題に代えて―〈翻訳〉ʻIn principioʼ accessus

1

アウクトル･ヒストリオグラフス

各々の歴史著述家（作品）の初めに於いては、セルウィウスが示す様に、
以下の事柄が調べられ、入念に鑑定されなければならない。
即ち、
詩人の生涯、
作品の題、詩の性質、筆者の意図、
（素材の）扱い方、素材、
（作品の）目的、
いかなる文体を用いているか、いかなる著者を模しているか、いかなる哲学
分野に属しているか、である 。これらの各々について、ここに示した順序
2

で述べていこう。
詩人の生涯に関しては、［10］探求に値する以下の事柄について述べる。

即ち、誰に出自が求められるか、どの様な性格だったか、どこで生まれた

か、いつ、どこで学んだかである。さて、この著者は、高名なパーピニウス
を父に、アギリーナを母に持ち、トローサ市民として生を受けたと書かれて
いる 。ブルデガリスとナルボーで学び、
ガッリアで著名な修辞学教師となっ
3

た 。後にローマへと移り、そこでこの詩を作った。ウェスパシアーヌスと
4

その子ティトゥスの時代に学び、小ティトゥスと呼ばれたドミティアーヌス
の治世まで生きた 。高潔な性格に恵まれ、
［20］明敏な頭脳と確固たる記
5

憶力、また輝かしい才能を持ち、弁論術に熟達し、そして自由学芸の知識に
精通していた。こと雄弁さについては、ユウェナーリス（
『風刺詩』7.82-4）
が彼のことをこう記憶するほどであった。

スターティウスが朗読会の日付を決め、都を喜ばせると、人々は彼の心
地よい声と愛すべき詩『テーバイス』を目当てに駆けつける。
「スールクルス」（Surculus）、即ち「高みから歌う人」
（sursum canens）の如
き「スールスルス」
（Sursulus）という名前を与えられたのは、
［30］他の詩
人たちの中でウェルギリウスに次ぐ地位を獲得し、人々の好意を勝ち取った
が故に他ならない 。
6

この本の題は以下の通り。「スールクルス・パーピニウス・スターティウ
スの『テーバイス』第一巻の始まり」（Surculi Papinii Stacii Thebaidos liber

primus incipit）。上述の通り、彼は、まるで「高みから歌っている」かの様に、
「スールクルス」と呼ばれているが、それは添え名（agnomen）である。
「パー
ピニウス」は父に由来する名で、それは家名（cognomen）である。そして、

スターティウス『テーバイス』第 1 巻（長島真以於訳）
「スターティウス」は固有名（proprium nomen）で、［40］その生に対する

確たる信念（statu vite sue）からそう名付けられた。というのも、彼は悪
ついしょうもの

と、移ろいやすい偶運事とに断固として相対し、追従者に心を奪われること
もなく、悲しみの衝撃にも屈しないと考えられていたからである。Thebais,

7
Thebaidos という語は、
「テーバエの物語」を指す女性形の父称名詞である 。

第二巻が続くため、正しく「第一巻」と呼ばれており、全十二巻ある。
「本」
（liber）は「気苦労から自由にする（liberans）もの」ないし「気苦労からの
解放と自由（liberum）を目指すもの」の如く、そう呼ばれる。ユウェナー
リス（『風刺詩』7.63-5）はこう歌っている。
もし彼が詩作のことのみで己を苛んだのではないならば、またもし我ら
の胸が二重の気苦労を抱えず、キッラとニューサの聖域を引きずり回さ
れるのでないならば、詩才はどこで活きるというのか 。
8

ここから、哲学者たちは二柱の神々、即ちバックスとアポッローが詩神であ
ると考えてきた。
［50］アポッローを通じては知性が、バックスを通じては

十分な私財が暗示されよう。「始まり」
（incipit）は、先行するものがないた
めそう呼ばれる。「なぜこれほど多くの名詞が題に含まれるのか」という不

満の声には、
「これらの言葉で以て著者を確立し、作品に真正性をもたらす
ため」と答えよう。
詩の種類は英雄詩形で、人間と同様に神々も
（登場人物に）
含み、
（内容には）
真実と虚構が混ざっている。
この作品に於けるスターティウスの意図はテーバエの物語を記述すること
である。この意図については、多様な人々によって多様な理由が示されてい
る。ある人々はこう語る。「ウェスパシアーヌスの崩御後、彼の子ティトゥ
スとドミティアーヌスは支配欲に心を燃え上がらせ、兄弟の間に憎しみが生
じた。そこで、［60］彼らを諫止するために、この著者はテーバエの物語を

記すことに決めたのだ」
。この要因に従うならば、彼の意図する有益性はこ

の様になる。王権への欲に心を燃やし、
挙句の果てに、
互いを傷つけ殺し合っ
た最悪の兄弟、即ちエテオクレースとポリュニーケースに起こった出来事を
知れば、
彼らも同じ様な罪を差し控えるだろう、
と。この様な意見を言う人々
は、間違いなく、スエートーニウスの以下の記述を踏まえているように思わ
れる。彼は『十二人のローマ皇帝伝』（「ティトゥス伝」9.3）に於いて、と
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りわけティトゥスに関してこう述べている。
［70］
彼の弟ドミティアーヌスは、兄の命を密かに狙うことをやめようとせず、
彼の面前で軍隊を扇動しさえした。しかし、ティトゥスの方は、弟を殺
すこともできたにもかかわらず、彼を追放しようとも、それまでよりも
低い官職に就けようともせず、むしろ互いを愛し続けようとしばしば懇
願し、彼は帝位の後継者だと約束していた 。
9

また、ある人々は、ティトゥスが崩御し、ドミティアーヌスが既に王権を
手にした後にスターティウスがこの作品に取り掛かったのだから、
［80］諫

止の機会はないと考え、著者の意図の要因をこの様に述べている。
「ドミティ
アーヌスの時代、スターティウスは、ローマには各地から詩人が集まり、そ
こでは最高の名誉が得られるということを聞いていた。そこでついに彼も

ローマに来たり、ローマの人々と皇帝の寵愛を得た後に、（詩について）長
くかけて構想した。やがて、非常に古く、ほとんど忘れられかけていたテー
バエの物語を呼び起こし、
［90］記述して記憶に残そうと、またそうするこ

とで、皇帝とローマの人々を喜ばせようと考えたのだ」
。
（こちらの意見に従
うと、）著者の意図は、エテオクレースとポリュニーケース、および両者の
支持者たちの間の戦を記述することである。

（素材の）扱い方は三つに分かれている。というのも、時には歴史を扱い、
時には詩的虚構に携わり、時には寓話を用いているからである。
素材は、エテオクレースとポリュニーケース、および両者の集めた戦列で
ある。もしくは、著者の言葉を借りるならば、
「オエディプース一家の混乱」
（1.17）
、即ち、母イオカスタの姦通者にして、父ラーイウスの殺人者である
非道なオエディプースと、盲目の父を蔑み、王権への欲に目が眩んで、互い
を傷つけ、
［100］殺し合ったエテオクレースとポリュニーケースである。

この作品が目指す目的は、各々の陣営の不運を知り、同様の危難を招きか

ねないほどの高位を、我々が目指すことのない様にすることである。
文体には、ウェルギリウスが全て用いたところの、平明体、中庸体、荘重
体の三種類があることが知られている。文体を作風（caracteres）と呼ぶ人
もいれば、
筆致（stili）と呼ぶ人もいる。彼は、
『牧歌』に於いて平明体を、
『農
耕詩』
に於いて中庸体を、
『アエネーイス』
に於いて荘重体を用いている。我々
の著者は荘重体を用いている。
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（いかなる哲学分野に属しているかについて、この作品は、
）我々に道徳に
ついての教訓を与えるため、政治学を介して倫理学に属している。
［110］倫

理学は二種類に、即ち、各家族を我々が差配する（dispensamus）際の経済
的な（economica）倫理学―というのも、経済（economicus）という語は

差配人（dispensator）という意味を持つからである―と、
政治的な（politica）
倫理学に分けられる。政治的な倫理学は、市民共同体の統治に必要な知識で
ある―というのも、国家（polis）という語は市民共同体（civitas）という
意味を持つからである。
いかなる作家を模しているかということについては、彼自らが最後に教え
てくれる。そこで彼は、「どうか、生き存えよ。だが、聖なる『アエネーイ
ス』とは張り合わず、ただ遠く離れて後を追い、いつもその跡を崇めるのだ」
（12.816-7）と語り、彼が最高のラテン詩人ウェルギリウスを模しているこ
とを示している。

ところで、
［120］彼はドミティアーヌス帝を讃えるために（この詩を）書

いているが、それはテーバエの物語が何らかの点で皇帝に関係しているから
ではない。むしろ、彼は「いつの日か彼の雄大な事績を語るにふさわしい能
力を育むため、この作品に於いて才能を磨いているのだ」と言っている。故
いただ

に、
「やがて来よう、私が、桂冠戴く詩神の霊感で高められ、貴方の事績を
歌いあげる時が」
（1.32-3）と述べている 。同様に、
作品『アキッレーイス』
10

に於いても、皇帝にこう言って約束している。
［130］
「そして、偉大なアキッ

レースが貴方の前座を務めよう」（1.19）。だが、死に阻まれ、各所で約束し
た内容を披露することはできなかった。

この著者は、テーバエの物語を書き始めるにあたって、他の人々の方法に
はらから

正しく倣い、提題、祈願、陳述を行っている。提題に於いては彼は「同胞の
戦を ...」
（1.1）と言い、祈願に於いては「女神たちよ、どこから始めよと命

じるのか」
（1.3-4）と天佑神助を請い、陳述に於いては「はやすでに、背徳
まなこ

えぐ

の眼を報いにふさわしい手で抉り取り ...」（1.46）と語り始めている。

これで、言及が必要な付帯的な事柄は概観した。さあ、歩を進めて、物語

を紐解こう。
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［訳注］
1 こ こ に 訳 出 さ れ た 通 称 ‘In principio’ accessus は ʻthe most widely transmitted accessus to the Thebaid in the thirteenth centuryʼ (Anderson [1997] p.63) で あ る。
本 accessus に つ い て は Anderson (1988) pp.226-9、Anderson (1997) pp.63-9 を、

accessus ad Statium 全般については de Angelis (1997)、Anderson (2009)、Parkes
(2015) を参照。
2 最初の 4 項目は、本 accessus 作者の言葉通り、セルウィウスが『アエネーイス』
注釈の冒頭で掲げる検討項目（circumstantiae）に含まれている。一方、最後の 3
項目は 12-13 世紀の accessus に多く含まれ、聖書注解を中心課題とするスコラ学
の隆盛と、それと不可分な関係にあった古典学習の復興の影響が見受けられる。

3 トローサは現在のトゥールーズ。実際はナポリの生まれだが、Silvae の写本が
1417 年に「発見」されるまで、しばしばトゥールーズ出身の著名な修辞学教師ス
ターティウス・ウルスルスと混同されていた。ボッカチオ『愛の幻想』34 Stazio

di Tolosa、ダンテ『神曲』煉獄篇 21.89 Tolosano、チョーサー『名声の館』1460
The Tholosan that highte Stace 等はこの誤解に由来する。
4 ブルデガリスは現在のボルドー、ナルボーは現在のナルボンヌ。
5 各皇帝の在位は、後 69-79 年、79-81 年、81-96 年。
6 cf. ピサのフグッチオ『派生語辞典』s.v. sursum「sursum ないし susum は場所を
表す副詞。ここから派生した語が surus, -ri である。伐採後に残る切り株、もしく
は木から切り落とされた乾いた枝のことで、一般に ramus と言い換えられる。こ
れに指小辞をつけた派生語が surculus, -li である。スターティウスは、まるで「高
みから歌っている」（sursum canens）かの様に、Surculus と呼ばれた。これは、彼
が他の詩人たちの中でウェルギリウスに次ぐ地位を獲得したからである。そして、
この surculus から、surculo, -as が派生する。これは小枝を刈り取ること、耕す準
備をすることを意味する。ここから surculator が派生する」。なお、この後に続く

4 文（底本の 32-7 行）については、Anderson (1997) pp.66-7 の議論に従い、テク
ストが毀れていると見て、訳出しない。

7 cf. ʻQuaeriturʼ accessus 15-6（底本 p.25）「（アエネーアースに由来する語）Aeneis
や（テーセウスに由来する語）Theseis と同様、（テーバエに由来する語）Thebais
は女性形の父称名詞である」
；Købenltavm accessus（同 p.46）20-21「アエネーアー
スに由来する（語）Aeneis と同様、アキッレースに由来する（語）Achilleis は女
性形の父称名詞である」。

スターティウス『テーバイス』第 1 巻（長島真以於訳）
8 底本は、ユウェナーリスの主要な校訂本では報告されていない読み vexavit (7.64)
および nostra (7.65) を印刷している。ここでは、敢えてそれらの読みに従い、訳
出を試みた。なお、前者については、本 accessus が残る全 6 写本のうち、Ander-

son (1997) pp.68-9 がα系統の唯一の子孫と見なす N 写本のみが一般に正しい読
みとされる vexant を伝えている。後者については、6 写本全てで vestra ではなく
異読 nostra が伝えられている。

9 引用は正確ではない。ここでも本 accessus の底本の通りに訳出する。
10 ここに「桂冠戴く」と訳出した laurigero は、一般に正しい読みとされる Pierio (1.32)
の異読。ただし、上掲のピサのフグッチオ『派生語辞典』s.v. oestrum およびペト
ラルカの桂冠記念演説（Collatio Laureationis 11.23）は laurigero の方を含む本詩
行を引用している。
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Anderson, D. ed. 1988. ʻAppendix 1: “In principio uniuscuiusque actoris”ʻ.
Before the Knight’s Tale: Imitation of Classical Epic in Boccaccio’s Teseida.
Philadelphia. pp.226-34.
Anderson, H. ed. 1997. ʻThe In principio accessusʼ. Medieval Accessus to
Statius. PhD diss. Ohio State University. pp.70-79.
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Anderson, H. 2009. The Manuscripts of Statius. Revised Edition. vol.III: Reception: The Vitae and Accessus. Arlington.
de Angelis, V. 1997. ʻI commenti medievali alla Tebaide di Stazio: Anselmo di
Laon, Goffredo Babione, Ilario dʼOrleansʼ. in N. Mann & B. Munk Olsen eds. Medieval and Renaissance Scholarship: Proceedings of the Second
European Science Foundation Workshop on the Classical Tradition in the
Middle Ages and the Renaissance. Leiden., New York & Cologne. pp.75136.
Parkes, R. 2015. ʻReading Statius Through a Biographical Lensʼ. in W. J.
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はらから

まがまが

こもごも

同胞の戦を、禍々しい憎しみ故に交々争われた王権を、罪深きテーバエを
紐解くよう、ピーエリアの火が我が魂を焚き付ける 。女神たちよ、どこから
1

い

始めよと命じるのか。私は歌うべきか、忌まわしき家の起こりを、シードー
ンからの略奪を、アゲーノールの命じた苛酷な誓約を、海駆け探すカドム
うね

スを 。遥か昔へ遡ることになろう、不浄な畝に兵乱の種を蒔き、埋められた
2

マールス おのの

戦 に慄く農夫について説き明かし 、また、その顛末をも掘り下げるのなら
3

ば―如何なる歌を以てアンピーオーンは山塊をテュルス人の城壁に近づけ
たか 、
［10］何故バックスは血族住まう城市に大いなる怒りを抱いたか 、非
4

5

情なユーノーは何を為したか 、憐れなアタマースは誰に弓を引いたか 、パラ
6

7

エモーンを連れ、イオーニアの大海に身を投げんとする母は、何故恐れを抱
かなかったかを 。ならば今は、カドムスの悲喜は過ぎたものとし、語らずに
8

おこう。オエディプース一家の混乱よ、我が詩の限りなれ 。私はまだ、敢え
9

アルクトス

て歌にはしないのだから、イタリアの軍旗も、大熊座輝く北方での勝利も、
くびき

いただき

二度軛 に繋がれたレーヌスも、二度我らの法に従ったヒステルも、頂 より
引き摺り下されたダーキア人の共謀も、［20］それら以前に、若くしてユッ
てい

ピテルを守られた、かの戦をも 。帝よ、おお、ラティウムの栄光の新たな
10

おこ

誉れよ、御父君が老いて興された新政を継ぎ、ローマが永遠に我が物にと願
1 → * ピーエリア。
2 → * エウローペー、* アゲーノール、* カドモス。「シードーン」はここでは近隣の
都市「テュルス」を指す。

3
4
5
6
7
8
9
10

→ * スパルトイ。

→ * アムピーオーン。「テュルス人の城壁」はここでは「テーバエ」を指す。
→ * ペンテウス。
→ * セメレー。

→ * アタマース。

→ * メリケルテース、* レウコテアー。
→ * オイディプース、* テーバイ物語。

ドミティアーヌス帝の事績が列挙されている。「若くして ... かの戦」は、ユッピテ

ル神殿の鎮座するカピトーリーヌスの丘に於けるウィテッリウス党とウェスパシ
アーヌス党の間の争い（69 年）を指す。当時 17-8 歳のドミティアーヌスがここで
実際にどの様な役割を果たしたのかは明らかではない。
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プレイアデス ボレアース

う陛下よ、たとえ全ての星々を導く路が狭くなり、天に輝ける、 昴 も北風
も物裂く雷をも知らぬ一帯が貴方を誘惑するにせよ、また、燃ゆる脚持つ駿
馬の御者が輝く光輪を貴方の頭上高くに自ら置きたまうにせよ 、もしくは、
11

ユッピテルが広大な天空を貴方と等しく分かちたまうにせよ、どうか、人々
を御することで満足し、
［30］海と陸の支配者であり続けたまえ。そして、
星々
は容赦したまえ。やがて来よう、私が、ピーエリアの霊感で高められ、貴方
の事績を歌いあげる時が。だが今は、我がケリュスの調べにふさわしい語り
がある 、アーオニアの戦が、二王にとって致命の王笏が、際限なく死後も
12

かそうづみ

続く狂乱が、火葬堆で反目し再び争う炎が、墓を欠く二王の亡骸が、両軍の
死で空となった二市が―その時、紺青のディルケーはレルナの血に染まり、
テティスは、普段は乾いた岸に触れるイスメーヌスが、塊を成して流れ来る
ことに驚いたのだ。［40］クリーオーよ、英雄たちの誰をまず私に委ねたま
いただ

うか 。怒りの限度を知らぬテューデウスか、桂冠戴く予言者を突如呑み込
13

かばね

む大地の裂け目か 。ヒッポメドーンも、狂乱し、敵する河を屍の山で押し
14

返しつつ、私を急かす 。かの大胆不敵なアルカディア人の戦いには悼みが、
15

カパネウスには未曾有の恐怖をもたらす歌が求められている 。
16

まなこ

えぐ

はやすでに、背徳の眼を報いにふさわしい手で抉り取ったオエディプース
とが

は、咎ある恥を永遠の夜のうちに沈め、残る命を長い死に委ねていた。闇に
ないおう

身を任せ、館の内奥、天にも陽にも知られぬ場所に潜んでいたが、［50］過

酷な光は衰えぬ羽で心内を飛び回って彼を苛み、胸の内には罪への返報を司
デ ィ ー ラ エ

が ん か

る復讐女神が取り憑いた 。己が命の、おぞましくも哀れな報い、空の眼窩
17

うつ

を天に晒し、虚ろな大地を血濡れた手で叩きつつ、彼は恐ろしい声でこう訴
まがまが

とがびと

えた。
「禍々しき霊と咎人ひしめくタルタルスを治める神々よ、汝、我が眼
11 → * ヘーリオス。
12 以下、後の巻で語られる内容が目次の如く列挙されている。→ * アーオニオス人、
* ディルケー、* レルネー（ここでは「アルゴス人」の意）、* テティス（ここでは
「海」の意）、* イスメーノス 1。
13 → * クレイオー。以下、本作に於ける所謂「テーバイ攻めの七将」のうち、* ポリュ
ネイーケース と * アドラストスを除いた 5 人が列挙されている。
14 → * テューデウス、* アムピアラーオス。
15 → * ヒッポメドーン。
16 → * パルテノパイオス、* カパネウス。
17 → * エリーニュスたち。
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にも陰濃い底に映る蒼白なステュクスよ、そして、一度ならぬ我が祈請を聞
ぜ

よみ

き慣れたティシポネーよ、非道な願いを是とし、嘉したまえ 。いやしくも、
18

私に何ほどかの価値があったのならば。いやしくも、汝らが、母より生まれ
うが

し私を懐に抱き、
［60］足裏に穿たれた傷を癒したのならば。ポリュブスを
偽りの親とし、甘んじて生を送ることが出来たであろうにもかかわらず、い
やしくも、実の父を求め、双の峰の間に広がるキッラの泉を目指し、ポーキ
さ ん さ

あ い ろ

スの三叉の隘路で高齢の王の髪を掴み、怯える老君の顔を切り裂いたのなら
ば 。いやしくも、汝らの手引きの下で、邪険なスピンクスの謎掛けを巧み
19

に解いたのならば 。いやしくも、甘美な狂気、母との悲しむべき交わりに
20

はいぎゃく

我が身をやつし、汝らもよく知る通り、悖 逆の夜を幾度も過ごして汝らの
ために子らをもうけ、［70］そして、すぐに己が罪の報いを切望し、物裂く

指に身を委ね、哀れな母の下に眼球を落として来たのならば 。聞き届けよ、
21

いやしくも、この願いが私に相応しく、汝ら自身が狂者に吹き込むような類
まなこ

のものであるならば。いかなる床で宿したにせよ、あの者たちは、眼を欠き、
玉座を失った私に手を差し伸べず、その悲しみを言葉で慰めようともしな
かった 。それどころか、見よ、彼らは傲慢で―ああ、なんたる悲痛―
22

さげす

いと

我が破滅以来長く王位にあり、父の盲目を蔑み、父の悲嘆を厭っている。彼
い

らにとってすら私は忌まわしい存在なのか。それを、神々の父はみそなわし
つつも、無視されるのか。我が正当な報復者よ、［80］少なくとも汝はここ
こうえい

いただ

へ来れ。我が後裔に未来永劫罰を与えよ。戴け、
血濡れた爪で引き剥がした、
まみ

はらから

血糊に塗れたこの王冠を。父親の祈請に駆り立てられ、同胞の間へ行き、彼
タルタルス

らに立ち向かえ。剣をして、血の絆を断ち切らしめよ。与えよ、冥府の洞の
わこうど

女王よ、私が見たいと望む通りの非道を、さすれば若人らの心も遅滞なく従
おう。来れ、汝にふさわしく、さすれば彼らは我が子と自ずと知れよう」
。
こう言う彼に、苛烈なティシポネーは冷酷な顔を向けた。たまさか女神
は、陰鬱なコーキュートゥスのそばに座り、髪をおろして、［90］蛇らに硫
黄の水を舐めさせていたところ 。すぐに、暗然とした河岸から飛び上がっ
23

18
19
20
21
22
23

→ * タルタロス、* ステュクス、* ティーシポネー。
→ * ラーイオス。
→ * スピンクス。

→ * イオカステー。

→ * エテオクレース、* ポリュネイケース。
→ * コーキュートス。
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たが、その速さたるや、ユッピテルの雷火も流星も及ばぬ。死霊の群れは女
まみ

こんぱく

主人に見えるのを恐れて道を譲り、彼女は霊たちの間を通り、魂魄に満ちた
もんいき

陰湿な大地を抜けて、一度またげば二度とは戻れぬタエナルスの門閾を目指
した 。
「日」は女神の到来に気づき、その輝く馬たちを「夜」は漆黒の雲を
24

そび

以て遮り、怯えさせた 。遠くでは聳え立つアトラースが震え、揺れる肩か
25

ら天を振り落とした 。ティシポネーは、マレアの谷間より地上に飛び出し、
26

［100］馴染みの道をテーバエへと急いだ 。彼女がこれより速く行き来する
27

道は他になく、また所縁の地タルタルスの方をここより好むこともなかっ
さんたん

こうべ

ケラスタエ

た。惨憺たる頭の上では、群れの一部を成す角蛇百匹が逆立ち、女神の顔に
陰を落としていた。窪んだ目の奥深くには鉄色の光が宿っていたが、それは
ちょうど、苦悩するポエベーがアトラキアの魔術で雲間に赤く染まるときの
うみ

はら

様 。皮膚は毒に満たされて張り、膿を孕んで膨れていた。暗鬱な口から吹
28

もろたみ

おぞま

き出る熱気は、止まぬ乾き、病、飢餓、そして諸民の死をもたらす。悍まし
い上衣は背面でこわばり、その鉄紺の結び目は胸元で結ばれていた。
［110］
この装いはアートロポスとプローセルピナ自らが作り直した物だった 。や
29

たいまつ

がて、
怒りがティシポネーの両の手を震えさせた。一方は火葬の松明で輝き、
みずち

他方は生ける蛟を持ち、空を鞭打っていた。
いただき

キタエローンの険しい嶺の、その頂が天にも届くかという地に立つと、女
神は緑色の髪から、おぞましいシュルシュルという摩擦音を、地上への警告
として響かせた。広く、アカエアのあらゆる海岸もペロプスの王国も共鳴し
た 。天指すパルナーススはその山腹で、また厳格なエウロータースもそれ
30

を聞き、響きはオエータの山腹を打ってその嶺を揺らした 。［120］イスト
31

24 ペロポンネースス半島最南端のタエナルス岬には冥界への入口があるとされてい
た。

25 → * ヘーリオス、* ノクス。
26 → * アトラース。
27 所謂 ʻpoetic licenseʼ により、ペロポンネースス半島南南東のマレア岬と前述のタ
エナルス岬が同一視されているが、厳密には両者は 60km 程離れている。
28 アトラキアはギリシア中部の地名テッサリアの別名。「ポエベー」（→ * ポイベー）
はここでは「月」の意。「（月の）苦悩」は「月食」を指す常套句。テッサリアの魔
女たちは秘術を以て月を天空から引き下ろすことが出来ると考えられていた。

29 → * アトロポス、* プロ（ー）セルピナ。
30 → * ペロプス。ここでは「ペロポンネースス半島」の意。
31 「厳格な」は、エウロータース川がスパルタ付近を流れることにちなむ枕詞。
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さ ま よ

ムスも、あわや両の海にのまれるところ。かの母は、海を彷徨うパラエモー
ンを体反るイルカの手綱から自ら奪い取り、その胸に押し抱いた 。
32

さて、ティシポネーがカドムスの城砦へとまっしぐらに降り立ち、習いの
はらから

雲で館を汚すやいなや、胸の奥で同胞の心は激しく揺さぶられた 。一族ゆ
33

ねた

かりの狂気と、幸せな者に対する嫉 みという病、そして憎しみを生む恐怖
が、さらに、支配への狂える愛が、互恵の断裂が、次位に甘んじれぬ野心が、
ぜってん

絶巓に一人立つという、何より甘美な欲望が、分かち合われた王権にはつき
ものの不和が、二人の心に忍び込んだ。［130］それはあたかも、猛る家畜

の群れから選び出した二頭の若い牡牛を、農夫がひとつの鋤に繋ごうと試み
こうべ

る時の様。いまだ幾度も鋤を背負わされておらず、逞しい頭を剛健な肩へと
下げたことがない牛たちは、怒り、互いに別の方へと引っ張り合い、等しい
うねみぞ

力で結びをほどいて、ばらばらな足跡で畝溝を蹂躙する。まさにそのように、
はらから

不和は御し難い同胞をすぐさま激しく狂わせた。盟約により、統治と亡命の
のり

隔年交代が定められた。この邪険な法を以て、彼らはフォルトゥーナに変節
し

を強いたのである 、王位を保持する者を、［140］期日の切迫と共に、請求
34

者が常に悩まし続ける様にと。これが同胞の愛、これが戦を遅らせる唯一の
障壁だった。だが、それも二人目の王まで続くまい。いまだ、金属で贅沢に
そび

飾られた黄金色の天井の鏡板も、ギリシアの大理石が聳え立ち、来客が集ま
るのに十分な広間も、輝いてはいなかった。王の穏やかならぬ眠りを見守る
いと

槍もなく、輪番を厭う帯剣の不寝番もおらず、宝石を葡萄酒と触れ合わせ、
はらから

食物で黄金を汚そうと腐心する者もいなかった。
［150］同 胞を戦に向かわ
せたのは権力そのもの。その争いは貧しい王国を巡ってのものだった。どち
らが河幅狭いディルケーの荒野を耕し、どちらがテュルスの放浪者の高から
ぬ玉座に狂喜するかが定まらぬ間に、人の法も神の掟も、生死の徳性も方正
も、全てが滅んだ 。ああ、哀れな男たちよ、お前たちの怒りはどこを目指
35

しているのか。これほどの大罪で、天の両極が目指されたらどうなるだろう
エーオース

かなめ

か、太陽神が 曙 差す東の要から姿を現しつつ、またヒベーリアなる西の門

ボレアース

に沈みつつ眺める地が、彼が遠くから斜光を放ちつつ触れる地、即ち北 風
32
33
34
35

→ * レウコテアー、* メリケルテース。

「カドムスの城砦」はここでは「テーバエ」の意。
→ * フォルトゥーナ。

→ * ディルケー。
「ディルケーの荒野」と「テュルスの放浪者」はここではそれぞ

れ「テーバエ」と「カドムス」の意。
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ノトゥス

が凍てつかせる地や、［160］湿った南風がその熱で温める地が。はたまた、

プリュギアやテュルスの富が一所に集められていたらどうなるだろうか。だ
はいぎゃく

が、お前たちの憎しみを満足させたのは呪われた地と悖逆の館。恐ろしい狂
あがな

気で購ったのは、オエディプースの座だったのだ。
くじ

はやすでに、籤運を欠き、ポリュニーケースの登極は待たれることとなっ
た。苛酷な王よ 、汝にとって、その時の何という日だったかことか、全て
36

こうべ

の権力を我が物とし、全ての人々が隷従し、垂れぬ頭などどこにもない様を、
むな

え ん さ

虚 しい館で、一人眺めたあの日の。早くも、怨 嗟の声はエキーオーンの民
もだ

の間で密かに広がり、人心は黙しつつも元首から離反する 。大衆の習いで、
37

後から来る人の方が好まれたのだ。［170］そして、ある人は、押し付けら
こうべ

れた支配者を卑しい毒舌で害し、頭を従順に垂らして堪え忍ばないことこそ

が最善と考え、こう呼ばわった。「オーギュグスの国に、非情な運命はこの
くじ

うなじ

様な籤を引き与えたのか、恐れるべき対象をしきりに変え、ためらう項を交
くびき

こもごも

互の軛で従えるという 。彼らは人々の定めを交々転がし、運命を弄んでい
38

る。交代で亡命者となる者たちに、私は常に奴隷として与えられるというの
か。神々と大地の偉大なる父よ、盟主たちにこの様な発想を与えることにし
いにしえ

たのはあなたか。それとも、古のテーバエの予兆が今なお続いているのか、
か

み

［180］その往時、カドムスが、シードーンの雄牛の甘美な積荷をカルパトゥ
スの海に甲斐なくも探すよう命じられ、放浪のうちにヒュアンテス人の地に
はらから

国を建て、大地の裂け目に孕ませた同胞の戦列を、凶兆の種として、後の子
孫にまで遺した、あの時より 。見えるだろう、同輩を欠くと、権力という
39

きつりつ

おびや

物が、いかに苛酷に増長し、屹立して、狂暴な表情で我らを脅かすかが。な
んと脅迫的な顔か、万物を圧する彼の、なんと傲慢なことか。やがて一市民
になることなど、彼にできようか。かたやあの方は、嘆願者に優しく、弁も
立ち、彼よりも公平を重んじる人だった。［190］何の驚きがあろう。あの

方は独りではなかったのだから。我々はといえば、宿命のあらゆる企てに曝
ボレアース

され、あらゆる君主に召し出される卑しい存在。こなたでは冷たい北風が、
エウルス

あなたでは雲運ぶ東風が帆を引っ張るとき、船の命運はそれらの間で揺れ動
く―ああ、定かならぬ恐怖で引き延ばされ、いかなる民にも耐え得ぬ仮借
36
37
38
39

→ * エテオクレース。

→ * エキーオーン。「エキーオーンの民」はここでは「テーバエ人」の意。
→ * オーギュゴス。「オーギュグスの国」はここでは「テーバエ」の意。
→ * エウローペー、* スパルトイ。
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なき運命よ―、まさにそのように、一方は支配し、他方は脅かすのだ」
。
たいめい

さて、選ばれし神々は、ユッピテルの大命により、急転する天の広間へと
ないおう

ちょうせき

召集され、天の内奥に集まっていた。ここからは、朝夕の宮居も、全天の下
に広がる陸海も、
［200］万物が同じ隔たりのうちにある。ユッピテルは神々
おも

きら

の間を一際高く進み行く。面は穏やかながら、皆を震えさせつつ、星が煌め

く玉座に着く。天に住まう神々は、すぐに座ろうとはせず、父神が静かに手
を振り、許しを賜るのを待った。やがて、彷徨える半神の一団や 、空高い
40

かしこ

こんじき

雲の親戚たる河神たちや、畏まり、轟音を抑えつけた風神たちが金色の宮殿
を満たすと、天堂は多様な神々の威厳に震憾し、屋根は一層の晴天に輝き、
もだ

門扉は神秘的な光で華やいだ。［210］沈黙を命じられ、
世界が恐怖で黙すと、
ユッピテルは高みから切り出した。その神聖な言葉には、重く、不変の威厳
デ ィ ー ラ エ

が伴い、運命もその声に従う。
「地上の罪と、復讐女神にも鎮められぬ、死
かこ

とが

すべき人間の気性を、私は託とう。いつまで、咎ある者たちへの懲らしめを
きら

急かされねばならぬのか。煌めく雷電で打ち据えるのはもう御免だ。とうに、
働き者のキュクロープスたちの腕も弱々しく垂れ下がり、アエオリアエの
かなとこ

鉄床の火も消えてしまっている 。思えば、私は以前にも悩まされた、太陽
41

神の馬が偽りの御者に解き放たれ、日輪が軌道を逸れて暴走したために、天
空が焼かれ、［220］大地がパエトーンの灰で荒野と化したことに 。だがそ
42

ほこ

れも無益だった。兄よ、貴方が力強い鉾を以て、禁じられた陸地へと海をし

て広く進ましめたことも、無益だったのだ。さあ、私自らが血を分けた両の
家を罰しに降ろう。彼らの血統は、源より出でて、
一方はアーオニアなるテー
バエを流れ、他方はペルセウスゆかりのアルゴスに分かたれる 。皆に植え
43

付けられた性向は今なお変わらない。知らない者の誰がいよう、カドムスに
エ ウ メ ニ デ ス

よる殺害を 、地底の棲家より度々戦へと呼び起こされる復讐女神を、邪悪
44

な狂喜のうちに森を馳け廻る家婦たちを 、神々に対する、黙すべき非道を。
45

40 半神は、神々でも人間でもないため、天界よりは低い区域、星々と大気が接する
空間に住まうとされる。

41 → * キュ（ー）クロープスたち。火山性のアエオリアエ群島には、彼らと * ウゥルカー
ヌス がユッピテルの雷電や他の武具等を作る鍛冶場があるとされた。

42
43
44
45

→ * パエトーン。
→ * ペルセウス。

テーバエ建国時の * ア（ー）レース 神ゆかりの竜退治を指す（→ * カドモス）。
→ * バッカイ。
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まがまが

［230］日中のうちに、また追い払われた夜を以てしても、彼らの行いや禍々

しい子孫たちを数え上げることは適うまい。なんと、
この不敬の継嗣などは、
む

こ

けが

父の寝台に上がり、無辜の母の子宮を穢すことを追い求め、―ああ、なん
たる非道―帰ったのだ、自らの出で来た場所へと。それでも彼は、神々に
た

む

対して永遠の贖罪を手向け、日の光を己から拭い去り、もはや我らの、天な
る空気を糧とはしなくなった。だが、―おお、常軌を逸した悪業よ―そ
にじ

い

の息子たちは、落ちた眼玉を踏み躙ったのだ。忌まわしい老人よ、今、今こ
おお

そ、お前の誓願は叶えられよう。お前の目を蔽 う闇は、［240］ユッピテル
まがまが

を報復者と願うに相応しい。罪深い王国に新たな騒乱を投じ、この禍々しい
一家全体を根絶やしにしてくれよう。義父となるアドラストゥスと、神々の
加護なき婚姻よ、我がために戦乱の種となれ。私は、かの家をも、罰を以て
責めることと決めている。偽りを言うタンタルスとその残酷な宴席の無礼は、
我が胸底に秘められ、忘れられることはないからな 」。
46

全能なる父神はそう語った。しかしユーノーは、彼の言葉に傷つけられ、
燃える心中に予期せぬ悲しみを抱きつつ、こう反論した。「ああ、比類なき
正義の神よ、
［250］私に命じるのですか、この私に、戦に加われと。ご存

知のはずです、私が常に、力も富も尽くし、キュクロープスの建てた城と、
名にし負う偉大なポローネウスの王権を加護していることを 。その地で、
47

ふ ら ち

ほふ

不埒な貴方はといえば、眠りと死を以てパルスの雌牛の見張りを屠り 、塞
48

がれた塔にすら黄金と成って入り込んだ様ですが 。いいえ、身を変じての
49

おも

情事は大目に見ましょう。私が憎むのは、貴方が面を晒しながら向かった都
とどろ

市、私たちの偉大な婚姻の保証人たる雷鳴を轟かせ、私のための稲妻を投じ
た地なのですから 。贖罪はテーバエにさせればよいこと。なぜアルゴスを
50

かたき

その敵に選ぶのでしょう。我らの神聖な愛の契りにそれほど不満があるのな
いにしえ

ら、
やってみなさい、
［260］武器を以て、
サムスと古のミュケーナエを滅ぼし、
にえ

スパルタを壊滅させればよい 。貴方の妻の祭壇は、どこであれ、なぜ贄の
51

46 → * タンタロス。
47 → * ポローネウス。「キュクロープスの建てた城」と「ポローネウスの王権」はこ
こでは「アルゴス」の意。

48
49
50
51

→ * イーオー、* アルゴス 2。
→ * ダナエー。
→ * セメレー。

サモス島は * ヘーラー 信仰が特に盛んな地として知られる。また、アルゴス、ミュ
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血と東方の香を嘉納し、なぜ暖められるのでしょう。マレオーティスなるコ
プトスや、銅鑼を鳴らして嘆くニールスの流れの方が、祈りの際に良い煙を
あがな

立てるというのに 。しかし、もし人々が父祖の罪を贖わねばならず、また
52

せいそう

もし星霜経る歳月の頽廃を吟味するという考えを、悩みの助けとして、今更
思いついたというのなら、どの時代まで遡り、大地の狂気を拭い、世紀を正
せば満足なのでしょう。真っ先に、［270］アルペーウスがシキリアの想い
さ ま よ

人を追い、海彷徨う波となって通り過ぎる、あれらの町々から始めねばなり
はいぎゃく

ますまい 。一方では、悖逆の地に、―恥ずかしくないのですか―アル
53

カディア人たちが貴方の神殿を建てています。
他方、
オエノマウスのマーウォ
ルスゆかりの戦車と、ゲタエなるハエムスの麓にこそ相応しい馬の地では、
求婚者たちの首が、胴体から引き裂かれ、今なお埋葬されずに硬直している
とが

というのに、そこでも貴方は神殿の誉れを享受しているのです 。咎あるイー
54

よみ

ダと、貴方の死について嘘をついたクレータをも、貴方は嘉しています。な
らば、なぜ私がタンタルスの地に宿ることを妬むのですか 。戦乱を遠ざけ、
55

こうえい

まがまが

［280］貴方の後 裔を憐れんでださい。数多あるではないですか、禍々しい
婿らを被るのにより適した、貴方を敬わない王国は」
。

非難に嘆願を交えつつ、ユーノーは話し終えた。感情に突き動かされ、言
葉は苛烈だったが、ユッピテルは打ち拉がれることなく、こう返した。「な
んであれ、
私がお前のアルゴスに対して決めたことを、
たとえそれが理に適っ
ていようと、お前が素直に受け入れるだろうとは思っていなかった。いや、
彼らのことも忘れてはいない。機会さえ十分にあれば、バックスやディオー
ネが、長々とテーバエの弁護を試みるであろうことも 。だが、我が貫禄に
56

ケーナエ、スパルタは女神が「特に寵愛する 3 つの町」とされる（ホメーロス『イー
。
リアス』4.51-2）

52 → * イーシス（前述の * イーオー と同一視されていた）。マレオーティスはアレク
サンドリア近郊の汽水湖だが、ここでは「エジプトの」の意。

53 → * アルペイオス。
54 ピーサのこと。→ * オイノマーオス。ここでは彼の駆る馬が * ディオメーデース 1
の飼う人食い馬になぞらえられている。

55 → * タンタロス。「タンタルスの地」はここでは「アルゴス」のこと。
56 → * ディオニューソス、* アプロディーテー（しばしば母親の名を取って * ディオー
。後者はテーバエの建国者カドムスの妻 * ハルモニアー の母。
ネー 1 と呼ばれる）
両者のテーバエ弁護の演説はそれぞれ第 7 巻と第 3 巻で語られる。

スターティウス『テーバイス』第 1 巻（長島真以於訳）
対する畏敬の念が彼らを阻んでいるのだ。実に、恐ろしい泉に、兄のステュ
クスの海にかけて、
［290］永遠不変の誓いを立てよう 、言葉によって私が
57

説得されるようなことは決してないと。さあ、キュッレーネー生まれの我が
子よ、翼を休ませず、追い風よりも速く飛び、澄んだ空を通って闇深い王国
へと降り立ち、汝の叔父に言うのだ 、
『老ラーイウスをして上空へと上がら
58

しめよ』と。彼は、我が子に殺されたが、深遠なるエレブスの法により、い
まだレーテーの彼岸に受け入れられてはいないからな 。そして彼に、その
59

い

忌まわしい孫に対して、我が命令を伝えさせるのだ―それは孫王自らの望
たの

むところでもある―、『亡命の身上を恃み、アルゴスの厚遇に増長したお
はらから

前の同 胞を、不遜にも王宮から遠く締め出し、［300］交代で王になる栄誉
も

と

を拒絶すべし』と。ここから怒りの原因が生まれる。後のことは相応しい様
に私の方で進めておこう」。
アトラースの孫は父神の言葉に従った。こうして、すぐに翼の生えたサン
かかと

ダルを踵に結わい付け、帽子で髪を覆って星々の火を遮ると、
右手に杖を持っ
た。それは、甘美な眠りを追い払い、また再びもたらす際に、暗黒のタルタ
ルスに降り、血の気の失せた霊に生命を吹き込む際に用いる、
習いの杖であっ
た。飛び降りると、柔らかな空気に迎えられ、彼は身震いした。時を置かず、
虚空の内を素早く、高く飛ぶことに決め、
［310］雲に大きな弧を描いた。

オエディプースの子は、亡命者として、久しく祖国を離れて放浪していた
さ ま よ

が、こうする間も、人目に触れず、アーオニアの荒野を彷徨っていた。まさ
はら

に今も、得られぬ定めにありながら、王国への野望を心に孕み、長い一年が
ぐずつく星座ともども進まぬことを嘆いているところ。昼も夜も彼の心を奪
はらから

まみ

う懸念はただ一つ、いつの日か、同胞が王位を退いて地に塗れ、自らがテー
バエと権力を手にするのを目にできるかということのみで、その日のためな
かさ

ら、命を代価に払ってもよいとさえ思う。いま亡命という出費が嵩んでいる
かの様に悲憤したかと思うと、［320］すぐに今度は支配者の気負いを高ぶ

らせ、尊大にも、同胞が追い落とされた玉座に己が座る様を想像する。心許
ない希望は彼の精神を引き摺り、喜びは願いが長引く間に底を突いた。それ
から彼は、イーナクスの都、ダナエーゆかりの地にして、太陽を払われ、暗

57 → * ハーデース、* ステュクス。
58 → * メルクリウス（* ヘルメース）。「汝の叔父」は前述の * ハーデース を指す。
59 → * エレボス、* レーテー。彼岸に渡ることができないのは、死因が親殺しだから
ではなく、埋葬されないままになっているため。
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闇に包まれたミュケーナエへと恐れず旅することを決意したが 、それを先
60

エリーニュース

導したのは復讐女神か、道の偶然か、はたまたアートロポスの抗えぬ招きか。
オーギュグスの民の狂気に呻る林間の空地と、バックスに捧げられた血で肥
こうべ

えた丘を去ると、キタエローンが緩やかに横たわり、［330］やつれた首 を
がんりょう

海の中へと傾げる地を通り越した。それから、岩稜にしかとしがみつき、悪
名高いスキーローンの懸崖と、紫髪の老王が治めたスキュッラの地、そして
はざま

平穏なコリントゥスを後にし、間の地で二つの波音を聞いた 。
61

はやすでに、ポエブスは去り、水平線上に姿を現したティーターニスは、
静寂する大空を駆け、露をもたらす二頭立ての馬車で冷たい大気を薄めてい
た 。いまや、家畜も鳥も静まり返り、
「眠り」は上天からひらひらと舞い降
62

り、飽くなき不安に忍び込んで、
［340］辛い生に心地よい忘却を与える。だが、
ひ

緋色の空に浮かぶ雲が陽の帰還を約束することもなく、またポエブスの反照
は く ぼ

で陰が薄まり、長引く薄暮が輝くこともなかった。地表の側ほど濃く、光を
一切通さぬ闇夜が、天空を覆った。いまや、アエオリアの堅牢な閂は打ちつ
ほ え た

けられて音を立て、やがて来る嵐は喧騒を以て脅かしていた 。吼立つ風は、
63

ちょうつがい

てんきゅう

交わって衝突し、蝶番を外して天穹を引き落とすと、皆で天空を奪い合う。
アウステル

しかし、南風が覇者となり、
［350］暗い渦を作って闇夜を積み重ねると、降
ボレアース

へきれき

らせた雨を今度は猛る北風が冷たい息吹で凝固させた。さらに、物裂く霹靂
す

は鳴動し、空は擂られて、突然の雷火に破れた。すでに、ネメアも、タエナ
ルスの森と境を接するアルカディアの高嶺も雨に濡れ 、イーナクスは奔流
64

をなし、エラシーヌスも膨れあがって、冷たい波を立てていた。以前は砂塵
に覆われ、人が踏み歩いていたような河も、もはや壁なす土手に狭められる
しょうたく

いにしえ

ことはなく、レルナの沼沢も底から再び湧き出し、古の毒で泡立った 。
［360］
65

森はみな打ち砕かれ、老いた枝葉は嵐に一掃される。長年日の目を見ること

60 → * イーナコス、* ダナエー、* アトレウス。ミュケーナエはここでは近隣の都市「ア
ルゴス」と同一視されている。

はざま

61 → * スキーローン、* スキュラ。「間の地」は「イストムス」を指す。
62 → * ポイボス、* ティーターニス（* ポイベー）。ここではそれぞれ「太陽」と「月」
の意。

63 → * アイオリア。
64 所謂 ʻpoetic licenseʼ により「接する」と表現されているが、ペロポンネースス半
島最南端のタエナルスと中部のアルカディアは大きく離れている。

65 → * レルナ。
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はなかった、陰深いリュカエウスにある家畜の夏営地でさえ、露わにされた。
彼は、山が裂け、岩が飛ぶ様を見ては驚き、雲から生まれた河が山を流れ降
り、また牧夫と家畜の棲家がいたる所で激しい旋風に奪い去られる様を聞い
ては震えした。気は動転し、道のりも不確かだったが、
それでも歩みを緩めず、
むさぼ

よ

も

静寂な闇に包まれた詫びしい道を、貪るように進んでいった。四方から恐怖
はらから

が、四方から同胞が、彼に襲いかかった。それはあたかも、冬の海に捕らわ
か

こ

れた水 夫のよう。［370］月も怠惰な北斗七星もその光で愛想よく道を示し
はざま

すぐ

い

はせず、空と海の暴乱の間でなす術なく立っているが、そうする間も、忌ま
いわお

きつりつ

へ さ き

わしい波に隠された岩礁か、泡だつ鋭利な巌が、屹立する舳先に衝突するの
を期待している。まさにそのように、カドムスの血を引く英雄も、漆黒の森
を急ぎ抜け、幅広の盾を構えて凶暴な獣たちの棲家を震わし、胸を押し出し
て藪を切り開いた―不安のもたらす陰鬱な力が彼の心を鼓舞したのだ。や
がて、闇はイーナクスゆかりの家々に破られ、［380］市壁に明かりを投げ

かけるラーリーサなる丘が姿を現した 。あらゆる希望に急き立てられ、彼
66

こ な た

はそこへと飛んで行く。此方には左手に高きプロシュムナのユーノー神殿が、
あ な た

彼方にはヘルクレースの炎で知られるレルナの黒い淀みがあった 。ついに
67

城門が開き、彼は都の中へ通された。すぐに王館の前庭を見つけ、ここに風
かじか

雨で悴んだ四肢を投げ出すと、見知らぬ宮殿の門に寄りかかり、固い寝床に
浅い眠りを呼び込んだ。

よわい

その地では、平穏な人生の中ほどを過ぎ、［390］齢 を重ねて老境に入っ

た王アドラストゥスが民を治めていた。彼は父祖に恵まれ、両親の血から

ユッピテルに遡ることができた。優れた性別の子はいなかったが、女子に富
み 、世話を誓う二人の娘に支えられていた。その彼に、ポエブスは予言し
68

ていた―ああ、なんと、言うに恐ろしい予言！だがその真意はすぐに明か
されたのだ―、『運命に導かれてやって来る剛毛の猪と黄金色の獅子こそ
が彼女らの婿となる』と。自ら考えを巡らせた父親も、また、汝、未来に精
通するアンピアラーウスも、どちらもこの予言を理解できなかった 。なん
69

となれば、アポッロー自らがそれを阻んでいたのだ。父親の不安は心の内で
66 → * ラーリッサ。
67 → * プロシュムナ、* レルナ。
68 原文の動詞 virebat（393）は vir「男」と語呂合わせになっている。「より丈夫な性
別の子はいないが、世話を誓う女子二人がいたので大丈夫」といったところか。

69 → * アムピアラーオス。
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いにしえ

はらから

すると、見よ、運命によって古のカリュドーンを離れ―同胞の流血に対

する自責の念が、恐怖となって彼を駆り立てたのだった―、オーレノスゆ
かりのテューデウスが、眠気を誘う夜の下、同じ森を踏み越えてくる 。同
70

ノトゥス

じく南風と雨に打たれて憤り、背中には氷が貼り付き、顔と髪は雨で濡れて
ひさし

いる。そして、先客が冷たい土の上に体を投げ出している、その同じ庇の下
へと、彼も入り込んだ。この二人に、運命は血生臭い狂気を吹き込んだ。二
人とも、一つ屋根の下で夜を追い払うことに我慢がならなかった。暫くの間、
そし

互いに長々と脅し文句を並べ合っていたが、
［410］放たれた謗 りに怒りを
もつ

しかと募らせると、共にすっくと立ち上がり、肩を露わにして、拳闘に縺れ

込む。一方は上背で上回り、四肢も長く、年も若い盛り。他方テューデウス
みなぎ

には、気合いが劣らぬ力をもたらし、四肢に漲る尚武の気性は小さな体を従
ひょう

えていた 。組み合う二人は、まるで投槍かリーパエイーの雹のように、顔
71

こぶし

うつ

や窪んだこめかみの辺りを続けざまに拳で打ち合い、膝を屈めては虚ろな下
腹を殴り合った。［420］その様を喩えれば、四年の歳月が経ち、ピーサの

雷神の下に祭典が戻り、男たちの血と汗で砂塵が燃え上がるときのよう 。
72

かたや観客間の競り合いは若者たちを焚き付け、かたや締め出された母親は
息子の入賞を期待して待っている。名誉への欲ではなく、ただ憎しみのみに
かぎなり

煽り立てられた二人は、まさにそのように相手に襲いかかった。鈎状にした
まさぐ

手は、顔の内奥を弄 り、窪んだ眼球の奥深くへと入り込んだ。ことによる
は

と、二人は脇に佩いた剣を抜き合い―怒りはそれほどにまで彼らを掻き立
わこうど

かたき

てていた―、そして、テーバエの若人よ、汝は敵の手にかかって倒れ―
はらから

その方が良かったのだ―、同胞に悼まれていたやもしれぬ、
［430］もし、
え ん さ

かの王が、常ならぬ闇夜の喧騒と、胸の奥で喘ぐ怨嗟の声に驚き、彼らの方

へと歩んでこなかったならば。穏やかだが気苦労の多い老年は、十分な眠り
たいまつ

を与えず、王の重荷となっていたのだった。その時彼は、無数の松明を従え
は ら か ら

70 → * カリュドーン、* テューデウス。「同胞の流血」はテューデウスによる彼自身

の兄弟の殺害を指す。
「オーレノス」はアエトーリア地方にあるカリュドーンの近
隣の都市で、
「オーレノスゆかりの」はここでは「カリュドーンの」ないし「アエトー
リアの」の意。

71 「テューデウスは、体こそ小さかったが、勇士であった」（ホメーロス『イリーアス』
5.801）。
72 「ピーサの雷神」と「祭典」はそれぞれ「* ゼウス」と「* オリュムピア競技」を指す。
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かんぬき

しきい

て、天井高い広間を通り、閂を開けさせると、眼前の閾に、言うも恐ろしい
光景を目にした。二人の顔は引き裂かれ、頬は血の雨に塗れていた。「怒り
も

と

の原因は何だ、若い異国の方々よ―というのも、私の民はこれほどまでの
喧嘩に訴えようとはしないからだが。その抑え難い執念は何だ。［440］何
し じ ま

故憎しみを以て夜の静寂を破ろうとする。昼はそれほどまで短いか。心の安

らぎと眠りを、ほんのわずかに受け入れることですら不満か。だが、まずは、
いさか

どうか教えてくれ、貴方たちはどこで生まれ、どこへ旅しており、この諍い
は何なのかを。これほどの怒りが、貴方たちが卑賤な生まれではないことを
明かしている。流血は尊大な出自の明らかな印だからな」
。
ね

王がこう言い終えるや否や、二人は、互いを睨めつつ、怒りの声を交えて、
話し始めた。
「ああ、仁慈溢れるアカーイア人の王よ、どうして言葉が必要
まみ

でしょう。血に塗 れた我らの顔を、自らご覧になっているではありません
か」。言葉の端々からは［450］苛立ちと苦味が感じられた。次いで、テュー
はら

デウスが先に語り出した。「悲運の慰めを求め、怪物孕むカリュドーンの富
とアケローウスの地を後にしてきました 。そして、ご覧の様に、貴方の領
73

内に居る間に、この巨大な夜の闇が私を覆ったのです。軒下で悪天を避けよ
こ や つ

うとする私を邪魔した此奴は何者なのでしょう。よもや、たまさか自分が先
にこの門まで来たからとでもいうのでしょうか。半人半馬のケンタウルスど
むつ

もも一所に住まい、アエトナのキュクロープスたちも睦まじく暮らすと聞き
ます 。凶猛な怪物たちにすら、生得の法と固有の掟は存在するのです。私
74

たちの場合、大地を寝床にと分け合うことは―［460］ああ、だが、それ

が何だと言うのか 。お前が誰であれ、今日私から戦利品を奪い、喜んでこ
75

こんぱい

こを離れることになるか、もしくは、湧き出る悲しみで困憊していない限り、
私が、偉大なるオエネウスの家に生まれた、マールスの穢れなき末裔である
ということを、お前に見せつけてくれるか、そのどちらかだ 」
。
「気骨と血
76

統なら私も欠いてはいないぞ―」。他方はそう返したが、心では運命を自
た め ら

覚し、父の名を明かすことは躊躇われた。続いて、アドラストゥスが穏やか
に言った。
「もうやめになさい。夜と思わぬ勇気か怒りかが駆り立てた脅し
文句は忘れて、館に入りなさい。さあ、互いの右手を重ね、心から誓うので
73
74
75
76

→ * カリュドーンの猪狩、* アケローオス。

→ * ケンタウロス、* キュ（ー）クロープスたち。

突然テューデウスの話し相手がアドラストゥスからポリュニーケースに変わる。
→ * オイネウス、* テューデウス。
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けだ

す。
［470］ここまでの出来事は無駄ではなく、神々もみそなわそう。蓋し、
きた

その怒りは、やがて心地よい思い出となる様、来るべき愛が先に送り込んだ

ものやもしれぬ」。たしかに老王の予言は、空言ではなかった。というのも、
彼らは、互いに手傷を負ったのち、信義の情で結ばれたと伝えられているか
らである。彼らの信頼関係は、無謀なピーリトウスと、その最大の危機に共
に立ち向かったテーセウスの、また正気を失ったオレステースと、彼を守り、
狂暴なメガエラの矢面に立ったピュラデースのそれにも比肩した 。この時、
77

なだ

猛る彼らの心は王の言葉に従順に宥められ―それはちょうど、風による奪
い合いが収まり、波を立てずに凪ぐ海原か、伸びきらせた帆の内で［480］
ようや

ないおう

漸く消えゆくそよ風のよう―、館の内奥へと入っていった。

ここに至って初めて、男たちの装いと立派な物の具を子細に眺める余裕が
ほふ

王に生まれた。一方の背中には屠られた獅子が見えた。たてがみは撫でつけ
られず、彼の両肩で逆立っていたが、それはかの獅子に、アンピトリュオー
ンの子が若年ながらテウメーソスの谷で倒し、クレオーナエの怪物との戦い
まと

以前から身に纏っていた獅子に似せられていた 。他方では、剛毛で覆われ、
78

反り返った牙を持つ恐ろしい戦利品、カリュドーンの誉れが、テューデウス
の広い肩を辛うじて覆っていた 。これら全てを目にした老王は、［490］ポ
79

こと

は

ほら

エブスの神託を、即ち、言の葉語る洞が与えた忠告を理解し、呆然として釘

付けになった 。眺めつつ、冷たい唇を閉じて押し黙っていたが、喜ばしい
80

み ま ご

震えは身体中に行き渡る。いまや彼は、見紛うことのない神意によって導か
れたこの男たちこそが、予言者アポッローが謎々を織り交ぜて示した、獣の
姿に扮し、婿になると予告された者たちだと明らかになろうと感じていた。
そして、星々に向かって手を伸ばしつつ、こう言った。
「ああ、天地の労苦
を包み込み、燃える星々を多様な軌道で送り出す「夜」よ、次の日の出が覚
こんぱい

ぜ

醒させるまで、［500］困 憊した生き物たちに再び生気を与えることを是と

する「夜」よ、寛大なるかな、あなたは、思い迷いつつ探し求めていた確信
いにしえ

おこ

を私に与え、古の宿命の興りを明かしている 。願わくは、その務めを推し
81

せいそう

進め、あなたの予兆を確かなものとしたまえ。我が氏族は、星霜経る歳月の
77
78
79
80
81

→ * ペイリトオス、* メガイラ、* ピュラデース。

→ * ヘーラクレース（両所でのライオン退治については p.236b と p.237b を参照）。
→ * カリュドーンの猪狩。
→ * デルポイ。
→ * ノクス。
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巡りが計られる限り、いつまでもあなたを称え、敬おう。女神よ、あなたに、
うなじ

選りすぐりの項もつ黒い牡牛を犠牲として捧げ、ウルカーヌスの炎には新鮮
く も つ

と

かなえ

いにしえ

な乳を振り撒き、供物の内臓を摂らせよう。ご機嫌よう、鼎の古の真理よ、
ほら

闇深い洞よ。フォルトゥーナよ、私はついに悟ったのだ、神々を」
。
ないおう

こう語ると、［510］二人の手を取り、館の内 奥にある部屋へと歩みを進
くすぶ

にえ

めた。灰白色の祭壇の上では、今もなお灰は静かに燻り、その火は犠牲の贄
おこ

を生暖かくしていたが、王は、改めて炎を熾し、中断したばかりの饗宴を再
げ

ち

開する様に命じた。その下知に従うため、従者たちは競って奔走した。どた
ばたと騒がしくなり、館中で様々な音が鳴り響いた。紫色の繊細な敷布とさ
らさらとした金色の刺繍で寝椅子を飾り始める者も、毛布を高く積み上げ始
める者も、机を滑らかに磨き上げ、配置し始める者もいた。また、ある者た
ちは、陰深い闇夜を追い払おうと、［520］金色のランプのついた鎖を伸ば
ほふ

し始めた。獣を屠って血を抜き、その肉を鉄串で炙ることが仕事の者も、石

臼で挽いた穀物を籠に積み上げることが仕事の者もいた。
アドラストゥスは、
皆が彼の命に従い、館中が慌しくなったことを喜んだ。いまや王自身も、象
しとね

牙の寝椅子に身を横たえ、上質な褥の上で輝きを放っていた。別の所では、
わこうど

若人たちが傷を洗い、乾かし終えて、横になる。その時二人は、傷つけ、汚
ちょうせい

しあった顔を見合わせて、互いを許し合った。次いで、長生の王は、アカス
テーを呼ぶ様に命じ―娘たちの乳母である彼女は、道に適った初夜を迎え
みさお

るまで彼女たちの操 を神聖に保つ様、
［530］最も信頼に足る目付役として

選ばれていた―、静かな彼女の耳もとで、なにやら囁いた。

時を置かず、命を受けてすぐに、二人の乙女が奥の寝室から現れた。見る
も不思議ながら、彼女たちの顔は、武具を鳴らすパッラスと矢筒を背負うディ
アーナから、ちょうど恐ろしさだけを取り除いたよう 。乙女たちは男たち
82

の顔を見慣れていなかった。美しい頬は白むと同時に赤らみ、二人は、恥ず
かしがって、視線を敬愛する父に向けた。様々な料理で飲食の欲を追い払っ
こうえい

た時、風習に従い、イーアシウスの後裔は、
［540］浮き彫りが見事に施され、
み

き

金色に輝く盃を臣従に求めたが、それは、神 酒を捧げる際に、ダナウスも
いにしえ

古 のポローネウスも習いとして用いていたものだった 。そこには多くの事
83

82 → * パラス、* ディ（ー）アーナ。
83 → * イーアソス、* ダナオス、* ポローネウス。「イーアシウスの後裔」はここでは「ア
ドラストゥス」の意。
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績が絵柄として刻まれていた。黄金の飛雄は、断ち切った蛇髪のゴルゴーン
の首を持ち、今にも―そのように見えた―揺らめく風の中へと飛び上ろ
まなこ

うつ

まばゆ

うとする 。彼女の重い眼と虚ろな顔は今にも動き出しそうで、眩い金色の
84

内でさえ青ざめている。こちらでは、プリュギアの狩人が金色の翼に連れ去
られ、彼が上がり行くにつれて、ガルガラは小さくなり、トロイアは遠ざか
る 。仲間は悲しげに立ち尽くし、猟犬たちは、主人の影を追い、［550］雲
85

むな

に向かって吠え立て、虚しい悲鳴で口を疲弊させている。王は、この様な酒
杯を傾けて葡萄酒を注ぎ、何より先にポエブスに、次いで天なる神々に順に
祈願した。客人も家人も皆一つになり、貞淑な月桂冠を巻き 、祭壇に向かっ
86

しょうか

て、頌歌のうちにポエブスを呼び寄せる。この神の祭日には、火は豊かな香
くすぶ

で勢いを取り戻し、燻る祭壇で輝くのだ。
わこうど

「若人たちよ、おそらく、心の内で、この祭儀が何であるか、また何の目
きょうけい

的で我々が特にポエブスに恭敬の意を表すのか、疑問に思っていることだろ
かか

う」と王は言った。「無知ゆえの盲信ではない。かつて罹 った大難ゆえに、
にえ

［560］アルゴスの民は贄 を捧げるのだ。さあ、心して聞きなさい、私が話
か

み

して進ぜよう。その往時、うねうねととぐろを巻く青黒い怪物、大地から生
ここのえ

まれたピュートーンが、デルピーを暗黒なとぐろで九 重に囲み、樫の古木
うろこ

をその鱗で擦り潰していた 。その怪物が、カスタリアの泉に身を投げ出し、
87

さ ん さ

邪悪な毒気に養分を与えんと三 叉の舌持つ口を開いていたとき、それを討
ち倒したのがこの神だった 。使い果たされた矢は無数の傷口へと姿を変え、
88

怪物は、もはやまともにとぐろを巻くこともできず、キッラの平地に百ユー
ゲルムに渡って横たえられた 。その後、殺生に対する贖罪をすぐに求めて、
89

この神は我らがクロトープスの質素な館へとやってきたのだった 。［570］
90

84 → * ペルセウス、* ゴルゴー（ン）1。
85 → * ガニュメーデース。
「ガルガラ」は小アジア北西部プリュギア地方の * イーデー
の山頂の 1 つ。
86 「貞淑な」は、ポエブスから逃れ、操を立てたまま月桂樹に変身した * ダプネー の
神話にちなむ枕詞。

87 → * ピュートーン。
88 → * カスタリア。
89 敢えて額面通りにとるならば、これは本学の駒場 I キャンパスの面積とほぼ完全
に一致する。

90 → * クロトーポス。
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ねや

王の敬虔な家には、驚くほど美しく、いまだ閨の穢れも知らない、思春期に
入って間もない娘がいた 。ああ、デーロスの秘事に、ポエブスとの情事に
91

預からなければ、きっと幸せだったろう 。何となれば、彼女はネメアの川
92

おもて

のほとりで神を受け入れ、キュンティアが五を二つ重ねる回数その面を満た
した時、ラートーナの孫なる、星の様に美しい子を産んだからだ 。彼女は
93

どうきん

罰を恐れ―たとえ望まぬ同衾だったとしても、父王は容赦しないように思
われた―、道なき田野を選んで歩き、羊の群れの中で、［580］山を駆け
おさなご

る牧夫に我が子の養育を密かに委ねた。幼子よ、これほどの家柄には不釣り

合いな揺り籠ながら、植物は汝に草の寝台を与え、その家は樫の木の小枝で
うつ

編まれたのであったな。四肢は木苺の樹皮に包まれて暖かく、虚ろな笛が穏
やかな眠りをもたらし、汝は地面を羊たちと分かち合った。だが運命は、こ
ぜ

の様な住まいですら是としなかった。大地の緑の芝生の上に無頓着に身を横
いか

たえ、大きな口で空を吸い込んでいた少年を、怒れる犬の群れが喰い散らか
し、残虐な顎で食べ尽くしたのだ。この一報を耳にした母は驚愕し、
［590］

己が父のことも、己が恥じらいも、恐怖も、全てを忘れてしまった。そし
どうこく

あら

て、自ずと取り乱し、館を慟哭で満たすと、胸を露わにして父の下へと走り
寄り、白状した。彼は、心を動かされることもなく命じた―ああ、言うも
ようや

恐ろしい！―、彼女の望み通り、暗黒の死を。ポエブスよ、その時漸く同
しの

エ ウ メ ニ デ ス

ねや

衾を偲んだあなたは、アケローンの奥底なる、復讐女神のおぞましい閨で育
まれた怪物を、哀れな死への慰めとして連れてきたのだったな 。それは乙
94

女の顔と胸をしていたが、頭からはシュルシュルという摩擦音を絶えず鳴ら
す蛇が立ち上がり、それが鉄錆色の額を二つに分けていた。
［600］薄汚く、
え き き

夜道に溶け込んだこの邪悪な疫鬼は、家々の閨に忍び込み、生後まもない命
を乳母の胸から奪い取って、残虐な顎で彼らを喰らっては、親たちの嘆きを
糧に、より凶猛になっていった。勇猛無比のコロエブスは、この事態に我慢
ひい

がならず、若者たちの精鋭部隊に身を投じた 。彼らは皆、武勇に秀で、名
95

91 → * プサマテー 2。
92 → * デーロス。
93 → * キュンティアー、* ラートーナ、* リノス。「キュンティア」は * アルテミス
の別名で、ここでは「月」の意。
「キュンティアが五を二つ重ねる回数 ...」は「十
月十日」に相当する表現。

94 → * アケローン、* ポイネー 2。
95 → * コロイボス 1。
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じょかい

声を推し広めるためには命を惜しまぬ者たちだった。さて、かの女怪は、新
ふたみち

たに家を荒らし終え、二道に面する都門の辺りを進んでいた。脇には赤子の
むくろ

かぎなり

つか

てっそう

骸 を二つぶら下げ、いまや鈎 状にした手で内臓を掴 みとると、［610］鉄 爪

は幼い心臓に食い込み、温まる。その周囲に勇士たちが輪をなすと、かの若
武者は怪物に向かい合う形となった。大剣を冷酷な胸に突き刺し、輝く剣先
で命の秘所を見出して、ついに冥府のユッピテルの下へと彼の怪物を送り返
まなこ

い

す 。近づいて、死で青黒くなった眼や、胃の忌まわしい排泄物、また厚い
96

血糊で硬直した胸―我が民の命はそこで失われたのだ―を見ることは喜
ばしい。イーナクスの血を引く若者たちは茫然とし、涙を流した後、大いに
おも

喜んだが、その面 はなおも青ざめていた。［620］彼らは、血の気の失せた

怪物の四肢を頑強な木材で砕き―そうすることで、彼らは悲しみを空しく
慰めた―、頬の内なる荒々しい臼歯を踏みしだいたが、そうは出来ても、
鬱憤は晴れなかった。汝ら、鳥たちでさえ、夜鳴きしつつ、女怪を避けて飛
び回り、餌を口にすることはなかった。狂暴な犬たちと、恐怖で震える狼た
ちの口も、あんぐりと開き、乾いていたそうだ。
黄泉へと連れ去られた報復者の悲運ゆえ、デーロスの神は、哀れな民に対
いただき

していっそう冷酷になった 。双の峰もつパルナーソスの陰濃い頂に腰を据
97

そび

えると、悪疫をもたらす矢を無慈悲に弓で射かけ、大地と、［630］聳 え立
いと

つ、キュクロープスゆかりの館を燃やし尽くして、煙で覆った 。愛しい生
98

は儚く消え、
「死」は捕らえた城市を離さず、三姉妹の糸を剣で裁ち切って
も

と

は、冥府へと運んで行った 。この原因は何か、
上天から来る致命の炎は何か、
99

シーリウスは何故一年中鎮座しているのか、そう尋ねる王に、変わらず無慈
くみ

悲なパエアーンは、殺害に与 した若者たちを残虐な怪物へと捧げる贖罪の
た

む

手向けとせよ、と命じた
いさおし

く お ん

。おお、勇気に恵まれ、
久遠の誉れに相応しい者よ。

100

汝は、救国の勲を卑しく隠しもせず、確かな死に向き合うことを恐れもしな
みやしろ

しきい

し

こ

かったのだ。［640］キッラの御 社の閾 にしかと立ち、顔を指 呼の間まで近
付けると、コロエブスはこの様な言葉を以て神の怒りを煽り立てた。

96 「冥府のユッピテル」はここでは「* ハーデース」の意。
97 → * デーロス。「デーロスの神」はここでは「ポエブス」の意。
98 → * パルナッソス。「キュクロープスゆかりの館」はここでは * キュ（ー）クロープ
スたち が建てたと考えられていた「アルゴスの館」の意。

99 → * パルカたち。
100 → * パイエーオーン。ここでは「ポエブス」の意。

スターティウス『テーバイス』第 1 巻（長島真以於訳）
『テュンブラの神よ、あなたの宮居へと参ったのは、遣わされたからでは
なく、また嘆願のためでもない

。忠義の心と武勇の自負が、私をここへと

101

え き き

導いたのだ。ポエブスよ、あなたの、死すべき疫鬼を打ち倒したのはこの私だ。
くろくも

けが

まがまが

苛烈な神よ、あなたが、黒雲と穢れた陽を以て、また禍々しい天空の暗黒の
うみ

膿を以て探し求めたのはこの私だ。だがもし狂暴な怪物が天上の神々にとっ
いと

てそれほど愛おしく、もし人々の死がこの世界にとって取るに足らない損失
であり、もし天がそれほど冷酷で無慈悲なのだとしても、［650］アルゴス
の民が何をしたと言う。至高の神よ、私が、そう、私一人のみが、運命にこ
の首を差し出せば良かったのだ。それとも、あなたの心にとっては、こちら
の方が穏やかだとでも言うのだろうか、家無き町を眺めることの方が、農民
たちが炎に委ねられ、あらゆる田地が嘆くことの方が。だが、私は、何故言
わざ

葉を続け、あなたの弓矢の術を引き留めているのだろうか。母親たちが待っ
ている。我がための最後の祈りも済んでいる。もう十分だ。私は、あなたが
しか

慈悲を拒むにふさわしい。然らば、さあ、
矢筒を取り、
音鳴らす弓を引き絞り、
この気高い魂を黄泉へ送るが良い。だが、あれは、［660］イーナクスゆか

りのアルゴスを覆うあの仄暗い気塊は、私が死に行く間にも、どうか、追い
散らしたまえ』。
公正なる運命は然るべき人物を尊ぶものだ。殺戮に対する羞恥が猛るレー
いさ

トーの子を諌め、神は誉れ高き勇士に屈して、生という不幸な恩恵を授けた。
あ っ き

我らの空からは悪気が消散し、かたや汝は、願いを聞き届けられ、驚嘆する
み や い

ポエブスの宮居を後にしたのだったな。爾来、我々は厳粛な宴を毎年催し、
し ん し

なだ

変わらず儀式を営んでいる。畏敬の念を改め、ポエブスの神祠を宥めている
のだ。
この様な祭壇の下へと、貴方たちは偶然やって来たというわけだが、お二
人はいかなる血筋のお生まれか。とは言え、そなたの方は、先ほどこの耳
に届いた叫声が確かなら、
［670］カリュドーンの王オエネウスの子にして、
けんぞく

ポルターオーンの眷属であったな

。それでは、同じくアルゴスへとやって

102

来たわけだが、貴方の方も、己が何者であるかを明かしてはくれぬか。そろ
そろ、別の話をするのに良い頃合いだろう」
。
101 テュンブラはアポッロー神殿で有名なトロイアの町。「テュンブラの神」はここ
では「ポエブス」の意。

102 → * オイネウス 2、* ポルターオーン。
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うつむ

もだ

イスメーヌスゆかりの英雄は、たちまち、悲しげな面持ちで大地に俯き、

黙しつつ、怪我を負ったテューデウスの方へと目を逸らした。やがて、長い
沈黙を破った。「この様な神聖な儀式の折には、私にお尋ねになるべきでは
ありません、いかなる氏族に生まれ、祖国はどこで、古のどの血統が私に流
れ込んでいるかなどと。祭祀の間にそれらを明かすことは恥ずかしいことで
す。しかし、この哀れな男のことを知ろうと気が急いておられるのなら、我
が父祖はカドムス、我が祖国はマーウォルスゆかりのテーバエ

、
［680］我

103

ひんきゃく

が母はイオカスタです」。するとアドラストゥスは、彼が誰かを悟り、賓客
を思う心に突き動かされて、こう言った。「周知のことを何故隠すのか。私
たちは知っている。噂はミュケーナエからそう遠くを旅するわけではないか
らな

まなこ

アルクトス

。かの王国と、かの狂気と、かの恥を知る眼のことは、大熊座輝く北

104

かた

の太陽の下で震える民も、ガンゲースの水を飲む民も、
日の沈む方で暗いオー
ケアヌスに漕ぎ出す民も、シュルティスが海陸不確かな岸辺に置き去りにす
る民も、皆が知っている。嘆き続けることも、父祖の悲運の数々を自ら数え
もと

上げることも、もうおやめなさい。我が血統とて、道に悖る多くの過ちを犯
とが

してきたが、その咎 が子孫に立ちはだかることはない。［690］せめて貴方
だけは、父祖に似ず、好運に恵まれ、彼らの不運を埋め合わせるのにふさわ
ウ

ル

サ

ながえ

しかろう。だが、いまや、大熊座輝く極北の凍てつく御者が、轅を傾け、薄
れゆく頃合い

かまど

。さあ、
竃に葡萄酒を注ぎ、
我らが父祖の救い主なるレートー

105

の子に、何度も何度も、祈りの歌を捧げるとしよう。
父なるポエブスよ、パタラの藪がリュキアの雪深い山嶺であなたを駆り
立てるにせよ

、黄金色の毛髪をカスタリアの貞淑な露に浸すことがあなた

106

の喜びであるにせよ

、テュンブラエウスの名でトロイアに住まうにせよ

107

108

103 → * マーウォルス（テーバエの建国者カドムスの妻ハルモニアの父）。
104 「ミュケーナエ」はここでは近隣の都市「アルゴス」を指す。
105 「御者」は、所謂トレミーの 48 星座の御者座ではなく、古来の「熊の番人座」
（Ἀρκτοφύλαξ）のこと。トレミーの 48 星座では牛飼座にあたる。古来、大熊座や
小熊座は、牛が牽く荷車にも見立てられていた。

106 → * イーカディオス。「藪が ... 駆り立てる」は「狩に没頭させる」の意。
107 → * カスタリア。「貞淑な」は、ポエブスから逃れた彼女が操を立てたままこの
泉に身を投げたという神話にちなむ枕詞。

108 脚注 95 を参照。
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―そこであなたは報われぬ肩でプリュギアの巨石を進んで運んだと言う

109

―、
［700］はたまた、山影でアエガエウスを打つ、ラートーナゆかりの
よみ

キュントゥス、固定され、海に探し求めずともよいデーロスを嘉するにせよ、
矢と、遠くから凶猛な敵に向けて引きしぼる弓と、いつまでも華やかなその
頬は、上天の父神があなたに賜ったもの
て わ ざ

。あなたは、パルカたちの苛酷な

110

手業も、待ち受ける運命も、至高のユッピテルが嘉しようことをも知る術を
心得、どの民を疫病の年が襲うか、どの民が戦火を交えるか、どの王位を
彗星が覆すかを予見する

。あなたは、
かのプリュギア人を竪琴の下に従え、

111

また母の名誉のために、大地から生まれたティテュオスをステュクスの河原
に討ち倒した

。
［710］緑色のピュートーンと、かのテーバエの母親は矢筒

112

を誇るあなたを見て震えた

うつろ

。あなたの復讐者、狂暴なメガエラは、空に窪

113

いわお

さいな

む巌の下で飢えるプレギュアースを、無限に続く宴席で苛み、不敬の饗膳で
な

苦しめたが、
綯い交ぜになった嫌悪が飢餓を凌いだのだった
そば

。
おお、
どうか、

114

我らの篤信を思い起こし、側へ来たまえ。ユーノーゆかりの地を愛し、慈し
よみ

みたまえ。あなたが嘉する名が、アカエメネースの民の呼ぶ薔薇色のティー
ターンであるにせよ、実りをもたらすオシーリスであるにせよ、はたまた、
ペルセウスゆかりの巌窟で、抗う角を捻じ伏せる神、ミトラースであるにせ
よ

」
。
［720］

115

109
110
111
112
113
114
115

→ * アポローン（第 4 段落）。「プリュギア」はここでは「トロイア」の意。
→ * キュンティオス、* デーロス島。
→ * パルカたち。

→ * マルシュアース、* ティテュオス。
→ * ピュートーン、* ニオベー。

→ * メガイラ、* プレギュアース。

ポエブスと同一視し得る異国の太陽神が列挙されている。「薔薇色のティーター
ン」は * ティーターン 神族の子孫たる * ヘーリオス を指す。エジプトの * オシー

リス は太陽神ではなく、ここではその子 * ホーロス と混同されている。ミトラー

スは、インド・イランに由来し、後にローマ帝国領内でも広く崇拝されるように
ほ ふ

なった神で、しばしば牡牛を犠牲獣として屠る姿で描かれた。「ペルセウスゆか
りの」は、彼の子 * ペルセース がペルシア人の名祖であることを踏まえての表現
で、ここでは「ペルシアの」の意。

514

『人文

社会』第 1 号

［参考文献］
校訂本、註釈書、訳書

Briguglio, S. ed., tr. & comm. 2017. Fraternas Acies: Saggio di commento a
Stazio, Tebaide, 1, 1-389. Alessandria.
Hall, J. B., Ritchie, A. L. & Edwards, M. J. eds. & trs. 2007-8. P. Papinius
Statius: Thebaid and Achilleid. vol.I: Texts and Critical Apparatus. vol.II:
Translations. vol.III: Discussion and Secondary Apparatus. Newcastle.
Heuvel, H. tr. & comm. 1932. Publii Papinii Statii Thebaidos liber primus. diss.
Groningen.
Hill, D. E. ed. 1983. P. Papini Stati Thebaidos Libri XII. Leiden.
Klotz, A. ed. 1908 (T. C. Klinnert. rev. 1973). P. Papini Stati Thebais. Leipzig.
Lesueur, R. ed. & tr. 1990. Stace: Thébaïde. vol.I: Livres I–IV. Paris.
Mozley, J. H. ed. & tr. 1928. Statius. vol.I: Silvae, Thebaid I-IV. London.
Schönberger, O. tr. 1998. Der Kampf um Theben: Einleitung, Übersetzung und
Anmerkungen. Würzburg.
Shackleton Bailey, D. R. ed. & tr. 2003. Statius. vol.II: Thebaid, Books 1-7.
Cambridge, MA.
古註

Sweeney, R. D. ed. 1997. Lactantius Placidus. In Statii Thebaida Commentum.
vol.I: Anonymi in Statii Achilleida Commentum; Fulgentii ut fingitur Planciadis super Thebaiden commentariolum. Stuttgart & Leipzig.
研究書・論文

Betts, G. G. 1962. ʻStatius Thebais I 72ʼ. Mn. 15. p.44.
Dietrich, J. 2015. ʻDead Woman Walking: Jocasta in the Thebaidʼ. in W. J.
Dominik, C. E. Newlands & K. Gervais eds. Brill’s Companion to Statius.
Leiden & Boston. pp.307-21.
Dominik, W. J. 1992. ʻA Generic-Ontological Reading of Adrastusʼ Sminthiac
Prayerʼ. Scholia 1. pp.66–78.
Eden, P. T. 1998a. ʻAdnotationes in P. Papini Stati Thebaidaʼ. Mn. 51. pp.7884.

スターティウス『テーバイス』第 1 巻（長島真以於訳）

Eden, P. T. 1998b. ʻProblems of Text and Interpretation in Statius, Thebaid I-VIʼ. CQ 48:1. pp.320-4.
Håkanson, L. 1969. Statius’ Silvae: Critical and Exegetical Remarks with Some
Notes on the Thebaid. Lund.
Håkanson, L. 1973. Statius’ Thebaid: Critical and Exegetical Remarks. Lund.
Hall, J. B. 1989. ʻNotes on Statiusʼ Thebaid Books I and IIʼ. ICS 14. pp.227-41.
Hill, D. E. 1989. ʻStatiusʼ Thebaid: A Glimmer of Light in a Sea of Darknessʼ.
Ramus 18. pp.98-118.
Hill, D. E. 1996. ʻThebaid 1 Revisitedʼ. in S. Georgacopoulou, P. Laurens, &
A.-M. Taisne eds. Epicedion: Hommage à P. Papinius Statius, 96–1996.
Poitiers. pp.35-54.
Hill, D. E. 2008. ʻJupiter in Thebaid 1 Againʼ. in J. J. L. Smolenaars, H.-J. van
Dam & R. R. Nauta eds. The Poetry of Statius. Leiden. pp.129-42.
Housman, A. E. 1933. ʻNotes on the Thebais of Statiusʼ. CQ 27. pp.1-16.
Nagashima, M. 2019. ʻOn Statiusʼ Thebaid 1.314-5 and Its Intertextsʼ. Bulletin
of Classical Studies 28. pp.37-56.
Shackleton Bailey, D. R. 1983. ʻNotes on Statiusʼ Thebaidʼ. MH 40. pp.51-60.
Shackleton Bailey, D. R. 2000. ʻOn Statiusʼ Thebaidʼ. HSCP 100. pp.463-76.
Smolenaars, J. J. L. 2008. ʻStatius Thebaid 1.72: Is Jocasta Dead or Alive? The
Tradition of Jocastaʼs Suicide in Greek and Roman Drama and in Statiusʼ
Thebaidʼ. in J. J. L. Smolenaars, H.-J. van Dam & R. R. Nauta eds. The Poetry of Statius. Leiden. pp.215-37
Vessey, D. W. T. C. 1971. ʻExitiale genus: Some Notes on Statius, Thebaid Iʼ.
Latomus 30. pp.375-82.
Watt, W. S. 1984. ʻNotes on Latin epic poetryʼ. BICS 31. pp.153-70.
Watt, W. S. 2000. ʻNotes on the epic poems of Statiusʼ. CQ n.s. 50. pp.516-25.
山田哲子、
「スターティウス『テーバイス』の世界」
『成城文藝』165、58-36 頁、
、
1999 年。
山田哲子、
「詩人と皇帝―『テーバイス』の中にドミティアーヌスは描か
れているか―」、『成城文藝』185、19-7 頁、2004 年。

山田哲子、
「Statius, Thebais 12.536 oblique の意味と解釈」、『フィロロギカ』

10、74-88 頁、2015 年。

515

〈史料紹介〉

明治時代における新聞での演奏批評記事目録
1890–1916 年までの 7 紙における演奏批評から
西澤 忠志

1. はじめに
本論は、明治時代における音楽批評の動向の一端として、新聞に掲載され
た西洋音楽の演奏を対象とした批評に着目し、その動向を整理する。

1-1. 日本における音楽批評史研究
現在高く評価されているある作品が発表された当初は評価されず、ある特
定の時期になってから評価されるということは、多くの芸術作品に当てはま
ることである。こうした、ある作品に対する評価の変化を見る際、研究対象
となるのが批評である。例えば、ある音楽作品がカノン（正典）として見な
される際の諸要素の一つとして、技能、レパートリー、イデオロギーととも
に音楽批評が挙げられる 。そのため、
ある特定の作品や作曲家がカノンとし
1

て見做されるまでの受容研究の際には、音楽批評がその対象として扱われて
いる 。
2

日本の音楽受容史研究においても、音楽批評は研究対象となっている。こ
の日本の音楽批評の歴史を対象とした研究では、ある時期の特定の新聞雑誌
における音楽批評の展開に注目した研究が多い 。しかし、
音楽批評の新聞あ
3

るいは雑誌ごとの比較や、変遷については、これらの先行研究では触れられ
ていない。こうした日本の音楽批評の歴史研究がある特定の新聞雑誌に留
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まっている理由として考えられるのが、デジタル公開されている、あるいは
復刻されているといったような、音楽に関する記事へのアクセスのしやすさ
によるものである。

1-2. 日本音楽批評史研究での史料調査に関する方法
現在、特に欧米の音楽批評を調査するための方法の一つに、インターネッ
トで情報公開されているデータベースを参照する方法がある。例えば、ヨー
ロッパで刊行された音楽雑誌に掲載された音楽批評を調査する場合、およそ

200 年間に欧米で刊行された音楽の定期刊行物を収集し公開している RIPM
(Le Répertoire international de la presse musicale)4 や、フランスの音楽界の
あらゆる側面を捉えようとするプロジェクトである France： Musiques, Cultures, 1789-1918 を使うことができる。
日本の場合、検索サービスや書籍の索引を用いて調べる方法がある。検索
サービスについては『国立国会図書館サーチ』など多くあるため、本論では
その詳細については割愛する。日本の音楽史に限れば、遠山一行記念日本近
代音楽館にて明治期の新聞に報道された洋楽関係記事索引であるデータベー
ス「明治の洋楽」を館内で検索することができる。そこでは、1872 年から

1903 年まで『自由灯』、『東京朝日新聞』、『東京日々新聞』、『灯新聞』、『め
5
さまし新聞』
、『読売新聞』の 6 紙に掲載された音楽に関する記事 を検索す

ることができる。

書籍による索引では、その書籍が収集した情報の範囲や目的によって内容
に違いがある。まず、日本の西洋音楽に関わる批評をまとめた書籍に『日本
の洋楽百年史』がある。これは、1945 年までの日本の西洋音楽の演奏会パ

ンフレットや演奏批評を収録したものである。そのため、取り上げられてい
る演奏批評は西洋音楽が中心であるが、東京音楽学校のみならず、明治音楽
会などの、様々な音楽団体の演奏批評が収録されている。
一方、ある特定の媒体あるいは特徴に限定した上で音楽に関する記事がま
とめられている書籍では、以下のものがある。まず、ある媒体に限定したも
のでは、
『東京日日新聞』の音楽記事をまとめた『明治期日本人と音楽

東

京日日新聞音楽関係記事集成』、昭和初期の音楽雑誌の記事索引である『昭
和初期の音楽評論雑誌』、そして 1909 年から 1945 年の間に『京城日報』に

掲載された音楽関連記事をまとめた『京城日報音樂關連記事・廣告目録集』
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を挙げることができる。
また、媒体に関係なく、ある共通する特徴に限定したものを挙げるならば、
東京音楽学校に関わる演奏会の批評をまとめた『東京芸術大学百年史

演奏

会篇』を挙げることができる。

1-3. 日本の音楽批評史研究の際の史料調査に当たっての課題
以上の諸研究を踏まえた上で、日本の音楽批評の全体的な展開を見る際、
以上の情報源は収集している情報量や対象が異なるため、それぞれの情報を
重ね合わせ、どのような批評がどの媒体に載っていたのかを時系列ごとに整
理する必要がある。しかし、現在においてもこうした作業は困難である。そ
の要因としては以下の 2 点を挙げることが出来る。

1 点目に、日本の近代以降の音楽関連資料を取集している資料館として遠

山一行記念日本近代音楽館があるが、戦前に刊行された音楽雑誌は全国の大
学に散らばって所蔵されているため、閲覧する際のアクセスが悪い点であ
る 。
6

2 点目に、先行研究における日本の音楽批評の調査対象が、記事が目録化

された新聞雑誌やデータベース化された新聞雑誌の調査というアクセスの

良い史料に傾斜している ため、原資料と照合した際の史料情報の正確性や、
7

版による内容の違い、そして目録化あるいはデータベース化されていない新
聞も含めて全体的な新聞界の動向の中でどの様に位置づけられるのかについ
ては検討されていない 。
8

1-4. 本論の目的、調査方法
以上の問題を解決するために、本論では以下の方法を通じて史料調査を
行った。
まず、本論文で取り上げる新聞を以下の 6 紙に限定した。

『読売新聞』『毎日新聞 』『都新聞』『東京日日新聞』
9

『東京朝日新聞』『日本』『時事新報』
以上の新聞をえらんだ理由は、それぞれの新聞の発行部数と読者層が異な
ること

10

から、どのような状況下で、どの階層の読者を対象として演奏批評

を掲載したのかを明らかにすることが見込まれるためである。
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以上の対象に掲載されている演奏批評を調査するために、本論は以下の記
事目録、データベースを使用した。
・ 秋山龍英（編）、井上武士（監）
『日本の洋楽百年史』第一法規、
1966 年。

・ 朝日新聞社（編）『朝日文藝欄』
（近代文学研究資料叢書 3）日本近代
文学館、1973 年。

・ 池内輝雄『時事新報目録

文芸篇大正期』八木書店、2004 年。

・ 柏書房（編）『都新聞明治期記事・人物索引』柏書房、2000 年。

・ 紅野敏郎『読売新聞文芸欄細目

上

ソシエーツ、1986 年。

明治 34 年−大正 6 年』日外ア

・ 東京芸術大学百年史編集委員会（編）
『東京芸術大学百年史 演奏会篇
第 1 巻』音楽之友社、1987 年。

・ 日本近代洋楽史研究会（編）『明治期日本人と音楽̶̶日本近代音楽
館「新聞記事にみる日本の洋楽」プロジェクトの調査に基づく』国
立音楽大学附属図書館、1995 年。

・ 三浦俊三郎『本邦洋楽変遷史』日東書院、1931 年。

・『聞蔵ヴィジュアルⅡ』
・『ヨミダス歴史館』

データベースにおいては、
「音楽批評」
、
「音楽評」
、
「楽評」
、
「演奏評」
、
「音
楽」のキーワードで逐次検索、調査をした。
そして、これらの目録やデータベースに出てこない音楽記事については、
同時代の雑誌に掲載された特定の分野を収集対象とした記事索引を参照し、
復刻版および国立国会図書館所蔵のマイクロフィルムを調査した。その際に
参照した雑誌は『早稲田文学 』と『音楽 』である。以上の雑誌を選んだ理
11

12

由は、それぞれの雑誌が同時代の音楽関係の記事を収集し報道することを活
動の一つとしていたため

13

である。

以上の方法のもと、筆者は 1890 年から 1916 年までの音楽批評を収集、

整理した。まず、1890 年を起点とする理由は、演奏に対する技術的巧拙を

判断した記事が、日本で初めての音楽専門雑誌『音楽雑誌』に掲載されたか
らである 。そして 1916 年までに限定する理由は、後に「日本最初の音楽批
14

評家」として評価される大田黒元雄（1893-1979）などによって『音楽と文学』
が創刊され、これをきっかけに野村光一（1895-1988）などの新聞雑誌で音

楽批評を専門的に行う音楽評論家が登場する時期に当たること
である。

15

によるもの
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本研究は、以上の方法を通じて日本において音楽批評がどのような背景に
よって現れ、変化したのかを明らかにすることを目的としている。そのため、
本論では、音楽批評を掲載し始めた各新聞の状況と、それが誰によって担わ
れたのかを検討する準備として、音楽批評の展開を整理する。これにより、
同時代の音楽批評の傾向と背景を提示することが出来ると推測される。

1-5. 本論の「音楽批評」、「演奏批評」の定義
本論の調査対象は音楽批評であるが、その対象を明確にするために、音
楽批評の定義を示す。まず音楽批評の定義には、広い定義と狭い定義があ
る 。広い定義の場合は「専門的で批評的な書き物だけでなく、その他の多
16

くの場で見られる 」、「音楽の評価と、評価について明確に説明を示す、あ
17

る種の思考 」として定義される。そのため、この定義での「音楽批評」の
18

中には、音楽作品や演奏に対して評価するだけでなく、音楽を教えること、
音楽について話し合うこと、音楽に対する個人的反応、音楽史や音楽理論な
どの、
あらゆる音楽に関するジャンルの著述が入ることとなる。その一方で、
狭い定義の場合は、「音楽と音楽界を評価する、特に即時的な出版物のため
に作られた専門的な著作物 」として定義される。
19

日本における音楽批評の定義については、演奏を批評の対象とする演奏批
評が中心であったことが既に指摘されている 。この指摘に従い、本論では
20

まず音楽批評の定義を狭い定義である「音楽について評価した専門的な著作
物」としたうえで、その内容を、批評する対象によって 3 つに分ける。1 つ

目は演奏を批評の対象とした「演奏批評」であり、2 つ目は音楽作品を評価

の対象とした「創作批評」であり、3 つ目は同時代の音楽をめぐる状況を批

評した「音楽時評」である。

本論では、西洋音楽の演奏を対象とし新聞に掲載された演奏批評のみを取
り上げる 。その際、以下の 3 点の基準を満たす記事を「演奏批評」とした。
21

①演奏を評価した記事の中でも、その巧拙を判断、指摘している記事

22

②タイトルに「批評」あるいは「評」とついている記事
③文中に「批評する」、「短評する」あるいは「概評する」という表現があ
り、批評することを目的とした記事
また、明治時代の演奏会には、西洋音楽のみの演奏会だけでなく、曲目中
に邦楽を交えたもの、邦楽曲をヴァイオリンなどの西洋の楽器で演奏したも
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のもある。本論では、収集する西洋音楽の演奏会の対象を、「西洋音楽の楽
器あるいは規則で作曲された音楽」とするため、これらの演奏会も含む。
加えて、明治時代の歌劇の公演は、いくつもの演劇公演の内の一つとして
上演されたため、必ずしも歌劇の音楽的側面である旋律や歌唱を評価対象に
したものではないが、これも含める。

2. 今後の課題
今回は同時代の演奏批評の一部分の展開を整理したのみである。これをも
とに、同時代の新聞界における演奏批評の展開、および掲載された理由を明
らかにすることが、今後の課題である。
また、こうした西洋音楽という一側面のみで音楽界全体を語ることが不可
能であることは、既に多くの日本の音楽史研究において指摘されている 。
23

そのため、同時代の音楽批評全体の動向を知るためには、メディアによる違
いと音楽ジャンルによる違いを考慮する必要がある。
併せて、本論の成果は同時代の演奏批評の全体性を見るための方法論を示
したことにある。そのため、本論での収集方法をもとに、雑誌に掲載された
西洋音楽に対する演奏批評、新聞雑誌に掲載された音楽時評と日本音楽に対
する演奏批評という 3 つの対象を加えることができる。これにより、より広
がりのある日本の音楽批評史を構築することが見込まれる。
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注
1 （Weber 1999, 341）
2 （Samson 2001, 910）
3 例えば以下の先行研究を挙げることができる。後藤暢子 , 川添圭子 , 神月朋子『昭
和初期の音楽評論雑誌――音楽批評の萌芽・記事索引』山田耕筰研究所、2001 年。
白石美雪「明治初期の新聞における音楽評論の萌芽――『東京日日新聞』におけ

る福地源一郎の社説をめぐって」
『武蔵野美術大学研究紀要』第 41 号、2010 年、

47–58 頁。白石美雪「演奏批評・楽評と称する批評の形成――1898（明治 31）年
『読売新聞』の音楽批評」国立音楽大学『音楽研究――大学院研究年報』第 24 号、
2012 年、17–32 頁。瀧井敬子『夏目漱石とクラシック音楽』毎日新聞出版、2018 年。
4 利用の際には EBSCOhost を介し、RIPM(Retrospective Index to Music Periodicals)
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と、RIPM Online Archive との契約が必要となる。

5 記事の内容は、「音楽行政」「音楽研究・評論」「創作」「演奏・鑑賞、演奏団体・鑑

賞団体等」
「各国の音楽」
「声楽」
「楽器、器楽」
「舞踊（舞踏）」
「音楽教育」
「音楽出版、
著作権」
「録音資料、音響機器」「音楽家・音楽関係者」「雑件」に分類されている。

6 例えば、1912 年から 1941 年まで刊行された音楽雑誌『月刊楽譜』は、国立国会図
書館に昭和 7 年以降刊行分が所蔵されている。しかし、それ以前については東京音
楽大学図書館や民音音楽ライブラリー、相愛大学図書館など各地の図書館が所蔵し

ている。そのため、調査の際にはそれぞれの図書館がどの巻号を所蔵しているのか
を整理する必要がある。

7 例えば、1894 年から 1902 年までの演奏会に関する新聞・雑誌記事をまとめた松本
（2019）は、調査方法として『本邦洋楽変遷史』、『東京芸術大学百年史 演奏会編
１』
、
『明治期

日本人と音楽』といった目録と『毎日新聞』の調査、そして参考と

して日本近代音楽館「明治の洋楽」データベースを使用している。

8 例えば、
『東京朝日新聞』の文芸欄に掲載された明治 44 年以降の演奏批評は、
「最終版」
の新聞記事を収録した朝日新聞のデータベース『聞蔵ヴィジュアルⅡ』には出てこ

ない。これは、文芸欄が社内から嫌われていたため明治 43 年末以降では「市内版」

以外には掲載されないことがあったことによるものである（清水 1968、291）。

9 現在の『毎日新聞』ではなく、
『横浜毎日新聞』が改題した新聞を指す。1906 年に『東
京毎日新聞』に改題したが、本論ではまとめて『毎日新聞』とする。

10 明治 30 年代の各新聞の推定発行部数は以下の通り。（有山 2007、259）
新聞名

1899 年

1903 年

1904 年

万朝報

95876

87000

160000

東朝

51263

73800

90000

時事

86279

41500

55000

都

31908

45000

55000

東日

16777

11700

35000

読売

14146

21500

15000

毎日

24291

日本

11521

10000

12000

このように、本論で取り上げる新聞に限れば、
1904 年の『東京朝日新聞』と『日本』

では発行部数に約 6 倍の差がある。

11 本論では、『早稲田文学 第 1 次第 1 期 復刻版』と『早稲田文学 第 1 次第 2 期
復刻版』を参照した。

12 本論では、『音楽 DVD 版』を参照した。
13 （杉本 1999、71）、（日本近代音楽館 1999、11）
14 （馬場 1981、463）

明治時代における新聞での演奏批評記事目録（西澤忠志）
15 （堀内 1968、166）
16 (Maus 2001, 670)
17 “a kind of thought that can occur in professional critical writing but also appears in
many other settings.” (ibid, 670)
18 “a type of thought that evaluates music and formulates descriptions that are relevant
to evaluation” (ibid, 670)
19 “a genre of professional writing, typically created for prompt publication, evaluating
aspects of music and musical life.” (ibid, 670)
20 （長木 2010、471）
21 なお、明治時代の演奏会では西洋音楽と日本音楽とを混ぜた曲目となっている。
しかし、本論は西洋音楽が入った演奏会を対象とする。

22 これは明治時代における批評が、作品の巧拙を判断し指摘することによって社会
を「改良」する役割を期待されていたこと（木村 2002、19）によるためである。
23 （輪島 2015、269）
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凡例
・旧字体は適宜新字体に直した
・記事が欄内に掲載されている場合は、欄の名前を角括弧（
［］
）内に記載した。
・新聞名は以下の様に省略した。
・読売新聞＝読売
・毎日新聞＝毎日
・都新聞＝都
・東京日日新聞＝東日
・時事新報＝時事
・東京朝日新聞＝東朝
・毎日新聞は 1906 年に「東京毎日新聞」と改称しているが、本論ではすべて毎日新聞とする。
・原資料の保存状態によって判読が難しい文字は■とする。

付録 1890-1916 年までの東京で発行された新聞 7 紙における演奏批評一覧

さ、こ、

撃声子

会外生
撃声子
神樹生
神樹生
撃声子
撃声子
撃声子

同声会演奏会を見て
楽堂余塵（上）
音楽会演奏批評（上）
音楽会演奏批評（下）
楽堂余塵（中）
楽堂余塵（下）
学友会演奏会評

学友会演奏会評（承前）

撃声子

さ、こ、

洋楽漫言

楽声余韻

さ、こ生

楽声余韻

忍岡音楽会評（下）

さ、こ生

さ、こ生

へだ
さ、こ生

へだ
さかき、う

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

毎日

毎日
読売
毎日
読売
読売
毎日
毎日
毎日

1897/11/23
1897/11/30
1897/12/1
1897/12/2
1897/12/2
1897/12/3
1898/1/4
1898/1/5

1897/11/5

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

1

1896/11/12 読売
1897/5/12
1897/5/14
1897/6/10
1897/6/13
1897/7/31
1897/8/1

1

演奏会

1897 年 12 月 24 日に奏楽堂で開催された学友会の

催の秋季演奏会

1897 年 11 月 20 日に奏楽堂で開催された同声会主

催の演奏会か

属音楽学校卒業式
1897 年 10 月 26 日に奏楽堂で開催された学友会主

1897 年 7 月 10 日に奏楽堂で開催された師範学校付

会

演奏会
1897 年 6 月 5 日に奏楽堂で開催された学友会演奏

1897 年 5 月 8 日に奏楽堂で開催された同声会春季

演奏会

1896 年 11 月 8 日に奏楽堂で開催された同声会秋季

掲載誌 掲載面 演奏会

1896/11/11 読売

筆者
日付
さかき、う

忍岡音楽会評（上）

同声会音楽評（下）

同声会音楽評（上）

同声会演奏批評（承前）

同声会演奏批評

記事

備考

1

読売

同声会演奏批評

楽声余韻（下）

楽声余韻（上）

隣邦扶助大音楽会（下）

1898/4/26

1
1
1
1
1
1

読売
読売
毎日

1898/3/26
1898/3/27
1898/3/25
1898/3/26
聴琴生
さ、こ、 1898/4/8
（無署名） 1898/4/9

なにがし

1

読売

1898/3/25

神樹生
く）
慈善音楽会演奏批評（承前）神樹生
慈善音楽会演奏批評（承前）神樹生
隣邦扶助大音楽会（上）
聴琴生

毎日

毎日

毎日

1
1
1
1

毎日
毎日
毎日
読売

1898/3/1
1898/3/2
1898/3/3
1898/3/24

撃声子
撃声子
撃声子
神樹生

1

読売

1898/3/3

神樹生

評（下）
明治音楽会演奏会
明治音楽会演奏会（承前）
明治音楽会演奏会（承前）
慈善音楽会演奏批評
慈善音楽会演奏批評（つヾ

1

読売

1898/3/2

神樹生

評（中）
明治音楽会第二回演奏会批

1

読売

1898/3/1

神樹生

評（上）
明治音楽会第二回演奏会批

1
1
1
1
1

読売
読売
読売
毎日
毎日

1898/1/25
1898/1/26
1898/1/27
1898/1/26
1898/1/28

神樹生
神樹生
神樹生
撃声子
撃声子

第一回明治音楽会
第一回明治音楽会
第一回明治音楽会
多望なる音楽会
多望なる音楽会（承前）
明治音楽会第二回演奏会批

演奏会

会第 3 回演奏会
1898 年 4 月 23 日に奏楽堂で開催された同声会春季

費扶助義捐音楽会
1898 年 3 月 26 日に青年会館で開催された明治音楽

1898 年 3 月 20 日に奏楽堂で開催された朝鮮国留学

園の義援金のための慈善音楽会

1898 年 3 月 19 日に奏楽堂で開催された幼稚園暁星

音楽会主催の第 2 回演奏会

1898 年 2 月 25 日に本郷中央会堂で開催された明治

音楽会主催の第 1 回演奏会

1898 年 1 月 22 日に本郷中央会堂で開催された明治

神樹生
神樹生
神樹生
神樹生

神樹生
き）
第六回明治音楽会批評（一）神樹生
第六回明治音楽会批評（二）神樹生
第六回明治音楽会批評（三）神樹生
第六回明治音楽会批評（四）神樹生
神樹生、霞
明治音楽会批評（一）
里生
神樹生、霞
明治音楽会批評（二）
里生
神樹生、霞
明治音楽会批評（三）
里生
明治音楽会第八回演奏会評
楽石生
判
明治音楽会第八回演奏会評
楽石生
判（承前）
明治音楽会第八回演奏会評
楽石生
判（承前）

神樹生

音楽月旦
音楽月旦（承前）
音楽月旦（承前）
第五回明治音楽会批評
第五回明治音楽会批評（続

音楽会巡り（四）

神樹生

神樹生

神樹生

音楽会巡り（三）

音楽会巡り（二）

音楽会巡り（一）

3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売

1898/6/26
1898/7/13
1898/7/14
1898/7/16
1898/7/17
1898/10/3
1898/10/4
1898/10/5
1898/11/3
1898/11/4
1898/11/5

読売
読売
読売
読売

読売

読売

読売

1
1
1
1
1
1
1
2

読売

1898/5/14
1898/5/15
1898/5/16
1898/5/17
1898/6/10
1898/6/11
1898/6/12
1898/6/25

会の第 8 回演奏会

1898 年 10 月 30 日に奏楽堂で開催された明治音楽

会の第 7 回演奏会

1898 年 9 月 24 日に青年会館で開催された明治音楽

会の第 6 回演奏会

1898 年 7 月 2 日に青年会館で開催された明治音楽

会の第 5 回演奏会

1898 年 6 月 10 日に青年会館で開催された明治音楽

の演奏会

1898 年 5 月 28 日に奏楽堂で開催された日本音楽会

会の第 4 回演奏会

児会の慈善音楽会
1898 年 5 月 7 日に青年会館で開催された明治音楽

1898 年 4 月 30 日に奏楽堂で開催された婦人共立育

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1898/12/11 読売
1898/12/12 読売
1899/1/9
読売
読売
読売
読売
読売
読売

1899/1/12
1899/3/16
1899/3/17
1899/3/18
1899/3/19

楽石生

3
3
3
3
3

読売
読売
読売
読売
読売
読売

2

1898/11/14 読売

1898/12/2

3

1898/11/13 読売

楽石生

3

1898/11/12 読売

1898/11/23
1898/11/24
1898/11/25
1898/11/26
1898/12/1

3

1898/11/11 読売

里生
楽石生
楽石生
楽石生
楽石生
楽石生

第十一回明治音楽会演奏会 楽石生
第十一回明治音楽会夜の部
夕風生
所見
明治音楽会評判記
鉄笛子
明治音楽会評判記（続）
鉄笛子
明治音楽会第十二回演奏会 楽石生
明治音楽会第十二回演奏会
楽石生
（承前）

音楽学校秋季演奏会（承前）楽石生

前）
音楽学校秋季演奏会

批評（承前）
同声会秋季大会
同声会秋季大会（承前）
同声会秋季大会（承前）
同声会秋季大会（承前）
日本音楽会秋季演奏会
日本音楽会秋季演奏会（承

批評（承前）
里生
東京青年会慈善音楽会演奏 神樹生、霞

批評（承前）
里生
東京青年会慈善音楽会演奏 神樹生、霞

批評
里生
東京青年会慈善音楽会演奏 神樹生、霞

東京青年会慈善音楽会演奏 神樹生、霞

の第 12 回演奏会

1899 年 3 月 11 日に奏楽堂で開催された明治音楽会

会の第 11 回演奏会

1899 年 1 月 4 日に青年会館で開催された明治音楽

演奏会

1898 年 12 月 4 日に奏楽堂で開催された第 1 回定期

本音楽会園遊演奏会

1898 年 11 月 26 日に小石川植物園で開催された日

季演奏会

1898 年 11 月 20 日に奏楽堂で開催された同声会秋

1898 年 11 月 5 日に奏楽堂で開催された慈善音楽会

明治音楽会第十六回演奏会 らくせき

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売
読売

1899/4/28
1899/5/3
1899/5/4
1899/5/5
1899/5/10
1899/5/11
1899/5/12
1899/5/19
1899/5/20
1899/7/13
1899/7/14
1899/11/3

3

読売

1899/4/27

東京音楽学校春季演奏会
楽石生
東京音楽学校春季演奏会（承
楽石生
前）
明治音楽会第十三回演奏会 楽石生
明治音楽会第十三回演奏会
楽石生
（つヾき）
明治音楽会第十三回演奏会
楽石生
（つヾき）
同声会春季演奏会
楽石生
同声会春季演奏会（承前） 楽石生
同声会春季演奏会（承前） 楽石生
音楽学校分教場試業会を聴
楽石生
て
音楽学校分教場試業会を聴
楽石生
て（承前）
東京音楽学校卒業式音楽演
楽石生
奏会
東京音楽学校卒業式音楽演
楽石生
奏会（続き）

3

読売

1899/4/21

明治従好会演奏会を聴きて らくせき

会第 16 回演奏会

1899 年 10 月 26 日に奏楽堂で開催された明治音楽

校卒業式

1899 年 7 月 8 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

1899 年 5 月に開催された音楽学校分教場演奏会

演奏会

1899 年 5 月 7 日に奏楽堂で開催された同声会春季

会の第 13 回定期演奏会

1899 年 4 月 27 日に青年会館で開催された明治音楽

校の第 2 回定期演奏会

1899 年 4 月 23 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

会の第 4 回演奏会

1899 年 4 月 14 日に青年会館で開催された明治従好

1
3
5
5
2
4
1
1
1
1
1
1

1899/12/18 読売
1899/12/19 読売
読売
読売
読売

読売
読売
読売
読売

1900/3/22

第二十回明治音楽会に就て ち、か、生 1900/10/6

1901/3/29
1901/3/30
1901/4/14
1901/4/15
1901/4/27
1901/4/29

楽石生

音楽学校秋季演奏会の光景 （無署名） 1900/12/11 読売
読売

1900/3/21

楽石生

Ｔ、Ｔ生

Ｔ、Ｔ生

慈善音楽会小言
東雲の友
慈善音楽会小言（続き）
東雲の友
慈善音楽会一口評
東雲の友
［月曜付録］第二慈善音楽会
月曜会
評

明治音楽会評判記

明治音楽会評判記

付録のつヾき）
青年会館慈善音楽会
楽石生
青年会館慈善音楽会（つヾ
楽石生
き）

細評
明治音楽演奏会細評（月曜

読売

3
3
3
4
3

読売
読売
読売
読売
読売

1899/12/8
1899/12/9
1899/12/10
1899/12/12
1899/12/16

1

楽石生
楽石生
楽石生
楽石生
一寒生

読売

1899/12/4

演奏会批評
近時の二演奏
近時の二演奏（承前）
近時の二演奏（承前）
近時の二演奏（承前）
明治音楽会演奏会
［月曜付録］明治音楽演奏会

黄華生

［月曜付録］音楽学校秋季大

1901 年 4 月 20 日に奏楽堂で開催された慈善音楽会

1901 年 4 月 10 日に奏楽堂で開催された慈善音楽会

第 23 回演奏会

演奏会
1901 年 3 月 17 日に奏楽堂で開催された明治音楽会

第 20 回演奏会
1901 年 12 月 8 日、9 日に東京音楽学校第 5 回定期

1900 年 9 月 30 日に奏楽堂で開催された明治音楽会

会

1900 年 3 月 17 日に青年会館で開催された慈善音楽

第 17 回演奏会

別刷

1899 年 12 月 9 日に奏楽堂で開催された明治音楽会 別刷

期演奏会

1899 年 11 月 25 日、26 日 東京音楽学校第 3 回定

別刷

1
1
1
13
6
2
2
5

1901/12/11 読売
1901/12/12 読売
読売
読売
読売
読売

1902/3/25
1902/4/5
1902/6/4
1902/6/5
1902/11/19 読売

音楽学校分教場演奏会評判 渋谷馬頭
東京音楽学校卒業式演奏概
向台生
評
長頭巨眼生
音楽学校分教塲試業総会
長頭巨眼生

音楽学校秋季演奏会のぞき 渋谷馬頭

精神病者慈善救治会音楽会

音楽学校演奏会の概評

ラ生

ラ生
和製ハイカ

ラ生
和製ハイカ

和製ハイカ

うたのや

東京音楽学校秋季演奏会評 楽狂生
東京音楽学校秋季演奏会評
楽狂生
（つヾき）

ち、か、

2
5
5

読売
読売
読売

1902/12/4
1902/12/6

1902/12/3

1902/2/28

1901/12/2

読売

1

読売

第廿五回明治音楽会略評

読売

1

1901/6/24

1901/6/10
読売

「中学唱歌」付・同音楽会 月曜会
［月曜付録］第十観劇余録、
月曜会
明治音楽会

4
1
1

都
読売

中学唱歌演奏会
（無署名） 1901/5/23
1901/6/3
［月曜付録］第七音楽学校編 月曜会

慈善救治会主催の慈善音楽会

1902 年 11 月 29 日に奏楽堂で開催された精神病者

回定期演奏会

た第 11 回試業演奏会
1902 年 11 月 16 日に開催された東京音楽学校第 7

校卒業式
1902 年 6 月 1 日に東京音楽学校分教場で開催され

1902 年 3 月 2 日に開催された試業演奏会
1902 年 3 月 29 日に奏楽堂で開催された甲種師範学

会

1902 年 2 月 23 日に奏楽堂で開催された学友会演奏

音楽学校第 6 回定期演奏会

1901 年 12 月 7 日、8 日に奏楽堂で開催された東京

楽会第 25 回演奏会

会第 24 回演奏会
1901 年 11 月 26 日に青年会館で開催された明治音

1901 年 6 月 15 日に中央会堂で開催された明治音楽

別刷

別刷

1901 年 5 月 19 日東京音楽学校中学唱歌披露演奏会 別刷

白鳥生

菱生

菱生

音楽学校卒業式所感

明治音楽会所感

音楽演奏会

鉄

はくてう

明治音楽会所感

音楽学校演奏会

鉄笛

後凋生

歌劇研究会短評

（続）

て明治音楽会諸氏に告ぐ

音楽学校春季演奏会評（上）後凋生
音楽学校春季演奏会評（中）後凋生
音楽学校春季演奏会評（下）後凋生
近時の演奏会を評し、併せ
後凋生
て明治音楽会諸氏に告ぐ
近時の演奏会を評し、併せ 後凋生

7
1

読売
読売

1903/6/28
1903/6/29

1
1
1
1
1
4

読売
読売
読売

1904/11/15 読売
1904/12/6 読売
1904/12/11 日本

1904/7/12

1903/9/29

1903/7/26

1

読売

1903/6/30

1
1
1

読売
読売
読売

1903/5/7
1903/5/8
1903/5/9

音楽学校第 11 回定期演奏会

楽会第 37 回演奏会
1904 年 12 月 3 日、4 日に奏楽堂で開催された東京

校の卒業式
1904 年 11 月 12 日に青年会館で開催された明治音

の第 34 回演奏会
1903 年 7 月 10 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

の公演（グルック《オルフォイス》初演）
1903 年 7 月 23 日に奏楽堂で開催された明治音楽会

1903 年 7 月 23 日に奏楽堂で開催された歌劇研究会

会

1903 年 6 月 13 日に青年会館で開催された慈善音楽

音楽学校第 8 回定期演奏会

1903 年 5 月 1 日、2 日に奏楽堂で開催された東京

あかざ生

1904/12/13 東朝

鉄腸
鉄腸
鉄腸
鉄腸
あかざ生
てつちやう
てつちやう
てつちやう
て、て、生

第二回国民音楽会の管絃楽 あかざ生

聴く
紀元節の楽堂（一）
紀元節の楽堂（二）
紀元節の楽堂（三）
紀元節の楽堂（四）
祝捷音楽会漫評
学友会の音楽会（上）
学友会の音楽会（中）
学友会の音楽会（下）
国民音楽会短評

村季晴氏作「露営の夢」を 途芝子

聴く
［家庭］悲壮の一曲（下）北

1905/2/14
1905/2/16
1905/2/18
1905/2/19
1905/2/28
1905/3/1
1905/3/2
1905/3/3
1905/3/7
1905/3/7
東朝

日本
日本
日本
日本
東朝
日本
日本
日本
都

1904/12/19 毎日

村季晴氏作「露営の夢」を （無署名） 1904/12/16 毎日

［家庭］悲壮の一曲（上）北

音楽雑感

4
4
6
4
6
3
4
4
6
7

1

1

3

2 回国民音楽会

1905 年 3 月 4 日に帝国教育会楼上で開催された第

友会祝捷音楽会

1905 年 2 月 25 日、26 日に奏楽堂で開催された学

青年会主催の出征軍人慰労事業補助音楽会

1905 年 2 月 11 日に奏楽堂で開催されたキリスト教

《露営の夢》の公演

1904 年に済美音楽学校で開催された北村季晴作曲

音楽学校第 11 回定期演奏会

1904 年 12 月 3 日、4 日に奏楽堂で開催された東京

1904 年に開催された和洋音楽調奏会の演奏会

美音楽学校開校式

1904 年 11 月 23 日に済美音楽学校で開催された済

楽会第 37 回演奏会

1904 年 11 月 12 日に青年会館で開催された明治音

5
1
1
4
4
1
1
7
1

読売
毎日
毎日
読売
読売
毎日
都
東朝

1905/3/30
1905/3/30
1905/3/31
1905/5/18
1905/5/19
1905/5/19
1905/6/21

て、て生

あかざ生

家庭塾寄付音楽会短評

明治音楽会総評

読売

6
6
6
6
4
3
1
5
4
3
4

東朝
東朝
東朝
東朝
日本
日本
読売
都
日本
日本
日本

1905/3/15
1905/3/16
1905/3/17
1905/3/18
1905/3/22
1905/3/23
1905/3/23
1905/3/24
1905/3/24
1905/3/25
1905/3/29

鉄笛

3

都

1905/3/15

明治音楽会短評

3

都

1905/3/14

1905/7/8
1905/7/9

6

東朝

1905/3/14

あかざ生
護国幼年音楽会
和強楽堂音楽大会略評
て、て、生
和強楽堂音楽大会略評（つ
て、て、生
づき）
あかざ生
音楽会の二日和強楽堂並に あかざ生
あかざ生
護国幼年音楽会
あかざ生
音楽学校演奏会評（上）
鉄腸
音楽学校演奏会評（二）
鉄腸
音楽学校春季演奏会
無耳生
音楽学校演奏会
（無署名）
音楽学校演奏会評（三）
鉄腸
音楽学校演奏会評（四）
鉄腸
卒業式の音楽会
（無署名）
東京音楽甲種師範科卒業式
むじ生
演奏
つ、ま、こ
卒業式の音楽会（廿七日）
つ、ま、こ
同仁会寄付音楽会評
無耳生
同仁会寄付音楽会評（承前）無耳生
同仁会音楽会短評
調陽

音楽会の二日和強楽堂並に

会第 39 回演奏会

音楽会
1905 年 7 月 6 日に青年会館で開催された明治音楽

1905 年 6 月 17 日に奏楽堂で開催された家庭塾寄付

会寄付音楽会

1905 年 5 月 13、14 日に奏楽堂で開催された同仁

校甲種師範科卒業式

1905 年 3 月 27 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

回定期演奏会

1905 年 3 月 18、19 日に奏楽堂で開催された第 12

幼年会保護団の慈善音楽会

1905 年 3 月 11 日、12 日に開催された大日本護国

1905/7/14

てつ

楽会評（下）
昨夜の公園音楽
一昨夜の音楽
日比谷楽堂第三回演奏

楽会評（上）
海軍々楽隊の演奏日比谷音

二回奏楽
海軍々楽隊の演奏日比谷音

月夜の音楽日比谷奏楽堂第

4
7
1
4

日本
時事
毎日
東朝

（無署名） 1905/9/3
一記者
1905/9/4
あかざ生 1905/9/4

1905/8/16

てつ

4

日本

1905/8/15

てつ

4

日本
東朝

1905/8/14

あかざ生

日比谷音楽堂の初演奏（下）テ

3
3

日本

1905/8/4
1905/8/5

3

日本

7

3

日本

東日

3

3

日本

日本

1905/7/17

1905/7/15

1905/7/13

てつ

テ

1905/7/12

てつ

■■子
会
日比谷音楽堂の初演奏（上）テ

授植所植物園寄付慈善音楽

明治音楽会評

（下）

（中）
音楽学校卒業式音楽会評

（上）
音楽学校卒業式音楽会評

音楽学校卒業式音楽会評

楽隊の開催された演奏会

1905 年 9 月 2 日に日比谷音楽堂で陸軍戸山学校軍

軍楽隊の演奏会

1905 年 8 月 12 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

戸山学校軍楽隊の演奏会

1905 年 8 月 1 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

1905 年 7 月 15 日に奏楽堂で開催された慈善音楽会

会第 39 回演奏会か

1905 年 7 月 6 日に青年会館で開催された明治音楽

校卒業式

1905 年 7 月 8 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

7
6
5
3
1
3
3
5
7

東朝
都
読売
毎日
日本

1905/11/8
（無署名） 1905/11/9

1905/12/9
1905/12/9
1905/12/9
1905/12/15 日本
1905/12/17 読売
1905/12/20 東朝

青年会館の音楽会
秋月
青年会音楽演奏会 露国女
一記者
流名手の出演
[ 雑報］露国女流音楽家の演
鉄腸
奏
[ 雑報］一昨夜開会の明治音
（無署名）
楽会評
明治音楽会短評
一記者

楽友倶楽部第二回演奏

社交婦人会音楽会所感

会

一昨日のモザルト紀念音楽

日曜の両音楽会

途芝子

1906/3/23

（無署名） 1906/1/29

一記者

1905/12/5

4

日本

1905/11/2

一記者

4

日本

1905/11/1

6
1

東朝
毎日

東朝

4

1905/10/31 日本

演奏会概評

1

1905/10/31 読売

音楽学校演奏会評
菱生
[ 雑報］音楽学校秋季演奏会
（無署名）
楽評（一）
[ 雑報］音楽学校秋季演奏会
（無署名）
楽評（二）
[ 雑報］音楽学校秋季演奏会
てつ
楽評（三）
文学音楽共究会発会式音楽 （無署名）

会音楽会

ト記念音楽祭
1906 年 3 月 21 日に青年会館で開催された社交婦人

楽部の第 2 回演奏会
1906 年 1 月 27 日に奏楽堂で開催されたモーツァル

1905 年 12 月 16 日に青年会館で開催された楽友倶

楽会

1905 年 12 月 13 日に青年会館で開催された明治音

クロスチーヌの演奏会

1905 年 12 月 7 日に青年会館で開催されたオルガ・

第 3 回演奏会

共究会発足式での演奏会
1905 年 12 月 3 日に胡蝶園で開催された音楽練習会

1905 年 11 月 4 日に青年会館で開催された文学音楽

会

1905 年 10 月 29 日に奏楽堂で開催された秋季演奏

（無署名） 1906/8/12

1906/8/12
（無署名） 1906/8/26

（無署名） 1906/10/1

日比谷の演奏

日比谷の演奏

日比谷吹奏楽（陸軍軍楽隊）一記者

日比谷の演奏

1906/7/10

東京音楽学校卒業演奏短評 庭栖

1906/6/18
1906/6/24

一記者

1906/6/4

庭栖

明治音楽会の演奏

楽隊）

日比谷公園吹奏楽（陸軍軍

庭栖

1
4
4
4
7

毎日
東日
東朝
東日

東日

1

3

毎日

楽苑会演奏歌劇「羽衣」

毎日

4

東朝

日比谷吹奏楽（陸軍々楽隊）
（無署名） 1906/4/30

4

3

日本

（無署名） 1906/4/10

廃兵慰藉音楽会評

東朝

5

読売

明治音楽会所感

会合評（下）

1906/4/1

1

毎日

汀鴎、庭洒 1906/3/25

一記者

1

毎日

会合評（上）
ボヘミヤン四分合奏団演奏

汀鴎、庭洒 1906/3/24

ボヘミヤン四分合奏団演奏

軍楽隊の演奏会

軍楽隊の演奏会
1906 年 9 月 29 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

戸山学校軍楽隊の演奏会
1906 年 8 月 25 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

校卒業式の演奏
1906 年 8 月 11 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

会の第 43 回演奏会
1906 年 7 月 7 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

隊の演奏会
1906 年 6 月 22 日に青年会館で開催された明治音楽

1906 年 6 月 17 日に日比谷音楽堂で開催された軍楽

の演奏会

軍楽隊の演奏会
1906 年 6 月 2 日に青年会館で開催された歌劇「羽衣」

主催の演奏会
1906 年 4 月 29 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

明治音楽会
1906 年 4 月 8 日に奏楽堂で開催された廃兵慰籍会

1906 年 3 月 28 日に青年会館で開催された第 41 回

四部合唱団の演奏会

1906 年 3 月 22 日に青年会館で開催されたボヘミア

5
5
7
4
4
4
7
6
7
7
7
3
3
7

1906/10/10 読売
1906/10/11 読売

（無署名） 1906/10/16 東日

（無署名） 1906/11/11 東日

（無署名） 1906/11/12 東日

（無署名） 1906/11/26 東日

東日
東日
東日
読売
都
東日

日比谷の演奏

東京音楽学校試演

日比谷の演奏

本年最後の日比谷の演奏

［演芸界］本年最後の三演奏
（無署名） 1906/11/25 東日
会（続）
東朝

鎗坊

一記者

天生

天籟生
蝶郎子
一記者

天生

青年会館寄付大音楽会

慈善大音楽会

楽苑会第二回歌劇大会
楽苑会の歌劇
歌劇大会

第四十五回明治音楽会

1907/4/19

1907/4/15
1907/4/16
1907/4/16

1907/4/7

1907/3/13

（無署名） 1907/1/24

英国二嬢の音楽評

（続）

5

鎗坊

（続）
音楽学校の演奏会に就て

読売

1906/10/9

鎗坊

音楽学校の演奏会に就て
音楽学校の演奏会に就て

明治音楽会演奏会

1907 年 4 月 17 日に青年会館で開催された第 45 回

楽苑会の第 2 回歌劇大会

1907 年 4 月 13、14 日に高等演芸館で開催された

人会主催の慈善音楽会

寄付音楽会
1907 年 4 月 5 日に奏楽堂で開催された牛込教会婦

ス、ハントの演奏会
1907 年 3 月 12 日に青年会館で開催された青年会館

楽部第 3 回演奏会
1907 年 1 月 22 日に青年会館で開催されたマーケン

軍軍楽隊の演奏会
1906 年 12 月 22 日に青年会館で開催された楽友倶

軍軍楽隊の演奏会
1906 年 11 月 25 日に日比谷音楽堂で開催された海

軍楽隊の演奏会
1906 年 11 月 10 日に奏楽堂で開催された演奏会
1906 年 11 月 11 日に日比谷音楽堂で開催された海

1906 年 10 月 14 日に日比谷公園で開催された海軍

演奏会

1906 年に開催された東京音楽学校設立 20 周年記念

7

（無署名） 1907/10/27 東日

日比谷の海軍楽演奏

公園奏音楽概評

日比谷公園昨日の海軍楽

白羊

1907/11/12 時事

（無署名） 1907/11/11 東日

［みやこ文芸］二つの演奏会（無署名） 1907/10/28 都

7
11

1

7

東日

読売

（無署名） 1907/7/29

1907/7/14

日比谷の海軍楽

7
6
2

東日

XYZ

7

東日
時事

6

読売

［日曜付録］皐月会

露国音楽を聴く

（無署名） 1907/7/9

1907/7/1

1907/6/20

7

東日

（無署名） 1907/7/8

天生

RO 生

7

東日

読売

7
3

東日

露国歌劇俳優の演奏会

日比谷公園の奏楽

演奏会評

1907/5/13

1907/4/30

（無署名） 1907/6/16

天生

一記者

（無署名） 1907/4/29

［読売論壇］第四回東京音楽

第一高等女学会音楽会

日比谷公園の奏楽概評

音楽学校演奏会評

東京音楽学校演奏会概評

軍軍楽隊の演奏会

1907 年 11 月 10 日に日比谷音楽堂で開催された海

奏会

同日、日比谷音楽堂で開催された海軍軍楽隊の演

主催演奏会

軍軍楽隊の演奏会
1907 年 10 月 26 日に奏楽堂で開催されたあやめ会

軍楽隊の演奏会
1907 年 10 月 26 日に日比谷音楽堂で開催された海

された演奏会
1907 年 7 月 10 日に青年会館で開催された皐月会 別刷
1907 年 7 月 27 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

軍楽隊の演奏会
1907 年 7 月 7 日に築地メトロポールホテルで開催

楽学校第 4 回定期演奏会
1907 年 6 月 30 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

女学校卒業生同窓会の演奏会
1907 年 6 月 16 日に常盤倶楽部で開催された東京音

戸山学校軍楽隊の演奏会
1907 年 6 月 15 日に青年会館で開催された第一高等

校の演奏会
1907 年 5 月 12 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

1907 年 4 月 28 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

1
1
7
6
7
6
1
3
1
3
1
1

1907/12/19 日本
1907/12/20 日本

東日
東朝
読売
時事
毎日
読売
都
都

1908/2/1
1908/2/2
1908/2/9
1908/2/17
1908/2/18
1908/2/19
1908/2/19
1908/2/20

丁六

丁六

（無署名） 1907/12/28 東日
東朝

丁六

1908/2/1

1

1907/12/18 日本

朗生

四十八回明治音楽会
（無署名）
明治音楽会の演奏評
篆隷子
［日曜付録］第四十八回明治
K、Y 生
音楽会
帝国音楽会演奏会
（無署名）
帝国音楽会演奏
かつらぎ生
帝国音楽会の演奏会
〇生
［みやこ文芸］帝国音楽会評
秋風
（上）
［みやこ文芸］帝国音楽会評
秋風
（下）

澄月会演奏会

歌劇「花の女王」を観る

校演奏会評

校演奏会評
冬の楽会（三）東京音楽学

校演奏会評
冬の楽会（二）東京音楽学

善音楽会
冬の楽会（一）東京音楽学

篆隷子

3

1907/11/30 読売

みどり

［音楽界］鎌倉小児保育園慈

早稲田楽団の初陣

3
1

1907/11/29 読売
1907/11/30 毎日

［音楽界］早稲田音楽会短評 朗生

会第 3 回演奏会

1908 年 2 月 15 日に青年会館で開催された帝国音楽

会第 48 回演奏会

1908 年 1 月 31 日に青年会館で開催された明治音楽

奏会

ス祝賀会での余興
1908 年 1 月 29 日に青年会館で開催された澄月会演

1907 年 12 月 26 日に芝教会で開催されたクリスマ

学校第 17 回定期演奏会

1907 年 12 月 14 日に奏楽堂で開催された東京音楽

児保育園の慈善音楽会

音楽会の第 1 回演奏会
1907 年 11 月 29 日に青年会館で開催された鎌倉小

1907 年 11 月 27 日に青年会館で開催された早稲田

別刷

秋風

白羊

日比谷公園の演奏

慰廃園寄付慈善音楽会

音楽学校演奏会

演奏会（下）
音楽学校春季演奏会

演奏会（上）
早稲田大学図書館寄付音楽

早稲田大学図書館寄付音楽

試演音楽会

音楽会

1908/5/30

鼓村生

1908/6/9

（無署名） 1908/6/13

撫子生

（無署名） 1908/6/8

1908/5/29

1908/5/29

1908/5/27

1908/5/26

1908/4/20

鼓村生

秋風

秋風

白羊

昨日の日比谷の音楽

［みやこ文壇］早稲田図書館

音痴生

力行会の慈善音楽会

1908/4/19

（無署名） 1908/3/29

1908/3/23

1908/3/9
1908/3/9

音楽学校卒業式

秋風

ユンケル氏主催演奏会

昨日の慈善音楽会

朗生

監督女塾慈善音楽会

6

時事

7
7
4
5

東朝
東日
毎日

東朝

7

東朝

1

6

時事

都

3

読売

1

4

東日

都

5

都

都

3
3

時事

慈善音楽会

校春季演奏会
1908 年 6 月 11 日に青年会館で開催された慰廃園の

1908 年 6 月 7 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

図書館寄付音楽演奏会

1908 年 5 月 24 日に奏楽堂で開催された早稲田大学

主催の音楽会

図書館寄付音楽演奏会
1908 年 5 月 23 日に奏楽堂で開催された松本楽器店

軍楽隊の演奏会
1908 年 5 月 24 日に奏楽堂で開催された早稲田大学

軍楽隊の演奏会
1908 年 5 月 24 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

主催の演奏会
1908 年 5 月 19 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

校の卒業式
1908 年 4 月 18 日に奏楽堂で開催された日本力行会

催の演奏会
1908 年 3 月 28 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

催の慈善音楽会
1908 年 3 月 19 日に奏楽堂で開催されたユンケル主

1908 年 3 月 7 日に奏楽堂で開催された監督女塾主

6
6
6
6
3
2
1

（無署名） 1908/10/26 時事
時事
時事

1908/11/29 時事
1908/11/30 東日
東朝
読売

1908/12/1
1908/12/6

日比谷公園奏楽

朗生

早稲田音楽会演奏会

東京音楽学校演奏会
朗生
音楽学校演奏会
（無署名）
音楽学校演奏会冬枯の上野
（無署名）
に賑かな音色
ABC 生
［日曜付録］音楽会所感

朗々

庭栖

天長節の公園奏楽

明道会音楽会所感

4
5

時事

朗生

明道会慈善音楽会

8

時事

朗生

日比谷公園の奏楽

9

時事

朗生

日比谷公園の奏楽

9

1908/11/9

1908/11/3

1908/10/5
1908/10/6

1908/9/6

1908/8/9

毎日

東日
時事

（無署名） 1908/7/12

（無署名） 1908/6/29

日比谷の演奏

日比谷の海軍楽

5
2

時事

（無署名） 1908/6/29

日比谷公園の音楽

4

時事

（無署名） 1908/6/29

高津氏追悼音楽会

1

毎日

1908/6/26

庭栖

音楽季節名残の清韻

音楽学校秋季演奏会

1908 年 11 月 28、29 日に奏楽堂で開催された東京

楽会第 3 回演奏会

軍楽隊の演奏会
1908 年 11 月 7 日に青年会館で開催された早稲田音

軍軍楽隊の演奏会
1908 年 11 月 3 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

会の慈善音楽会
1908 年 10 月 25 日に日比谷音楽堂で開催された海

軍楽隊の演奏会
1908 年 10 月 2、3 日に青年会館で開催された明道

軍楽隊の演奏会
1908 年 9 月 5 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

軍楽隊の演奏会
1908 年 8 月 8 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

軍楽隊の演奏会
1908 年 7 月 11 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

悼演奏会
1908 年 6 月 28 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

校の演奏会
1908 年 6 月 27 日に奏楽堂で開催された高津環の追

1908 年 6 月 20 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

別刷

5
4
1
8
6

時事
東朝
都
時事
時事

1909/6/15
1909/6/17

朗々

同仁会寄付音楽会

［みやこ文芸］両所の音楽会 紫嶺

朗生

紫嶺

日比谷の公園奏楽

一幕

［みやこ文芸］秋期演奏の第

羊

日比谷の演奏

1
6
6
1

1909/10/14 都
1909/10/25 時事
1909/10/25 時事
1909/10/26 都

1909/9/12

（無署名） 1909/7/25

涼夜の公園音楽

音楽学校演奏会
て、れ生
［みやこ文芸］音楽学校演奏
澤澪生
会所感

（無署名） 1909/4/26

新来女流楽人演奏会

5

時事

（無署名） 1909/3/15

ヴ氏音楽会

6

時事

（無署名） 1909/2/26

日比谷公園奏楽

時事
東日
毎日

東朝

5
6
4
3
3

毎日

1908/12/15
1908/12/15
1908/12/21
1908/12/21
1908/12/21

一記者
一記者
嶺南

篆隷子

庭栖

歌劇大会
有楽座の喜劇オペラ
有楽座の歌劇見物記

明治音楽会演奏会

明治音楽会演奏会

会の慈善音楽会

軍軍楽隊の演奏会
1909 年 10 月 23、24 日に奏楽堂で開催された同仁

演奏会、ヴィザース音楽団の演奏会
1909 年 10 月 24 日に日比谷音楽堂で開催された海

軍楽隊の演奏会
1909 年 10 月 9 日に奏楽堂で開催された学友会秋季

軍楽隊の演奏会
1909 年 9 月 11 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

1909 年 7 月 24 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

音楽学校第 20 回定期演奏会

1909 年 6 月 12、13 日に奏楽堂で開催された東京

ド主催の演奏会

1909 年 4 月 25 日に奏楽堂で開催されたペツォール

ヴィギエチ主催の演奏会

軍楽隊の演奏会
1909 年 3 月 14 日に有楽座で開催されたジョルジュ・

1909 年 2 月 25 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

トゥーアドラマティック倶楽部の演奏会

1908 年 12 月 19 日に有楽座で開催された横浜アメ

会の第 50 回演奏会

1908 年 12 月 13 日に奏楽堂で開催された明治音楽

5
5

時事

1909/12/13 東朝

日比谷奏楽納会

卒業演奏

［みやこ文壇］東京音楽学校

［みやこ文壇］音楽喜劇会

澪

嶺

1

都

1910/3/27

1910/3/1

1

3

東朝

1910/2/28

都

3

［文芸欄］楽壇漫言
長耳生
［文芸欄］巴里洪水慈善音楽
長耳生
会

東朝

1910/2/8
1910/2/15

3

1909/12/21 東朝
1

3

1909/12/20 東朝

都

11

1909/12/19 時事

1909/12/16 東朝

1909/12/15 東朝

［みやこ文壇］ペ夫人の演奏 嶺南

帝国音楽会第五回演奏会
うづら生
［文芸欄］帝国音楽会第五回
（無署名）
演奏会概評（上）
［文芸欄］帝国音楽会第五回
（無署名）
演奏会概評（下）
明治音楽会演奏会
朗々
［文芸欄］明治音楽会第
（無署名）
五十二回演奏会概評（上）
［文芸欄］明治音楽会第
（無署名）
五十二回演奏会概評（下）

（無署名） 1909/12/6

3

1909/11/28 東朝

東朝

長耳生

［文芸欄］音楽学校演奏会 （無署名） 1909/12/2

［文芸欄］雨中の演奏会

5
3

（無署名） 1909/11/26 時事

ロイテル氏音楽会

校卒業式

会主催の巴里洪水慈善大音楽喜劇会か
1910 年 3 月 25 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

1910 年 2 月 26 日に有楽座で開催されたフランス協

1910 年 2 月 26 日に有楽座で開催された慈善音楽会

催の演奏会
1910 年 2 月 14 日に有楽座で開催された演奏会

1910 年 2 月に奏楽堂で開催されたペツォールド主

回明治音楽会

1909 年に 12 月 16 日に青年会館で開催された第 52

演奏会

1909 年 12 月 11 日に開催された帝国音楽会第 5 回

軍楽隊の演奏会

1909 年 12 月 5 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

奏会

氏演奏会
1909 年 11 月 28 日に開催された東京音楽学校の演

1909 年 11 月 24 日に有楽座で開催されたロイテル

のみか

のみか
市内版

市内版

楽
［文芸欄］上野音楽学校演奏

楽会
［みやこ文壇］日比谷の初奏

嶺

露国俳優のオペラ歌

嶺生
絃楽
［雑説］失望せる洋楽演奏 嶺南生
［文芸欄］帝国軍人後援会慈
長耳生
善演奏会
軍人後援会音楽会評
塔

［みやこ文壇］海軍楽隊の管

1910/9/14

白鼓

公園音楽を聴く

5

3

都

1910/10/19 読売

5

読売

3

3

東朝

1910/10/17 東朝

5

都

1

3

東朝

1910/10/17 都

1

都

1

3

3

東朝
東朝

6
1
3

時事
都
東朝

都

1910/10/3

1910/9/25

1910/6/7

1910/5/31

長耳生

［文芸欄］好楽会第二回演奏 長耳生

1910/4/19

澤灘生

1910/6/5

1910/4/18

長耳生

けん一

美音会

会

1910/4/4
1910/4/5
1910/4/8

（無署名） 1910/4/11

［文芸欄］慰廃園寄付慈善音

［文芸欄］大音楽会演奏

東京 p、s 音楽会
朗生
［みやこ文壇］面白き演奏会 澤灘
［文芸欄］好楽会第一回演奏 長耳生

会の演奏会

1910 年 10 月 15 日に奏楽堂で開催された軍人後援

1910 年 10 月 1 日に開催された海軍軍楽隊の試演会

の俳優アルカジーンの演奏会

軍楽隊の演奏会
1910 年 9 月 24 日に高等演芸館で開催されたロシア

モニー会第 1 回演奏会
1910 年 9 月 10 日に日比谷音楽堂で開催された海軍

回演奏会
1910 年 6 月 5 日に奏楽堂で開催されたフィルハー

音楽学校春季演奏会
1910 年 6 月 2 日に有楽座で開催された美音会第 19

1910 年 5 月 28、29 日に奏楽堂で開催された東京

会

1910 年 4 月 16 日に青年会館で開催された慈善音楽

ウェルクマイスター、ペツォールドの演奏会

1910 年 4 月 9 日に青年会館で開催されたユンケル、

モニー会第 1 回演奏会

1910 年 4 月 3 日に奏楽堂で開催されたフィルハー

五十四回演奏

奏楽評
［文芸欄］明治音楽会第

［日曜付録］遣英楽隊告別演

洋楽は騒々しい物

1
3
2
3
1
3
2

1910/10/23 読売
1910/10/26 東朝
読売

1910/11/28 読売
1910/11/29 都
1910/11/30 東朝
読売

3

1910/12/21 東朝

長耳生

4

1910/12/14 東日
1

1

1910/12/12 都

1910/12/18 読売

5
5

1910/12/5 都
1910/12/11 都

1910/12/4

1910/11/6

5

1910/10/22 読売

いてふ

丙

音楽学校学友会演奏
白鼓
［日曜付録］音楽学校学友会
いてふ
演奏会評
［文芸欄］音楽奨励会第一回
長耳生
演奏
［日曜付録］フィルハルモニ
いてふ
ア第三回演奏会評
A
音楽学校演奏会
［みやこ文壇］上野の演奏会 澪灘生
［文芸欄］上野音楽学校秋期
長耳生
演奏会
［日曜付録］東京音楽学校演
いてふ
奏会評
聯合音楽会
けん一
軍楽隊告別演奏
嶺
［みやこ文壇］混成楽隊のお
嶺
残演奏

楽会第 54 回演奏会

国軍楽隊の演奏会
1910 年 12 月 13 日に青年会館で開催された明治音

楽会第 54 回演奏会
1910 年 12 月 10 日に日比谷音楽堂で開催された英

1910 年 12 月 13 日に青年会館で開催された明治音

国軍楽隊の演奏会

1910 年 12 月 10 日に日比谷音楽堂で開催された英

1910 年 12 月に女子職業学校で開催された演奏会

学校演奏会

1910 年 11 月 27 日に奏楽堂で開催された東京音楽

ルモニー会第 3 回演奏会

励会第 1 回演奏会
1910 年 10 月 30 日に有楽座で開催されたフィルハ

1910 年 10 月 23 日に華族会館で開催された音楽奨

音楽学校秋季演奏会

1910 年 10 月 16、17 日に奏楽堂で開催された東京

別刷

別刷

別刷

別刷

（一）愛音会第一回演奏所感

下
［文芸欄］最近の二演奏会

上
東京音楽学校卒業式演奏評

式演奏
東京音楽学校卒業式演奏評

奏
［文芸欄］東京音楽学校卒業

奏批評（下）
［みやこ文壇］東台の卒業演

奏批評（上）
東京フィルハルモニー会演

東京フィルハルモニー会演

神田の演奏会

1911/3/24
1911/3/25
1911/3/27
1911/3/27
1911/3/28
1911/3/29
1911/4/22

つばめ

つばめ

柏庭

長耳生

つばめ

つばめ

昧生

5
1

読売
都

5

読売
東朝

5

読売

東朝

5

都

け
読売

3

読売

1911/2/19
1911/3/23

1

東朝

1911/2/14

1

都

1911/1/18

け

東朝

1911/1/17

長耳生

楽会
［文芸欄］カペルマン音楽会 長耳生
カベルマン・ロオエル夫人
野狐髭
音楽評

会
［みやこ文壇］ペツオルド音

［文芸欄］ペッオールド音楽

会第 1 回演奏会

1911 年 4 月 16 日に女子職業学校で開催された愛音

校卒業式

1911 年 3 月 25 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

フィルハーモニー会演奏会

1911 年 3 月 20 日に帝国ホテルで開催された東京

学校と日本音楽協会との合同演奏会

1911 年 3 月 22 日に青年会館で開催された女子音楽

1911 年 2 月 11 日に精養軒で開催された演奏会

ための慈善音楽会

1911 年 1 月 15 日に開催されたペツォールド婦人の

別刷

け

けん一

昨日の音楽学校

昨日の音楽会

［みやこ文壇］楽友会の演奏 嶺

けん一

明治音楽会

5
1

1
5
5
5
1

都
東朝
都
都
都

1911/6/1
1911/6/2
1911/6/21

1911/10/22 都
1911/10/24 都

1911/7/3

1911/7/3

1911/4/30
読売

東朝

1911/5/31

1911/4/27

長耳生

5

読売

1

1911/4/27

つばめ

5

読売

東朝

都

1911/4/26

つばめ

庭

1911/4/22

長耳生

東京音楽学校音楽演奏会評 燕
［みやこ文壇］近来になき演
庭栖
奏会
［文芸欄］東京音楽学校春期
長耳生
演奏
［みやこ文壇］音楽同好会の
嶺
演奏

［雑説］独逸楽隊の管絃楽

会春期演奏

評
［文芸欄］東京音楽学校学友

評
東京音楽学校学友会演奏会

（二）音楽奨励会第四回演奏
東京音楽学校学友会演奏会

［文芸欄］最近の二演奏会

季演奏会

洋音楽演奏会
のみか
1911 年 10 月 21 日に奏楽堂で開催された学友会秋

会第 55 回演奏会
1911 年 7 月 2 日に開催された温古会の慈善音楽会
1911 年 10 月 21 日に開催された桜友会の第 2 回和 市内版

ハルモニー会の演奏会
1911 年 7 月 1 日に青年会館で開催された明治音楽

1911 年 6 月 16 日に帝国ホテルで開催されたフィル

音楽学校第 24 回定期演奏会

1911 年 5 月 27、28 日に奏楽堂で開催された東京

海軍軍楽隊の演奏会

1911 年 4 月 28 日に帝国ホテルで開催されたドイツ

音楽学校学友会春季演奏会

1911 年 4 月 22、23 日に奏楽堂で開催された東京

会第 4 回演奏会

1911 年 4 月 16 日に華族会館で開催された音楽奨励

（無署名） 1911/12/9

時事

1911/11/13 都

庭栖

読売

1911/11/4

一記者

7
5
5
5
3

（無署名） 1911/12/21 時事

1911/12/22 読売
読売
読売
読売

幸陽生

幸陽生

幸陽生

N

青山学院の管弦楽会

音楽奨励会の演奏

帝劇の外人歌劇

1912/1/31

1912/1/30

1912/1/18

5

1911/12/19 読売

幸陽生

3

4

4

5

11

1

5

（無署名） 1911/12/16 読売

音楽奨励会の演奏

帝国劇場評判（下）

東洋音楽学校の演奏

帝国劇場の初日の模様

1911/12/10 読売
上野の管弦楽会
幸陽
音楽学校冬季大演奏会の批
文倉平三郎 1911/12/15 東日
評
音楽学校冬季大演奏会の批
文倉平三郎 1911/12/16 東日
評（承前）

帝劇音楽会評

楽会
［みやこ文壇］楽壇小言

曲譜と歌詞の改良芸術座音

チュアドラマチック倶楽部の公演

会の演奏会
1912 年 1 月 30 日に帝国劇場で開催された横浜アマ

学校の演奏会
1912 年 1 月 28 日に華族会館で開催された音楽奨励

励会の演奏会
1912 年 1 月 16 日に青山学院で開催された戸山陸軍

で開催された 12 月公演
1911 年 12 月 20 日に華族会館で開催された音楽奨

た成績発表の演奏会
1911 年 12 月 15 日から 1 月 3 日にかけて帝国劇場

で開催された 12 月公演
1911 年 11 月 17 日に東洋音楽学校講堂で開催され

1911 年 12 月 15 日から 1 月 3 日にかけて帝国劇場

第 25 回定期演奏会

1911 年 12 月 9、10 日に開催された東京音楽学校

ニー会の演奏会

よる演奏会
1911 年に開催された女子音楽学校主催の演奏会
1911 年 12 月 6 日に開催された東京フィルハーモ

1911 年 10 月 30 日に有楽座で開催された芸術座に

5
1

読売
都

1912/3/26
1912/3/27

東京音楽学校の卒業式
幸陽生
［みやこ文壇］東台の卒業演
嶺南
奏

5

読売

1912/3/24

幸陽生

女子音楽学校の音楽会

5

読売

幸陽生

明治音楽会

5

読売

幸陽生

ペツォールド夫人音楽会

5

読売

幸陽生

フレーベル会音楽会

5

読売

幸陽生

ショパン誕生記念音楽会

5

都

3
1

読売

1912/4/17
1912/4/18

［みやこ文壇］小品楽の演奏 庭栖生

緑

暮春の演奏会
都

5

読売

1912/3/28

幸陽生

音楽奨励会評

1912/3/23

1912/3/7

1912/2/27

1912/2/24

1912/2/17

け

昨夜の好楽会

5
3
5
4

都
都
読売
東日

1912/2/1
1912/2/4
1912/2/6
1912/2/15

砂
青々園
幸陽生
竹鶯生

帝国劇場の歌劇
帝国劇場の二月
笑ふ可き「熊野」を見て
熊野の唱白

ハーモニー会第 8 回演奏会

会の演奏会
1912 年 4 月 16 日に青年会館で開催されたフィル

1912 年 3 月 26 日に華族会館で開催された音楽奨励

校の卒業演奏会

1912 年 3 月 25 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

卒業演奏会

会の演奏会
1912 年 3 月に青年会館で開催された女子音楽院の

1912 年 3 月 21 日に青年会館で開催された明治音楽

ルドの演奏会

1912 年 3 月 5 日に帝国ホテルで開催されたペツォー

会

誕生記念の演奏会
1912 年 2 月 25 日に開催されたフレーベル会の演奏

ハーモニー会第 1 回演奏会
1912 年 2 月 22 日に華族会館で開催されたショパン

1912 年 2 月 16 日に青年会館で開催されたフィル

された 2 月公演

1912 年 2 月 2 日から 26 日にかけて帝国劇場で開催

薩摩守

楽友会春季演奏

安倍能成、

上司小剣、

木貞一、黒

藤紅緑、仲

田鵬心
歌劇「釈迦」に就て（上） 齋藤佳三
歌劇「釈迦」に就て（下） 齋藤佳三

合評

1912/6/9
1912/6/10

1912/6/9

1912/6/5
1912/6/5

長生

けん一

1912/6/4

1912/5/22

紫嶺

［日曜付録］ 帝劇六月興行 薩摩守、佐

昨夜の露国音楽団

の島」
露国音楽団を聴く

［みやこ文壇］新少女劇「江

幸陽生

一記者

好楽会演奏会

好楽会の演奏

1912/5/6

一記者

和洋大演奏会

1912/5/18
1912/5/19

1912/4/23

1912/4/20
幸陽生
1912/4/21
1912/4/21
茜
（無署名） 1912/4/21

Y

海軍々楽隊の管絃楽試演会 幸陽生

帝国ホテルの声楽会
ヌヴィナ夫人の印象
帝国ホテル音楽会
帝国ホテル音楽会

5

読売
読売

東日
東日

読売

都

4
4

1

5
5

5
5

都

東日

7

都

1

5

読売

都

3
5
4
5

読売
読売
東日
東朝

された 6 月公演

1912 年 6 月 1 日から 23 日にかけて帝国劇場で開催 別刷

Agreneva-Slavyanskaya 一座の演奏会

1912 年 6 月 4 日に有楽座で開催された Margarita

1912 年に白木屋余興場で開催された少女劇

会春季演奏会

演奏会
1912 年 5 月 18、19 日に奏楽堂で開催された学友

大演奏会
1912 年 5 月 17 日に青年会館で開催された好楽会の

の演奏会
1912 年 5 月 5 日に歌舞伎座で開催された和洋連合

1912 年 4 月 21 日に水交社で開催された海軍軍楽隊

養育院寄付の慈善音楽会

1912 年 4 月 19 日に帝国ホテルで開催された東京市

榕

梛の葉

帝国劇場のバンドマン

マンドリン音楽会

1
1
3
5

時事
読売
東朝

6
5
5

東朝
読売

1912/11/23 読売

1912/10/7

幸陽生

5

読売

1912/7/7

好楽会音楽会

3

都

1912/7/7

幸陽生

3

都

1912/7/6

晩秋の音楽会

3

読売

1912/7/4

竹の屋主人 1912/7/14

5

読売

時事

5

東朝

1912/6/25

1912/6/25

1912/6/25

1912/6/23
1912/6/24

1912/6/11

七月の帝劇（下）

萩原朔太郎
想
帝劇女優の盆芝居
ふく生
常磐津のオペラ（帝国劇場
青々園
の「江口の君」）
常磐津のオペラ（帝国劇場
青々園
の「江口の君」つづき）
上野音楽堂の土曜演奏会
幸陽生

［文芸欄］歌劇「釈迦」の感

小松玉巌

小松玉巌

楽壇時感（一）

楽壇時感（二）

梛の葉

音楽学校演奏大会

の演奏会

学校学友会秋季演奏会
1912 年 11 月 22 日に青年会館で開催された好楽会

された 7 月公演
1912 年 10 月 26 日に奏楽堂で開催された東京音楽

1912 年 7 月 6 日に奏楽堂で開催された演奏会
1912 年 7 月 3 日から 20 日にかけて帝国劇場で開催

された 7 月公演

1912 年 7 月 3 日から 20 日にかけて帝国劇場で開催

された 6 月公演

マンドリン倶楽部主催音楽会
1912 年 6 月 1 日から 23 日にかけて帝国劇場で開催

1912 年 6 月 23 日に青年会館で開催された慶應義塾

されたバンドマン歌劇団の公演

Agreneva-Slavyanskaya 一座の演奏会
1912 年 6 月 4 日から 30 日にかけて帝国劇場で開催

校春季定期演奏会
1912 年 6 月 4 日に有楽座で開催された Margarita

1912 年 6 月 9 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

3
5
1
5
5
3
5
5
5
5

読売
東朝
日本
都
読売
都
東朝
読売
東朝
都

1913/2/9
1913/2/9
1913/2/9
1913/2/9

1913/3/11

1913/3/26
名残の演奏
一記者
卒業演奏会東京音楽学校卒
（無署名） 1913/3/26
業式
1913/3/26
晴れの演奏
けん一

すの字

梛の葉

帝劇の女優劇（下）

昨夜の音楽会

土曜演奏会
梛の葉
上野の演奏会
一記者
昨日の上野楽堂
け
入神の妙技昨日の土曜演奏
一記者
会

N

帝劇の印象

1913/2/11

1913/2/5

6

1912/12/17 東朝

△△

土曜演奏会を聴く

場にて

3

5

（無署名） 1912/12/12 読売

1912/12/1
1912/12/1
1912/12/12
1912/12/12

けん一
（無署名）
梛の葉
けん一

読売

5
1
5
5

1912/12/1

幸陽生
都
日本
東朝
都

送別音楽会
昨日の送別演奏会
上野の大演奏会
ユンケル氏送別音楽会
帝劇の音楽会
ユ氏送別音楽会昨日帝国劇

別離の指揮棒昨日のユ教授

校卒業式

1913 年 3 月 25 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

第 10 回演奏会

された 2 月公演
1913 年 3 月 10 日に有楽座で開催された帝国音楽会

1913 年 2 月 2 日から 26 日にかけて帝国劇場で開催

校学友会の第 4 回土曜演奏会

1913 年 2 月 8 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

された 2 月公演

学校学友会の第 4 回土曜演奏会
1913 年 2 月 2 日から 26 日にかけて帝国劇場で開催

1912 年 12 月 14 日に奏楽堂で開催された東京音楽

ル送別音楽会

1912 年 12 月 11 日に帝国劇場で開催されたユンケ

送別音楽会

1912 年 11 月 30 日に奏楽堂で開催されたユンケル

ケー生
信天翁
ふく生
長江

3
1
1
5
6
1
5
5
5
3

都
都
都
読売
東日

1913/6/6
1913/6/7
1913/6/8
1913/6/8

ル

シルバ夫人の独唱帝国ホテ

Q

1913/10/25 読売

都

時事

都

都

4
3
6

1913/6/1
1913/6/3
1913/6/6

東朝
読売
東日

7

東朝

7

5
5
1

東朝
都
日本

東日

1913/4/28

1913/4/22

1913/4/15
1913/4/15
1913/4/15

1912/9/4
1912/9/7
「マスコット」を観て
嶺南
1913/10/13
［日曜の会］トリオ会演奏会 れ
［文芸］上野の森から
われもこう 1913/10/14
1913/10/24
空前の独唱会
れ

青々園
月）
歌劇『魔笛』を見て（上） 嶺南生
歌劇『魔笛』を見て（下） 嶺南生
柳影、ワニ
帝劇六月狂言合評 下
ヤ、五重塔
歌劇マスコット
猪股電火

青葉の演奏会
帝劇のトスカと魔笛
帝劇の魔笛
貞奴の「トスカ」（帝劇の今

岩崎邸の音楽会

葆光生

上野慈善音楽会評

エッチ、

梛の葉
嶺
一記者

ホーメアピアノ演奏会
芳明亜音楽会
ホーメイアピアノ音楽会

バの演奏会

1913 年 10 月 23 日に帝国ホテルで開催されたシル

ナ・トリオ会の演奏会

された 9 月公演
1913 年 10 月 12 日に奏楽堂で開催されたベルリア

1913 年 9 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開催

された 6 月公演

1913 年 6 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開催

ハーモニー会の演奏会
1913 年 5 月 31 日に奏楽堂で開催された春季演奏会

校再築費補助慈善音楽会
1913 年 4 月 27 日に岩崎邸で開催された東京フィル

1913 年 4 月 20 日に奏楽堂で開催された女子音楽学

アノの試演会

1913 年 4 月 14 日に精養軒で開催されたホーメアピ

5
1
5
5
5
5
5
5

読売
都
時事
時事

1913/11/4
1913/11/6
1913/11/8
1913/11/9
1913/11/10 時事
1913/11/10 都
1913/11/27 都
1913/11/27 都

れ

嶺

レ嬢の試演

喜歌劇「搾乳婦」

昨夜の音楽同好会
嶺
フヒルハルモニー会
（無署名）
［文芸］フィルハルモニィ会（無署名）
若き天才の絃の音
嶺
メエレンドルフの演奏を聴
小松玉巌
く

7
5

東朝
時事

1913/11/1
1913/11/1

5
5
5
5
4

都
東朝
時事
都
時事

1913/11/28
1913/11/28
1913/11/29
1913/11/30
1913/12/2

1913/11/1

芸術座音楽会
梛
［文芸］芸術座音楽会を聞く 秋子
曲譜と歌詞の改良芸術座音
一記者
楽会
［雑説］新作唱歌を聴く
嶺
［文芸］青年作曲家に（上） 田辺尚雄
［文芸］青年作曲家に（下） 田辺尚雄
［文芸］白樺社大音楽会を聴
騒馬生
く
昨日の上野楽堂
け

11

7

△

ヴエルデイ音楽会

1913/10/31 都

東朝

れ

昨夜の二音楽会

ンドルフの演奏会

1913 年 11 月 29 日に帝国劇場で開催されたメーレ

ハーモニー会の第 2 回月次公開試演

1913 年 11 月 27 日に帝国劇場で開催されたフィル

マチュアクラブによる公演

レンドルフの演奏会
1913 年 11 月 26 日に帝国劇場で開催された横浜ア

音楽会
1913 年 11 月 9 日に奏楽堂で開催された演奏会
1913 年 11 月 26 日に帝国ホテルで開催されたメー

1913 年 11 月 8 日に帝国ホテルで開催された白樺社

楽会主催の第 1 回演奏会

1913 年 10 月 30 日に有楽座で開催された芸術座音

ルディの生誕百年を記念した演奏会

1913 年 10 月 30 日に帝国ホテルで開催されたヴェ

奏会

同日、有楽座で開催された芸術座主催の第 1 回演

ルディの生誕百年を記念した演奏会

1913 年 10 月 30 日に帝国ホテルで開催されたヴェ

嶺

嶺

国民歌劇会試演会

劇楽音楽会

原のぶ子の独奏

虚生

嶺
演奏其他）
［文芸］銀鈴会音楽会を聴く 幸陽生

環夫人の独唱（銀鈴会発会

嶺

幸陽生

東洋音楽会

［文芸］土曜演奏会を聴く

5
6
1
7
5
5
5
5

時事
東日
都
東朝
都
都
都

1914/2/4
1914/2/5
1914/2/10
1914/2/16
1914/2/17

5
7

時事
東日

1914/3/23
1914/3/27

5

都

1914/3/22

1914/3/13

1914/3/9

1914/3/2

7

東朝

1914/2/3

時事

5

時事

1914/1/18

幸陽生
別音楽会
二月の帝劇
竹の屋主人
［文芸］歌劇『連隊の娘』を
幸陽生
見る
歌劇「連隊の娘」
長江
歌劇「連隊の娘」を観て
嶺
土曜演奏会
（無署名）

4
5
6
5

東朝
都
東日
都

1914/1/5
1914/1/6
1914/1/6
1914/1/17

竹の屋主人
青々園
長生
嶺

一月の帝劇
春の帝国劇場
［初芝居］帝劇のバタフライ
モ嬢送別演奏会
［文芸］メエレンドルフ嬢告

5

1913/12/15 時事

幸陽生

［文芸］明治音楽会評

で」歌劇会主催の演奏会

1914 年 3 月 26 日に帝国ホテルで開催された「とり

会演奏会

1914 年 3 月 21 日に保険協会で開催された銀鈴会発

催の演奏会

1914 年 3 月 12 日に青年会館で開催された新劇社主

会

演奏会
1914 年 3 月 8 日に日本音楽協会で開催された演奏

の第 8 回目の演奏会
1914 年 3 月 1 日に東洋音楽学校講堂で開催された

1914 年 2 月 14 日に奏楽堂で開催された土曜演奏会

された 2 月公演

1914 年 2 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開催

ンドルフの演奏会

1914 年 1 月 16 日に帝国ホテルで開催されたメーレ

された 1 月公演

1914 年 1 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開催

音楽会の第 59 回演奏会

1913 年 12 月 13 日に帝国ホテルで開催された明治

嶺

け

恤兵音楽演奏会

楽音会

け

音楽会

福来
嶺
（無署名）
田村俊子

K

帝劇の女優劇
喜歌劇天国と地獄
喜歌劇「天国と地獄」
十月の帝劇評（上）

れ
嶺

銀鈴会演奏会
銀鈴の妙なる響
［文芸］銀鈴会を聞いて

け

嶺

バンドマンの初日

恤兵大音楽会

けん一

第三回楽音会

斎藤佳三

けん一

珍しい音楽会

［文芸］山田耕作氏の声楽

T

3
5
5
1
5
5
5
5
7
1
7
4

都
都
都
都
時事
都
時事
都
読売
都
東朝
読売

5

5

都

1914/10/19 都

5

都

1

3
5

都
時事

1914/10/18 都

1914/10/3
1914/10/5
1914/10/6
1914/10/9

1914/9/21

1914/7/16

1914/7/13

1914/6/28
1914/6/30
1914/6/30

1914/6/27

1914/6/16

1914/5/18

1914/5/12

嶺
1914/4/4
ベルヲナリ 1914/4/5

婦人文芸音楽会

現代曲演奏会
［文芸］スミ子の歌を聴く

会の第 7 回演奏会

会の恤兵演奏会
1914 年 10 月 18 日に江東倶楽部で開催された楽音

1914 年 10 月 17 日に開催された東京音楽学校学友

催された 10 月公演

1914 年 10 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開

会恤兵寄付の演奏会

第 4 回演奏会
1914 年 7 月 12 日に開催された未来社主催の演奏会
1914 年 9 月 20 日に帝国劇場で開催された愛国婦人

1914 年 7 月 12 日に朝日倶楽部で開催された楽音会

奏会

1914 年 6 月 27 日に有楽座で開催された銀鈴会の演

ン一座の公演

第 3 回練習会
1914 年 6 月 26 日に帝国劇場で開催されたバンドマ

第 2 回練習会
1914 年 6 月 14 日に朝日倶楽部で開催された楽音会

披露演奏会
1914 年 5 月 17 日に朝日倶楽部で開催された楽音会

1914 年 5 月 11 日に有楽座で開催された『婦人文芸』

1914 年 4 月 3 日に帝国ホテルで開催された演奏会

嶺

れ

有楽座の喜歌劇

慈善音楽会

東洋音楽学校

音楽の日

歌劇古城の鐘
帝劇の洋劇部劇
喜歌劇「古城の夢」

女子音楽学校

音楽の日

長江
一記者
嶺南

け

れ

倉開二六

け

昨夜の楽音会

［文芸］上野の慈善音楽会

嶺

本居式歌劇

演奏会の印象

1
5
1
5
5
5
5
6
7
1

1914/12/29 都
都
都
都
時事
都
都
東日
読売
都

1915/3/28
1915/3/28
1915/3/29

1915/3/22

1915/3/22

1915/2/28
1915/3/3

1915/1/19

1915/1/18

5

1914/12/15 時事

4
1
5

1914/12/7 読売
1914/12/7 都
1914/12/14 時事

［婦人付録］帝劇の音楽会 和子
山田氏の響鳴楽
嶺
［文芸］指揮者としての山田

耕作氏にフィルハーモニー 柳澤健

5

1914/11/29 読売

和子

［婦人付録］秋季大演奏会

1
7
7

1914/11/28 都
1914/11/28 読売
1914/11/28 東朝

嶺
福来
名倉生

歌劇「夢遊病」
無名会と洋劇部
帝劇の合同劇

催された 4 月公演

1915 年 3 月 26 日から 30 日にかけて帝国劇場で開

式

1915 年 3 月 21 日に開催された東洋音楽学校の卒業

式

年会主催の慈善音楽会
1915 年 3 月 21 日に開催された女子音楽学校の卒業

された帝国劇場と無名会との合同劇
1915 年 2 月 26 日に奏楽堂で開催された東京女子青

の演奏会
1915 年 1 月 15 日から 24 日にかけて有楽座で開催

1915 年 1 月 17 日に新橋演芸館で開催された楽音会

会

1914 年 12 月 27 日に白木屋舞台で開催された演奏

ルハーモニー会の演奏会

1914 年 12 月 6 日に帝国劇場で開催された東京フィ

学校学友会秋季演奏会

1914 年 11 月 28 日に奏楽堂で開催された東京音楽

開催された帝国劇場と無名会との合同劇

1914 年 11 月 26 日から 30 日にかけて帝国劇場で

5
5
4
5

時事
都
読売
都

1915/5/16
1915/5/16

二
帝劇の管弦楽
帝劇の管弦楽大会
初夏の雨と音楽
帝劇の「戦争と平和」
帝劇史劇と歌劇
喜歌劇「戦争と平和」
初夏の上野演奏会

一
新設されし戸山屋外奏楽場

新設されし戸山屋外奏楽場

音楽普及会

5
5
4
5
6
5
1
5

時事
都
東日
読売
東日
読売
都
都

佐々木十九 1915/5/21

嶺

C
T

1915/5/24
1915/5/24
1915/5/24
1915/5/29
長
（無署名） 1915/5/30
1915/5/30
嶺
1915/5/30
嶺

5

時事

佐々木十九 1915/5/20

れ

1915/5/17

（無署名） 1915/5/11

5

都

（無署名） 1915/5/10

1

都
時事

露国人の声楽
嶺
［婦人付録］ロシアの声楽を
和子
聴く

［文芸］早稲田音楽会

公園の人出）

海軍の管弦楽（昨日日比谷

［文芸］東京楽友会

れ

東京楽友会

1915/4/21

1

都

5
5

けん一

音楽普及会

1915/4/20

1915/4/29
（無署名） 1915/4/30

嶺

ヤマノ音楽会

1915 年 5 月 29 日に奏楽堂で開催された演奏会

で開催された 5 月公演

1915 年 5 月 27 日から 6 月 2 日にかけて帝国劇場

ハーモニー会第 1 回演奏会

1915 年 5 月 23 日に帝国劇場で開催されたフィル

園竣工披露音楽会

1915 年 5 月 16 日に戸山屋外奏楽場で開催された楽

普及会の演奏会

1915 年 5 月 16 日に女子音楽学校で開催された音楽

ンスカヤの演奏会

1915 年 5 月 15 日に帝国劇場で開催されたスラウヤ

楽会の演奏会

軍楽隊の演奏会
1915 年 5 月 9 日に青年会館で開催された早稲田音

会の演奏会
1915 年 5 月 9 日に日比谷奏楽堂で開催された海軍

普及会による第 1 回演奏会
1915 年 4 月 28 日に青年会館で開催された東京楽友

音楽会
1915 年 4 月 18 日に女子音楽学校で開催された音楽

1915 年 4 月 17 日に帝国ホテルで開催されたヤマノ

嶺

れ

鍋島侯祝賀演奏会

音楽普及会

1
5

東朝
都
都

5
5

5

5
5
5

都
都

時事

読売
都
時事

れ

れ

（無署名） 1915/6/28

楽友会演奏会

日比谷の楽堂

T
1915/6/28
涼しい管弦楽
帝劇の管弦楽
れ
1915/6/28
［文芸］フィルハァモニー会（無署名） 1915/6/29

［文芸］四箇所の音楽会

5

都

1915/6/27

1915/6/27

1915/6/27

けん一

会
慈善音楽会

4

5
7

都

読売

1915/6/21

1915/6/14

1915/6/6
1915/6/7

に酔う矯風会主催慈善音楽 （無署名） 1915/6/27

［婦人付録］満堂斉しく妙音

椰

けん一

ヤマノ音楽会

山野音楽会

ハーモニー会の第 2 回演奏会

1915 年 6 月 27 日に帝国劇場で開催されたフィル

同日に青年会館で開催された楽友会第 2 回演奏会

ソサエティの演奏会

同日に新築ホールで開催された慶應義塾ワグネル

演奏会

同日に日比谷音楽堂で開催された陸軍戸山学校の

音楽会

戸山学校の演奏会
1915 年 6 月 26 日に奏楽堂で開催された矯風会慈善

2 回演奏会
1915 年 6 月 26 日に日比谷音楽堂で開催された陸軍

1915 年 6 月 26 日に青年会館で開催された楽友会第

音楽会

1915 年 6 月 26 日に奏楽堂で開催された矯風会慈善

普及会の演奏会

希祝賀演奏会
1915 年 6 月 20 日に女子音楽学校で開催された音楽

リンオーケストラの演奏会
1915 年 6 月 12 日に奏楽堂で開催された鍋島直大古

1915 年 6 月 5 日に帝国ホテルで開催されたマンド

M

青年会館の楽会

田耕筰氏の新曲

7
1
6
5
1
3
1
5

時事
都
東日
読売
都

1915/10/18 都
1915/10/23 都
1915/10/25 都

1915/9/29

1915/9/29

5

5

都

1915/9/26

山
（無署名） 1915/10/26 時事

嶺

秋の音楽会

嶺

嶺

酔はされし管絃楽

帝劇の管絃楽
［文芸］オペラ・グラス

T

1

都

1915/9/21

（無署名） 1915/9/28
嶺
1915/9/28
1915/9/28
長

れ

楽音会

帝劇の洋劇と歌劇
喜歌劇「ボッカチオ」
帝劇の洋劇部劇
帝劇の歌劇二種

嶺

5
7
7
5
1
5
5

都
時事
東朝
時事
都
都
時事

1915/7/4
（無署名） 1915/7/4
TR 生
1915/7/6
（無署名） 1915/7/16
1915/7/16
嶺
1915/7/26
れ
（無署名） 1915/7/27

T

秋季演奏の序幕

慶大音楽会
慶應の大音楽会
マンドリン音楽会
［文芸］露西亜の音楽
露国楽家の演奏
鶴見の野外演奏
［文芸］納涼管弦楽会

ハーモニー会の月次演奏会

1915 年 10 月 24 日に帝国劇場で開催されたフィル

校主催の演奏会

音楽研究会第 2 回演奏会
1915 年 10 月 17 日に青年会館で開催された成女学

女創立十五年紀念演奏会、第一高等女学校鴎友会

ハーモニー会の第 3 回月次公開試演会
1915 年 10 月 17 日に青年会館で開催された成女高

1915 年 9 月 26 日に帝国劇場で開催されたフィル

催された 9 月公演

1915 年 9 月 26 日から 30 日にかけて帝国劇場で開

の演奏会

れた音楽普及会第 5 回演奏会
1915 年 9 月 25 日に朝日倶楽部で開催された楽音会

1915 年 9 月 19 日に神田女子職業学校講堂で開催さ

1915 年 7 月 25 日に鶴見花月園で開催された演奏会

1915 年 7 月 13 日に帝国ホテルで開催された演奏会

慶應義塾マンドリン倶楽部の演奏会

1915 年 7 月 3 日に慶應義塾大ホールで開催された

5
5
1
5
1
7
4
6

時事
読売
都
時事
都
都
時事

1916/1/19
1916/1/31
1916/2/1
1916/2/1

シ氏の独唱を聴く

1916/4/10

1916/3/6

C

1916/4/17

（無署名） 1916/4/17

嶺

日比谷の軍楽

露国独唱家を聴く

嶺

未来楽家の唱歌会

東日

3

1916/1/17

都

れ

5

7

5

5

1
4

（無署名） 1915/12/20 都

［文芸］ベルソン嬢を聴く 田村寛貞
山田アーベントを聴く華族
青野生
会館の一夜
作曲家の夕
嶺
［文芸］山田アーベント
大田黒元雄

演奏会の序幕

二ヶ所の演奏会

奉祝管絃楽
嶺南
1915/12/13 都
御大典奉祝管弦楽
（無署名） 1915/12/13 時事
管弦楽大演奏会十六回フィ
1915/12/13 読売
青
ルハーモニー会
フィルハーモニー帝劇にお
K
1915/12/20 読売
ける第六回試演
1915/12/20 時事
帝劇の音楽会
一記者

音楽普及会主催の演奏会

陸軍学校軍楽隊の演奏会
1916 年 4 月 16 日に共立女子職業学校で開催された

心とした小学校の連合演奏会
1916 年 4 月 9 日に日比谷音楽堂で開催された戸山

1916 年 3 月に開催された豊島師範附属小学校を中

ベント

1916 年 1 月 30 日に華族会館で開催された山田アー

音楽普及会の演奏会
1916 年 1 月 14 日に奏楽堂で開催された演奏会

1916 年 1 月 16 日に共立女子職業学校で開催された

奏会

同日、女子職業学校で開催された音楽普及会の演

ハーモニー会の試演会

1915 年 12 月 19 日に帝国劇場で開催されたフィル

ハーモニー会の試演会

1915 年 12 月 19 日に帝国劇場で開催されたフィル

ハーモニー会の第 16 回演奏会

1915 年 12 月 12 日に帝国劇場で開催されたフィル

7
7
5
5
7
3
7
5
7

時事
時事
都
東朝
都
都
時事

1916/10/12 東朝

嶺

露国女流の独唱

音楽会

［文芸］露国大音楽会

中村生

窪兼雅氏の二曲

喜久

1916/7/7
大田黒元雄 1916/7/8

1916/6/19

（無署名） 1916/6/19

小倉女史独奏会

1916/6/12

（無署名） 1916/6/12

あんせう

楽友会音楽会

慶応の大音楽会

読売

1
5
6

都
時事
読売

1916/5/28
1916/5/29
1916/6/1

（無署名） 1916/6/11

7

読売

1916/5/9

ワグ子ル、ソサエテー

5

時事

1916/4/28

（無署名） 1916/6/11

7

東朝

1916/4/28

婦人矯風会音楽会

5

時事

大田黒元雄 1916/4/18

ソプラノ独唱会
（無署名）
［文芸］仏国女流音楽家フオ
（無署名）
レを聴く
［読売文壇］帝劇興行「昇る
斎藤佳三
旭」を見て
久野嬢と小倉嬢
嶺
［文芸］音楽学校の演奏
（無署名）
音楽大演奏会
あんせう

［文芸］はなのゆうべ

盲人協会補助音楽会

アナ・レントチェフスカヤ独唱演奏会
1916 年 7 月に共立女子職業学校で開催された中央

楽会の第 61 回演奏会
1916 年 7 月 6 日に帝国ホテルで開催されたアドリ

主催の演奏会
1916 年 6 月 17 日に帝国ホテルで開催された明治音

れた楽友会の慈善音楽会
1916 年 6 月 17 日に奏楽堂で開催された音楽奨励会

応ワグネルソサエティの第 23 回春季演奏会
1916 年 6 月 10 日に共立女子職業学校講堂で開催さ

の慈善音楽会
1916 年 6 月 10 日に慶應義塾大講堂で開催された慶

1916 年 6 月 10 日に奏楽堂で開催された婦人矯風会

校第 31 回定期演奏会

1916 年 5 月 28 日に奏楽堂で開催された東京音楽学

された 5 月公演

1916 年 5 月 1 日から 25 日にかけて帝国劇場で開催

1916 年 4 月 26 日に帝国ホテルで開催された演奏会

会主催の演奏会

1916 年 4 月 16 日に華族会館で開催された音楽奨励

1
9
5
5
4

都
東日
東朝
時事
読売

1916/12/4
1916/12/4
1916/12/4
1916/12/4

嶺南

1916/12/6

1

1

1916/11/25 都

都

5
6

7

東朝

1916/11/16 時事
1916/11/24 東日

7

東朝

1

1

7

都

東朝

1916/11/15 都

白魚の様な指先から （無署名） 1916/12/4

滲み出る汗の滴
久野久子氏の独奏

振り

嶺
作氏ピアノ小品発表音楽会）
［文芸］山田アーベント
大田黒元雄
珍しい声楽演奏会
長生
小春日和の声楽（第一高女
嶺南
校に於ける声楽会）
夢幻歌劇「靴直し」（オペラ
嶺南
コミック第三回興行）
C
久野久子氏の演奏会
久野女史祝賀演奏
（無署名）
其快活なる力よ 久野久子
（無署名）
恢復の祝賀演奏会
［婦人付録］久野女史の弾奏

「子供とおったん」（山田耕

（無署名） 1916/11/6

高工の音楽会

1916/11/4

1916/11/2

（無署名） 1916/11/4

嶺南

喜

歌劇を見る）
オペラを観て

市場の娘（ローヤル館の喜

婦人文芸の音楽会

史恢復祝賀演奏会

1916 年 12 月 3 日に奏楽堂で開催された久野久子女

ペラコミックによる第 3 回興行

1916 年 12 月にローヤル座で開催されたローシーオ

音楽研究会主催の声楽大会

1916 年 11 月 23 日に第一高等女学校で開催された

ベント

1916 年 11 月 12 日に保険協会で開催された山田アー

会の音楽会

1916 年 11 月に東京高等工業学校で開催された校友

ペラコミックによる第 2 回興行

1916 年 11 月にローヤル座で開催されたローシーオ

の演奏会

1916 年 10 月 29 日に有楽座で開催された婦人文芸

〈一人ビブリオバトル〉

短い 20 世紀に捧げて
中西輝政編著『アジアをめぐる大国興亡史 1902~1972』
ＶＳ
黒川伊織『戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト
1920 〜 1970 年』
鈴木 健吾

コロナ禍の大学生協の店頭に東ドイツ史の本が目立つと思っていたらいつ
のまにかソ連史の出版広告が目を引くようになっていた。今年は 2021 年、

所謂「短い 20 世紀」が終わってはや 30 年である。戦後の長期化と天皇の

生前退位などの注目が戦後史への注目を集める一方、
「総力戦体制」
「1940
年体制」
「貫戦史」などのかつて前衛的だった知的枠組みの一般化により

1945 年を断絶としない著作も目立つ。20 世紀が歴史化していけばむしろ二
つの総力戦―冷戦をいれればもう一つ増える―の時期が 19 世紀以前と
も、総力戦体制と陣営戦が解除されたネオリベラルな 21 世紀とも違う―ホ
ブズボーム的な「短い 20 世紀」が析出するのではないか。制度としての「20
世紀学」などの苦戦を尻目にしつつも、そう思わずにはいられない。

評者は時代区分でいえば紛れも無い戦後史（かつ一国史）の研究者ではあ
るが、今回は書評子として短い 20 世紀を描いた本邦の代表的な論者二人に

ついて筆を執った。、この二人を対にすることについて、特にイデオロギー
的側面から「うな重とショートケーキ」のような食い合わせの悪さを感じる
向きもあるかもしれない。しかし、国際関係史と社会運動史という一国史的
アプローチに限界があり、一人の研究者が「越境」「貫戦」せざるを得ない
二分野の著者として師弟ほどの年齢差に関わらず同時代に同じ獲物を追った
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二人を対にするのは、実は自然であると考えている。試みの成否は読者に委
ねたい。

○ 親英と親米の間で
中西輝政というのは因果な著者で「安倍晋三のブレーン」として、
『正論』
の筆頭著者として、情報史・諜報史の輸入者として目を引くたび、著者が一
貫してイギリス外交史の研究者であったことを忘れそうになる。91 年初出

の「湾岸に沈んだ新秩序」の予言―アメリカ帝国の形成以前の瓦解―が、
トランプの大統領選勝利で確定し、返り咲く花のごとく、雑誌論説で、書店
で彼の名を再び見るようになるとなおさらである。故に中西輝政編著『アジ
アをめぐる大国興亡史

1902~1972』（PHP 研究所 2020 年）は意外に思わ

せられる一冊ではあった。団塊の世代の保守系論客の代表として声名を誇っ
た中西がイギリス外交史に戻ってくる―「表店」が新装開店するのかと。
しかし「中西輝政古稀記念論集」と銘うたれた本書は、少し違う体裁を取っ
た。中西の講筵に列した者を動員し、英米仏露独日を総覧する論文集を編ん
だのである。実用書出版社からの 2000 円弱という値段と「論文集」という
体裁のコントラストがものめずらしい。

本編は 4 部 14 章に分かれるが、全体を俯瞰していこう。第Ⅰ部「イギリ

ス、アメリカ、フランス」第 1 章「英米「覇権交代劇」の世界史的インパクト」
は編者中西が筆をとり、英米一体を自明とする細谷千博・三谷太一郎のよう
な論者の諸説を批判、近衛文麿まで遡及し戦間期の英米不和を分析する。エ
リートの均質性が強いイギリスと政治エリートと経済エリートが分離したア
メリカの差異、海軍軍縮や一次大戦債務をめぐって明確な親米派のチャーチ
ルさえもが英米戦争の可能性を指摘する戦間期の時空間は初見ならば瞠目さ
せられようし、保守系の論説の「オールドファン」であれば、外務省系のア
ングロファイルであった故岡崎久彦との関係性を思い起こすかもしれない。
第 2 章奥田泰広「大英帝国のアジア撤退戦略と民主主義」は英連邦の形成に
伴いイギリス植民地の独立性が強まる中でのイギリス人エリートと国民会議
派との角逐を描く。第 3 章三島武之介「アメリカのアジア戦略と対日戦略の

変遷」では世紀転換期のアメリカの外交政策の変遷を、特に社会進化論者セ
オドア・ローズヴェルトの言説から描いていく。第 4 章大野直樹「なぜア

メリカはベトナム戦争の泥沼に陥ったか」はフランクリン・ローズヴェルト

短い 20 世紀に捧げて（鈴木健吾）
のインドシナ信託統治構想から説き起こし、ＯＳＳとベトミンの友好関係と
いう忘れられた歴史的記憶からアメリカのインドシナ介入を描く一方、第 5
章黒田友哉「フランスの対外戦略と

帝国の真珠

インドシナ」ではディエ

ンビエンフーの惨敗で語られがちなフランスのインドシナ撤退過程をマンデ
ス・フランス政権の登場などの政治課程も織り交ぜて描く。
第Ⅱ部「ロシア、ドイツ」では、気鋭の執筆者を投入し国際共産主義と帝
国主義が入り乱れる戦間期のユーラシアを描写する。第 6 章山添博史「ロシ

アの登場と東アジア地政学の変動」では帝政ロシアが 19 世紀半ばから急激

に東進するなかで起こった非日本史的文脈での日露衝突への道が描かれる。
最も若手の論者となる第７章伊丹明彦「北サハリン石油利権をめぐる米ソ協
調」では、ワシントン体制論批判の文脈による 1920 年代初頭の米とロシア
極東の極東共和国との北サハリン石油利権をめぐる交渉が極東共和国の外交
を担ったスクヴィルスキーに着目しつつ叙述される。第 8 章佐々木太郎「ソ

ヴィエト・ロシアの

積極工作

と日米対立」は agent of influence 概念の

本邦における導入者でもある佐々木がレーニンの革命輸出工作の一環として
のアジア戦略をドイツ共産党のミュンツェンベルクのネットワークを中心に
論じていく。第 9 章山添博史「共産中国の誕生から米中接近まで」は唯一執

筆者が重複する章で、地政学的観点から見た米中接近の意義が描かれる。第

10 章大原俊一郎「一九二〇年代のドイツ外交の変容と東アジア」は一次大

戦で敗戦国になったドイツが大国への復帰を模索する中で超歴史的なドイツ
の東西バランス外交政策と絡んで浮上した中独ソ連合構想や 1920 年代段階

での日独連携構想などを丹念に追っていく。

第Ⅲ部「日本」は本書中最も重厚な執筆陣をそろえた部といえよう。第

11 章小山俊樹「帝国日本とアジア主義」は近代日本が日本の国際的地位の

向上と帝国化に伴う「自存自衛」の狭間で揺れ動く日本のアジア主義を宮崎
滔天・岡倉天心から重光葵・大川周明まで系譜的に描ききる。第 12 章小谷

賢「一九三〇―四〇年代の日本陸海軍の戦略の変遷」では本書のテーマを裏
打ちするような題材、仮想敵が陸海軍で分離していた日本が仮想的な「英米
可分論」のもと、いかに南進論にふりきっていくかについて帝国国防方針を
はじめとする方針・要綱を検討していく。第 13 章森田吉彦「敗戦国日本の

再建と政治指導者」は外交官出身者が首相になりやすかった時期としての初
期戦後を幣原喜重郎・吉田茂・芦田均・重光葵という四人の担い手の思想と
行動を比較することで論じていく。
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かくのごとく論考編が終わり、第Ⅳ部はお楽しみ、書名と同じ題の座談会
である。中西と執筆者五人（小谷・森田・山添・奥田・大野）により、歴史
としての米英可分論からロシア革命・共産主義というファクター、果ては現
状の日本の対米自立（従属）にまで広範な領域の議論を展開する。同ゼミの
教員と師弟だけでソースとファクトがついた形で広範囲の話題を押し切るの
は圧巻であり、京大の「人環現代史」草創期の功労者としての中西もはっき
り像を結ぶ。
既述のとおりの特殊な出版形態もあり、率直に言って概説原稿と新規性の
高い原稿が入り乱れている感じはぬぐえず、形態論的な意味での工夫の余地
があるのは隠しがたい。しかし、親アングロサクソンなれど親米ならざる独
自の外交批評で一時代を築いた中西のイギリス外交史家としての復活とあわ
せて、類書の少ない佐々木・伊丹の原稿を含めて日英同盟から米中和解まで
を通覧したのは 20 世紀の列強の外交史概説と当初の目標の「論文集」とを

両立した野心的な編集ともいえる。『大英帝国衰亡史』から 24 年、アング

ロサクソンの大陸政策よろしく実は主戦場から撤退していなかった名匠の一
冊。
（税込 1980 円

427 頁）

○「世界で一番正しい共産党」への岐路
21 世紀劈頭に記された『日本の内と外』で伊藤隆は列強を目指して坂の

上の雲を駆け上がり、雲上で国際共産主義と戦った近代日本史の最後を野坂
参三の粛清と宮本顕治の引退で締めくくった。「共産趣味者」ではなかった
十代の評者には全く意味がわからなかったが、今となっては碩学の慧眼はそ
の巻頭や巻末に現れるのがよくわかる。政治史的な「上部構造」では負け組
であるし、はたまた完璧な「下部構造」とも言いがたいが、短い 20 世紀の

日本がその党派の強い影響力の下にあったのは、れっきとした事実であるか
らである。ことに共産党研究はソ連崩壊後の国際的なコミンテルン研究の伸
展や共産主義者や知識人個人での研究が進み、最前線が那辺かが他分野には

わかりにくい―「一国史」研究者と「社会運動史」という特殊史の研究者
に分かれた状況が目立つように思える。誰もが NARA やロシアのアルヒー

フにアクセシビリティを持っているわけではないので仕方がないが、そろそ
ろ「アメ亡」や「延安」に目が届くような共産党史が現行の水準でほしい

短い 20 世紀に捧げて（鈴木健吾）
―そう思っていたのは評者だけではないだろう。
国際と国内が交錯する分野が一人の貢献のみで完結するわけもなく、その
最期まで日本共産党に寄り添った「党員歴史家」犬丸義一とおそらく終始
「トロツキスト」であり、ドイツ共産党日本人班という失われたピースを追っ
た加藤哲郎とのどちらが偉大だったかなど格付けランキングほどの価値もな
い。しかし、一つのパラダイムとしての共産党史で先着したのはそのどちら
でもなく、その両方に親炙しつつ「家事・子育て・育児と並行して研究を続
けた」
（『帝国に抗する社会運動』315 頁）黒川伊織であった。黒川伊織『戦争・

革命の東アジアと日本のコミュニスト 1920 〜 1970 年』有志舎 2020 年は

既述『帝国に抗する社会運動』に次ぐ二冊目の単著であり、20 世紀前半の

東アジア（日中朝）の共産主義者ネットワークを通覧したその研究を通史に
結晶させた一冊である。

11 章構成の本書を概観してみよう。「はじめに」で天安門事変の経験によ

る党派的な左派への批判が旧来の帝国主義研究とは異なる、一国主義的共産

党研究を超克する研究手法の採用を宣言する。第 1 章「 東洋の小さいイン
タナショナル を目指して」では明治末年の社会主義冬の時代を経た日本が

1919 年前後の相次ぐ総合雑誌の刊行と東大新人会／早稲田民人同盟などの

結成によって再起、一方ウィルソンの民族自決原則の制定が中国人・朝鮮人
の覚醒を促し、ヴォイチンスキーによるコミンテルンの上海拠点が形成され
る様相を描く。第 2 章「国際共産主義運動と

日本の運命 」では山川均・

近藤栄蔵によって第一次共産党が結党、近藤の検挙により日本の官憲にも露
呈する。大韓民国の臨時政府のコミンテルンへの協力・陳独秀に一本化され
る前の中国の共産党（大同党）片山潜の系譜を引く東アジア統一戦線などを
たどりつつ、コミンテルン中央の「鉄の規律」に服さなかった第一次共産党
が解党していくが、第 3 章「中国革命下の上海−東京」ではモスクワでの片

山潜と佐野学の角逐を尻目に東京に結集していくアジアの共産主義者を考察

する。朝鮮人による日本人の植民地支配への無自覚への批判が始まる一方、
中国人の革命組織が孫文死後の国民党の内紛によって分裂していく。第 4 章

「 国際共産党日本支部日本共産党

の誕生」はコミンテルン支部としての日

本共産党の建て直しの模索が始まる。福本和夫の登場により日本共産党内の
理論的支柱が移行する一方、コミンテルン中央の評価は上がらない。その結
果として 27 年テーゼにより日本の革命戦略が強固なロシア革命モデルに変

貌する一方、同年の上海クーデターにより中国で国民党と共産党が断絶、王
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学文・廖承志ら日本留学中の中国人留学生コミュニストが帰国していく。三・
一五／四・一六の検挙により第二次共産党も壊滅に追い込まれる。
民族の連帯と革命の両立という夢が散る中の第 5 章「 一国一党の原則

と外国人コミュニスト」は本書の昏い第二部の幕開けといえよう。国民党と
の対戦の圧力で中国共産党が属地主義を明確にする一方、ジノヴィエフ書簡
による英ソ断交によって資本主義国との提携路線が崩壊、コミンテルン中央
が一国一党の原則を明確化する。台湾共産党結党が模索される一方、朝鮮
共産党の苦戦を尻目に在日朝鮮人の労働運動への組織化が進んでいく。第 6

章「 ソ連防衛

のために」ではソ連本国の第一次五ヵ年計画（1928 〜）の

「弾よけ」として各国プロレタリアートが動員される中、折からの世界恐慌
も後押しし極左暴力主義が横溢していく。田中清玄率いる武装共産党が国内
の共産主義者の覇権を取り人民から遊離する一方、獄中では本来モスクワと
日本とのクーリエが精々だった徳田球一が日本共産党史の執筆と裁判での陳
述を開始、日本共産党の正統を創出しつつあった。黒川の業績として代表的
な獄中の徳田の描写は冷静な筆致ながら手に汗握る。第 7 章「弾圧と抵抗に
抗して」は上海・ドイツ共産党などの諸連絡ルートの閉塞、プロレタリア文
化運動全体の弾圧による資金源の枯渇、佐野学と鍋山貞親の転向、ソ連での
大粛清開始を経て本当の冬が訪れる。記述内容の予想がつきやすそうな章に
見えて、アメリカ共産党と野坂参三の連絡線、船員系の共産主義者グループ
などに目を届かせつつ、転向声明の言説分析をするという現下の研究水準を
はっきり示しているといえよう。第 8 章「戦前／戦中／戦後の連続と断絶」
は 1935 年の袴田里見検挙以後の「空白の十年」を「神話」と言い切り、関
西圏の労働運動の長期持続や延安・重慶での日本兵の捕虜への共産主義浸透
工作などが描かれる。本章は章の内部で「貫戦」を遂げ、府中の牢獄から徳
田球一らが出獄、日本共産党朝鮮人部をはじめ旧植民地人含む外国人を傘下
に置く。徳田神話が浸透する中、プランゲ文庫に残る「愛される共産党」を
示す党細胞の新聞は必読といえよう。
東アジアにも冷戦が訪れる。国共内戦での共産党優勢が確定し、中ソ朝の
共産党・労働党が枢軸を形成するが、第 9 章「中国革命と

極東コミンフォ

ルム 」では二・一ゼネストの中止と社会党躍進による片山哲政権の樹立の
さなか、新生共産党の歩みは議会主義と直接行動主義の間で引き裂かれてい
く。1949 年の選挙大勝と団体等規正令による締め付けが並行する中、コミ

ンフォルム批判の出来で党の分裂が始まる。阪神教育闘争などの朝鮮人単独

短い 20 世紀に捧げて（鈴木健吾）
の直接行動を支援せず、しかしながら朝鮮人を「特殊工作隊」的に編成して
いく様は一国主義の罪と罰を余すところなく描いていよう。第 10 章「朝鮮

戦争下日本のコミュニスト」では中国共産党の直接介入のもと朝鮮戦争の後
方攪乱のため武装闘争路線に傾斜する日本共産党を描く。徳田が北京機関で
自己批判を迫られ、日本残留組が国内で武装闘争を呼号する中、学生党員主
体の山村工作隊・中核自衛隊が形成、日本の独立前後には火炎瓶闘争が展開
する。奄美・沖縄の共産党組織の形成や「人民艦隊」などを通じて形成され

た北京機関の丹念な描写も魅力といえる。第 11 章「東アジア国際共産主義
運動の

五五年体制 」では 1953 年のスターリンの死と朝鮮戦争休戦のさ

なか、東アジア全体で吹き荒れる粛清の嵐の一環として共産党史を描く。北
朝鮮での南朝鮮労働党系が粛清され、中国でも満州を基盤とした高崗が斃れ
毛沢東神話が確立する一方、東アジアの平和共存路線への転換に伴い内政不
干渉路線により華僑・朝鮮人は共産党から離脱、植民地を失った日本にあわ
せるごとく日本共産党は「国民化」していく。1955 年 7 月の六全協による
武装闘争路線の完全な放棄による直接行動に従事した党員の切捨てとスター
リン批判以後の新左翼の分離、そして 60 年代を通じたソ連・中国・北朝鮮

との断交による自主独立の党の形成と、それと並行した前衛神話の崩壊が掉
尾を飾る。
中野重治の「雨の降る品川駅」を挿入し、「帝国の共産党」
・「生きられた
経験」・
「第一次共産党は、スターリンを知らないままに終わった」（56 頁）
など口ずさめるようなフレーズを並べる叙述は詩的でさえあり、渡政こと渡

辺政之輔が台湾で横死するシーン（99 〜 101 頁）などどあわせ史劇を見る

ような感がある。しかもドラマチックであるのみならず、たとえば戦間期の
日中に査証が不要であることなど、細部への目配りも欠かさない。日本史学
としての社会運動史とインターナショナルなコミンテルン研究は有機的に連
関し、ここに再び架橋された。
ただ、金字塔は本物のそれとは異なり、乗り越えられるためにある。本書
をはじめとする共産党史の研究が進み、共産党神話の解体が進むほど、なぜ
宮本顕治執行部のような革命の裏切り者が共産党を執権し、その彼らの率い
る「日和った」共産党が社共統一戦線の下最多議席を獲得、与党化さえさ
さやかれるにいたったのか―実在する議会政党たる日本共産党の栄光と

1980 年代下以降の物語がわかりにくくなってしまうのだ。黒川より年少の
著者の手による宮本顕治の後見人、蔵原惟人の評伝（立本紘之『転形期芸術
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運動の道標』晃洋書房 2020 年）が出版された今、次のフロンティアは海外

の文書館ではなく、もしかしたら巷間の共産党トークにあるかもしれない。

「世界で一番正しい共産党」の系譜学は実はまだ始まったばかりである。
（税込 3080 円

370 頁）

自評を自薦するのは自家撞着の極みであり、
「ビブリオバトル」とは銘打っ
たが、バトルの結果は読者に委ねたい。最後の文句は月並みに「今年は第一
次共産党の

本当の

結党から百年〜」とするつもりで準備していたが、実

はイギリスのスエズ以東からの撤退から半世紀であることにも気がついた。
見切り発車の「うな重とショートケーキ」は意外と食卓＝書架に合うのかも
しれない。
※著者の敬称は原則省略した。読みやすさに考慮し、副題などを適宜省略し
た箇所がある。

〈書評〉

人文学は医療・医学に貢献できるのか
Jacob Stegenga, Care & Cure: An Introduction to Philosophy of Medicine, The University of Chicago Press, 2018.
評者：奈須野文槻

「医療・医学の哲学」の入門書であると同時に、「医療・医学」
の哲学的入門書。
医療・医学に関する言説は、学術コミュニティを含む多くの人々の注目を
長らく集めてきた。健康関連商品や生活習慣病はテレビ番組等でも多く取り
上げられ、そして何より 2021 年現在人々は新型コロナウイルス感染症をめ
ぐる議論の渦中にある。生物学や医科学といった感染症やワクチン開発の学
術研究において中心的役割を果たしてきた領域は当然、スマートフォンアプ
リあるいは空間センサーでの接触確認やソーシャルディスタンスの維持を工
学的に支援しようとする取り組み、数理的な方法で感染症対策の意思決定を
行うための研究など多様な学術領域が今や医療・医学に貢献しようとしてい
ることは疑いようがない。
さてここで人文学に関わる１人として私が関心をもったのが、果たして人
文学はどのように医療・医学に貢献することができるのかという点である。
本書は人文学のなかでも科学哲学の領域に着目して、医療・医学 を分析し
1

た入門的著作である。その分析は哲学コミュニティの内的な議論にとどまら
1 “medicine” に対応する概念として日本語の「医療」や「医学」ではそれぞれ十分で
はないため、本書評では「医療・医学」を用いる。また「医学」と「医科学（medical
sciences）」も区別する。
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ず、医療・医学の道筋を議論する上での論点を整理するという点で医療・医
学コミュニティに貢献しうるものとなっている。
本書の著者 Jacob Stegenga はケンブリッジ大学の科学史科学哲学科に所属

する科学哲学者である。科学哲学のなかでもとりわけ医療・医学の哲学や生
物学の哲学と呼ばれる領域を専門にしており、本書は彼の医療・医学の哲学
に関する２冊目の単著となっている。医療に関係する哲学的な議論としては
生命医療倫理学が確立しているが、医療・医学の哲学はそれと共有する問題

意識こそあれど、生命医療倫理学ほど分野として確立しているとは言い難い。
少なくない思想家・哲学者が医療・医学に関する議論を展開してきたものの、
本書のような科学哲学の視点からの著作は少なく、さらに体系的入門書とな
るとほとんどないと言えるだろう。本書は医療・医学を専門とし、哲学（当
然、科学哲学を含む）については学んだことのない学生を主な対象としてい
る。しかし科学の視点なしに語ることはできない今日の医療・医学について、
本書による医療・医学を科学哲学の視点から分析することで得られる理解は
現実を見落とすことも極端に評価することもなく議論をすすめるため、哲学
者に限らない多くの人文学の研究者に役立つだろう。

要約
本書の内容を紹介したい。本書は各章ごとに一つのテーマについて議論し、
章末にテーマの論点ごとに分類して参考図書をあげる形をとっている。各章
はそれぞれ独立しているものの、基礎概念から認識論的問題へ、そして科学
に関わる問題、疫学や保険政策に関わる問題へと流れがあり、時には議論が
相互に参照していることもある。本書は第 1 章から第 3 章において、医療・

医学において中心的な概念である「健康」
「病」
「死」を順に扱い、続く議論
の足がかりとする。
第１章で著者は「健康」の定義として、健康を否定的概念として定義する

中立主義（健康とは病がないこと）と自然主義（健康とは生物医学的に異常
がないこと）を、ついで健康を独自の価値概念として定義するウェルビーイ
ング論と規範主義を紹介する。そして最後に健康の定義を二分しうる客観主
義と主観主義の対立を解説する。本書の入門書としての特徴は入れ子構造に
なっている対比と医療・医学の実践の場における具体的事例をもって、それ

人文学は医療・医学に貢献できるのか（奈須野文槻）
ぞれの思想をあまり深入りしすぎることなくわかりやすく紹介してくれるこ
とにある。
著者はそれぞれの健康の定義の利点と限界を指摘するだけでなく、

WHO 憲章ではウェルビーイング論が用いられている等、場面に応じて人々
がそのような健康の定義を現実に使い分けていることを指摘する。

第２章における「病」も同様に、生物医学的に病を定義しようとする自然
主義と人々の価値判断を規準にして定義する規範主義を対立させながら解説
する。前者の「病」の定義に対しては治療（Cure）が、後者の定義にはケ

ア（Care）が医療・医学として有効であり、
自然主義と規範主義のハイブリッ
ドな病の定義を用いることで、現実に医療において治療とケア両方が重視さ
れていることを説明できると著者は主張し、本書のタイトルはそれに由来す

ると説明する。最後に哲学の領域からの応答として、「病」概念の思弁的議
論の解決を待つ必要はないという消去主義と「病」の当事者的な説明を重視
する現象学が紹介される。
最後に紹介される概念は生命医療倫理学とも関わりの深い「死」である。
事実、この３章の終わりにある「殺すことの倫理（Ethics of Killing）」の項
目は、パーソン論や安楽死 / 自殺幇助といった生命医療倫理学でも馴染み深

い論点が指摘されている。それに先立つ「死」を定義する方法の議論におい
ては、生物学的死と形而上学的死（人格や魂の死）の２種類をあげて、それ
がどのようにデカルトを始めとする哲学者の論争や脳死をめぐる医療者の議
論と関係しているかを説明する。「死の悪さ（The Badness of Death）」につ

いてはなぜ人々が死を避けたがるのかについて、不死や遺言をもとにした思
考実験をもとに、死の持つ価値と医療・医学の目的との関係性を指摘する。

第Ⅱ部「モデルと種（Models and Kinds）」においては理論モデルやそれ

を分類する方法（生物学の哲学における「種問題」に対応する）をテーマに、
主に病について解説する。第４章では３種類の因果関係（十分条件による説
明、確率による説明、INUS 条件による説明 ）と疾病の原因を説明するため
2

にウイルスの感染などの単一因子を想定するか生活習慣等の多因子を想定す

るかを踏まえて、多様な「病」のモデルが存在することを説明する。その後、
2 「結果に対して不必要（Unnecessary）だが十分（Sufficient）な条件の、不十分（Insufficient）だが必要（Necessary）な部分」が原因であると考える立場。和文にする
際に語順が入れ替わっているが、これらの頭文字をとって INUS 条件となる。
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疾病分類学とプレシジョン・メディシン（個別化医療とも呼ばれる、疾病に
応じてではなく個人に応じて治療法を選択する医療のこと）を精神疾患や皮
膚疾患、生活習慣病といった具体例によって論じる。一部の具体例について
は、論点を理解するために医学史の知識や先進的な治療法に関する知見が必
要となるだろう。
病の原因の説明を筆頭に、医療・医学の理論やモデルはしばしば還元主義
的であると言われる。しかし、第５章において著者は、還元主義とそれに対
するホーリズム両方の側面が医療・医学にあり、それぞれの考え方が医療・
医学に成功をもたらしてきたことを指摘する。一方で、還元主義とホーリズ
ムの対立という現象についても、製薬の問題や医師患者関係をもとに説明を
加える。しばしば医学＝還元主義と単純化されがちであることを前提に、本
章において著者は近代イギリスにおける衛生概念や現代の社会疫学の事例に
よってホーリズムの意義について多角的に説明・擁護することでバランスの
とれた構成となっている。
理論モデルや病の分類の議論の最後は「物議をかもす病（Controversial

Diseases）」を扱う（第６章）。このテーマについては、医療化やスティグマ、

依存症といった医療社会学における議論とも重なる論点を解説しつつも、そ
の中で過去の章で議論した「病」の定義（第２章）や分類（第４章）の論点
に再度触れるとともに、哲学者ハッキングによるループ効果や依存症におけ
る自己選択の問題といった哲学的な問を著者は見出していく。

第Ⅲ部「エビデンスと推論（Evidence and Inference）」は著者が医療・医

学の哲学のなかでも得意とする領域であり、著者の前著 Medical Nihilism,

Oxford University Press, 2018. や学術論文の内容が多分に盛り込まれている。
医療・医学におけるエビデンスの生み出され方を説明するために、著者は治
験における第１相試験〜第３相試験の役割や、様々な種類のバイアスとそれ
を避ける方法を綿密に解説する（第７章）。さらに実験動物を使用した実験
やランダム化による実験環境の構築、多数の研究結果を統合して判断するメ
タアナリシス・根拠に基づく医療（EBM）といった医療・医学に特徴的な

エビデンスの構築方法に潜む認識論的な問題を指摘する。章の最後は、疫学

的方法や統計学的方法を事例にエビデンスがどのようなメカニズム（機構）
観を前提としているか説明する。本章は疫学ないし生物統計学の概説とも言
える章になっており、論じられる問題意識は哲学者というよりむしろ疫学者・

人文学は医療・医学に貢献できるのか（奈須野文槻）
生物統計学者のほうが共感できるような内容になっている。
医療・医学の研究についてエビデンスの役割という内的な問題に目を向け
た後、著者は「客観性と科学の社会構造（Objectivity and the Social Struc-

ture of Science）」をテーマに医療・医学の研究の外部を取り巻く問題につい
て議論する（第８章）。医学研究を取り巻く金の問題や、
科学哲学で言う「線
引き問題」（医療・医学とそうでないものの区別をどう設定するかの問題）
が取り上げられる。それを通じて明らかになるのは、そもそも科学とは単に
真理や正しさを追求する営みではないということだ。著者はこれらの議論を
踏まえた上で社会認識論を用いた社会の中の研究、あるいは社会（科学者社
会）の中の科学の視点を持つことで、疫学において因果性の評価に用いられ
ることもある「ヒルの規準」の役割や医学における出版バイアスの深刻さと
いった医療・医学の具体的課題をよりよく理解できると主張する。
上述した「ヒルの規準」は歴史的には、ランダム化試験が因果関係の論証
のために必須かどうか統計学者フィッシャーと疫学者ヒルが論争したことに
由来する。フィッシャーが主張するように人間を対象としたランダム化試験
による因果関係の主張は現代医療においても高く評価されている。一方で著
者は「ヒルの規準」や「コッホ則」を事例に、医療・医学における因果推論
の運用がフィッシャーの言うほど単純化できないと主張する（第９章）。本
章では「外挿」や「リスク比」、「検定」
、
「頻度主義」といった生物統計学に
おける概念によって説明される課程で、医療・医学の因果推論へのそれぞれ
の貢献や実践上の問題が紹介され、その上で問題の哲学的理解の方法が提案
される。
研究デザインやエビデンスに関する議論をふまえて、著者はより臨床に関
係する問題を議論する。第１０章では臨床における医療の実践
（医療的介入）
の効果を測る方法について第１章の健康の定義や第４章における病のモデル
の議論によって、いくつか方法を提案する。それとは反対に「治療の効果が
ない」と考えるある意味で懐疑的な思考の方法について、それを著者の前著
の主題である「医療ニヒリズム（Medical Nihilism）」と名付けた上で、思

想史的な系譜をたどる。著者の説明で大変興味深いのは「医療ニヒリズム」
の考え方も、また先んじて説明された効果を測るための考え方も同様に、現
代医療を批判し代替医療を擁護するためにも、あるいは代替医療を批判する
ためにも用いられているということだ。代替医療と並んでプラセボ（治療効
果のない偽の薬のこと）についても考察が加えられるが、ここで用いられる
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帰結主義やパターナリズムといった医療倫理学的な立場については本書では
ほとんど説明がなく、また用法も突然であり読者の理解の妨げになるであろ
う。
第Ⅲ部の最終章は PCR 検査方法をめぐる議論によって我々にも身近に

なった偽陽性・偽陰性の問題を含む「診断とスクリーニング（Diagnosis

and Screening）」をテーマに設定している。診断については、その因果推論

の方法や疾病分類が従来の哲学においても重要な問として扱われてきたこと
を主張しつつも、その議論は本章以前の章で十分であるとされ哲学に関する
説明はやや少ない。代わりに本章で扱われるのが先述の個人に対する検査の
問題と、人口集団に対する “ 検査 ” としてのスクリーニングの意義である。
第Ⅳ部は哲学に代表される多くの人文学研究による「精神医学」の議論の
積み重ねを本書における医療・医学の哲学と対比する章と、「政策」や「公
衆衛生」といった医療・医学をめぐる制度や社会問題について医療・医学の
哲学の可能性を検討する章に分かれる。
「精神医学」
については多くの哲学者・
人文学者による研究が歴史的になされてきただけではなく、診断基準である

DSM3 の改訂や治療方法をめぐり医療・医学の中からも哲学に関係する論争

が起きてきた（第１２章）。精神医学の哲学において重要な役割を果たして

きた理性や意識の哲学的分析にはあまり触れられないものの、「狂気」の歴
史や反精神医学、抗精神病薬の誕生といった精神医学の歴史を簡単に解説し
た上で、本書にて紹介されてきた医療・医学の哲学の概念を用いて同等の議
論を展開することを著者は試みている。
続く第１３章と第１４章では、科学哲学的視点を少し離れて社会哲学や政
治哲学の観点から「政策」と「公衆衛生」の現状の課題を分析する。医療・
医学の政策として扱われた研究の優先順位（研究費の分配問題）、知的財産
権の正当化、規制のための規準の３テーマはややまとまりが欠け、それぞれ
の項目ごとに社会哲学・政治哲学の用語
（例えば、
社会主義やロックの所有論）
が矢継ぎ早に新しく出現する（第１３章）
。しかし、
後発医薬品・Me-too ドラッ
グといった医療従事者に馴染みのある具体的事例によって読者が読みやすい

3 アメリカ精神医学会による作成された精神疾患の診断・統計マニュアル（Diagnosis
and Statistical Manual of Mental Disorders）のこと。現在は 2013 年に改訂された
第５版が最新版になる。
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ような工夫がされている。
最終章で著者は公衆衛生や社会疫学の隆盛をふまえて、医療・医学におけ
る「社会」という概念の影響が増していると主張する。このトレンドによっ
て健康寿命が伸びるなど社会がより健康になることもある一方で、QOL の

考え方によってプライベートな生活までもが医療の対象となってしまった

り、健康や寿命に明白な格差が存在することが明らかになったり、新たに見
つかった問題があることを指摘する。
本書には内容を総括したり、著者による今後の医療・医学あるいは医療・
医学の哲学の見通しが説明されたりする章はない。しかし、著者のウェブサ
イトにおいて本書を用いた授業のサンプルシラバスが初級向け（学部生向
け）、
上級向け（大学院生向け）の２種類紹介されており 、
本書を通じて医療・
4

医学の哲学を盛り立てていこうという著者のモチベーションを感じる。

コメント
上述したように本書は、科学哲学の視点からの医療・医学の哲学の入門的
概説書という類を見ない著作である。医療・医学への関心は従来の人文学に
おいても低くはなかったものの、新型コロナウイルス感染症のパンデミック
をきっかけにして人文学者も医療や公衆衛生について論じるようになり、講
義でも触れる機会がさらに多くなった今だからこそ本書は必要とされるだろ
う。2018 年に書かれた本書の議論の射程は、感染症で激変した現状を十分

カバーし、アフターコロナやウィズコロナと予想されるような将来でもその
有益さは失われないだろう。また「A 対 B」という二項対立を積極的に説明

のため導入しつつも、医療・医学が「A かつ B」や「A であり、かつ A で
もない」の両面性を持つことを主張する姿勢は現実の重要視とともに、概説
書としてのバランスの良さにもつながっている本書の魅力の一つである。人
文学の立場から、医療の発展や医学の研究の多様な可能性を提案する見本に
もなりうる。さらに説明のため取り上げられる具体的事例は、科学哲学の研
究者になる以前は公衆衛生や医科学に関わっていたという筆者の医療・医学
の歴史及び現在の潮流を捉える優れた感覚あってこそであり、本書の「医
4 https://www.people.hps.cam.ac.uk/index/teaching-officers/stegenga 最 終 ア ク セ ス :
2021 年 2 月 11 日
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療・医学を学ぶものに哲学を届ける」という狙いの達成には欠かせないもの
となっている。
ただし、
本書に非の打ち所がないわけではない。長所として先述した医療・
医学の具体的事例は、裏を返すと医学史や現代医療の問題に関するある程度
の理解がないと解釈が難しいこともある。本書では多くの医療・医学の用語
の概念分析に先立って用語解説が施されているものの、概念分析の対象にな
らない用語については説明が不十分であったり、数多くの医学史の事例の中
からその事例を選択した理由も明らかではなかったりすることがある。また
医療・医学の哲学に特化した入門書であるゆえに、生命医療倫理学や心の哲
学との関わりを見落としてしまっている、あるいは省いてしまっている点が
ある。そして、科学哲学の視点からの入門書であるゆえに、倫理学や道徳哲
学、政治哲学が重要であるように示唆されている第Ⅳ部の議論は中途半端な
ところがあり、科学哲学単体での視点の限界を感じさせる。本書全体として
は医療・医学の哲学の可能性を示すように広範な議論をカバーしているもの
の、平均寿命や新型コロナウイルス感染症の対策における病床使用率といっ
た指標や統計量の問題は、医療の意思決定の現場や健康格差、科学哲学にお
ける測定の問題と関係するにも関わらず本書ではエビデンスや公衆衛生の章
で軽く触れられるのみである。また医療従事者の免許制度や医師の社会的地
位といった医療・医学に関わる人間の問題について本書は指摘することがな
く、せっかくの具体的事例がリアリティを損なう部分もある。
しかしながら以上のような批判を踏まえても、本書は医療・医学の哲学に
初めて触れる人や、医療・医学に対して関心を持つようになった人文学の研
究者にとって有用であろう。フランスを中心としてカンギレム、フーコー、
近年ではシャマユーに代表されるような伝統を持つ医学を題材とした思想的
研究や、アメリカを中心に制度化された生命医療倫理学の実践と理論につい
ては入門書・概説書を含む多くの和書がすでに出版されている。しかしなが
らこれまで、本書のように医療・医学の専門家と哲学者が対話可能な形の議
論を、科学哲学の道具によって整理し解決を図るような「社会派科学哲学 」
5

とでも言うべき著作はなかった。
本書は現実の医療・医学の問題に対して人文学が無力ではなく、むしろ貢
5 伊勢田哲治 . 2020.「第 7 章 科学哲学の方法」, 藤垣裕子責任編集『科学技術社会論
の挑戦 3「つなぐ」「こえる」「動く」の方法論』, 東京大学出版会 .
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献する可能性もあることを示唆してくれる。今まで医療の当事者間で行われ
てきた論争を哲学に開き、哲学の抽象的だった議論を現実的な医療の課題へ
と変貌させることで本書は哲学者と医療・医学の当事者のさらなる協働を助
けるだろう。その結果、ますます盛んになるであろう医療・医学の哲学の研
究の発展を、著者と同じく医療・医学を研究対象にする１人として期待した
い。

文献紹介
本書評の最後に本書は類を見ない入門書と言ったものの内容面や関心領域
で近い部分もある入門的文献や、本書の欠点を補えるような概説的な副読文
献を紹介したい。
まず哲学分野では親しまれているオンライン哲学辞典 Stanford Encyclope-

dia of Philosophy（SEP）にも医療・医学の哲学（Philosophy of Medicine）
の項目や病及び健康の概念（Concepts of Disease and Health）の項目がある。
とくに前者は科学哲学との関係の重要性を指摘するなどのモチベーションや
内容の構成方法など、本書と非常に似ている。ウェルビーイングや精神疾患
の項目もあるため SEP 全体で見れば高い網羅性を持つものの、それぞれ項

目の担当者が異なることによる一貫性の無さや医療・医学の哲学という視点
で全体が構成されていないゆえの漏れ、項目によっては医療・医学よりも哲
学の論争や研究史的な説明を重視する姿勢といった欠点がある。しかしなが
ら、前述２つの項目は本書と併読することで相乗効果があるだろう。
和書について科学論の観点から医学を主題にすえた哲学の書作では杉岡に
よる著作がある。
『哲学としての医学概論

方法論・人間観・スピリチュア

リティ』（春秋社 , 2014 年）が彼の医学哲学の概論書になり、
『医学とはど
のような学問か

医学概論・医学哲学講義』（春秋社 , 2019 年）が入門書に

なる。Stegenga の本書は彼の前書の内容を踏まえた議論がありつつも基本
的には彼に限らない様々な論者の医療・医学哲学を紹介している一方、杉岡
の著作では医学の実学的側面や総合的な人間観、スピリチュアリティを中心
にして、基本的にオリジナルな議論が展開される。しかしながら、医療・医
学の科学論を健康観や人間観に関する思想的議論を踏まえた上で展開する姿
勢や、医学哲学をもって現代医学の諸問題の解釈する姿勢は共通しており、
先行研究の解釈も含んで日本語で読める数少ない医学哲学の著作の一つであ
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る。また大変興味深いことに、それぞれが独自にニヒリズムをキーワードに
して現代医療・医学、とりわけ医科学の問題を読み解いており、その対比も
面白いだろう。
医療・医学全体を対象としていないものの、石原孝二『精神障害を哲学す
る

分類から対話へ』（東京大学出版会 , 2018 年）は分析対象を精神障害に

絞ることで哲学史・医学史についても十分に解説した上で、現代の精神医療
の問題や歴史的な疾病分類の議論を理解することができる優れた著作であ
る。書評にもあるように精神医学の哲学は分野として独立して発展している
が、病理学における病の概念史や診断の方法など医療・医学の哲学と共通の
問題意識も多い。
最後に本書を読む上での医療・医学の歴史及び現代の問題が前提として必
要とされているという欠点を補うことで、本書をよりよく理解するための副
読本を紹介する。医学史については欧米の事例を中心に治療法だけでなく疫
学的な推論や衛生論も扱うため、William Bynum（鈴木晃仁・鈴木実佳訳）
『医
学の歴史』
（丸善出版者 , 2015 年）が良いだろう。イギリスの医学史の第一

人者によって書かれた、とくに近代以降に重きをおいた医療・医学の通史で
ある。また医療・医学の現代の問題については東京大学医学部健康総合科学
科 編『社会を変える健康のサイエンス

健康総合科学への 21 の扉』（東京

大学出版会 , 2016 年）が本書で扱われる課題の多くをカバーしている。直

近の著作になるが大脇幸志郎『「健康」から生活をまもる 最新医学と 12 の
迷信』
（生活の医療社 , 2020 年）も、批判的立場から現代医学を紹介する良

著である。これら文献で触れられる以外にも、新型コロナウイルス感染症に
よって未だ多くの医療・医学の課題が社会に残っていることが明らかになっ
た。そんな中この書評及び文献の紹介が、人文学を通じて医療・医学に貢献
し、新型コロナウイルス感染症以降の社会をより良くしようとする読者の関
心を沸き立たせることができれば幸いである。
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きる人物なのだ。書き手は傷を抱えながらも立ち上がろう
注

り引用。
︶『かか』本文は

年

月 号、

頁よ

3
4
1

年「文藝」冬季号︵初出︶、『推し、

︵ ︶ 芥 川 賞 選 評「 文 藝 春 秋 」

︵

3

年「文藝」秋季号に依拠する。本文

からの引用は、本文︵頁数︶の形式で示した。

燃ゆ』本文は

2
0
2
1

とする彼女たちに眼を向け、精緻な言葉で、その生を描い
ている。身体に刻み込まれた傷を癒し、寂しさを抱く主体
を社会につなぎとめる方法の一つが言葉であるということ
を、証明しよう と し て い る 。
社会をひとりきりで生きることは難しい。
︿うーちゃん﹀
と︿あかり﹀から放たれた言葉は、自分の支柱を探しなが
ら、複数の他者と重なり合いながら、時には喪失に直面し
ながら、それでも現在を踏みしめて生きる、世界でたった
一人の「わたし」に向けられた祈りである。祈りは、隔て
られた他者へ優しく、強く響いていく。
︵了︶

2
0
1
9

2
0
2
0

1

2
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ろった。綿棒をひろい終えても白く黴の生えたおにぎ

一人の血縁者︿みっくん﹀に向けて物語る。その姿はまる

物語を失った︿うーちゃん﹀は自分が背負う物語をもう

し」は突如引退し、存在を消す。

りをひろう必要があったし、空のコーラのペットボト

で「ババ」と「とと」に受けた仕打ちを語る︿かか﹀のよ

ろ う み た い に 丁 寧 に、 自 分 が 床 に 散 ら し た 綿 棒 を ひ

ルをひろう必要があったけど、その先に長い長い道の

うである。
『かか』の語りは、自己を社会に接続する他者

を求める、
模索の語りであった。自分の
「背骨」
である
「推し」

りが見える 。
這いつくばりながら、これがあたしの生きる姿勢だ

を喪失した︿あかり﹀は、骨に見立てた綿棒を散らすこと

に生きていた自らを破壊し、自分で骨を拾って、
「あたし」

ら 再 構 築 し て い く 過 程 で あ る。
︿あかり﹀は︿推し﹀と伴

長い道のり」を見据えている。それは失った「背骨」を自

彼女は自分が生きてきた結果をきれいにしていく「長い

から隔てられた主体が、自己を形成する物語を喪失したの

とする。二つの作品から、社会からの脱出を試みた・社会

け入れ、自己の一部を担う他者の居ない人生に向き合おう

接続され、
「推し」という背骨をもたない「あたし」を受

直す。そのとき︿あかり﹀は「推し」不在の新しい社会に

と思う。︵ ︶

を発見した。「推し」に捧げることで支えていた生を、自

ち、
「わたし」を引き受け生きていく術を模索するという

で仮想的な自己の死を経験し、そしてその骨を自分で拾い

分の手足で支えることを決意したのだ。他者の喪失と連動

筋書きを読み取れた。

未だ重く、儘ならなさが残る彼女たちの肉体には、熱が

篭っている。現在を必死で生きようとする生から放たれた

熱は昇華し、消えていくのかもしれない。しかし、もしそ

の 熱 が 他 者 に ぶ つ か っ た と き、 熱 は 伝 染 す る。
「わたし」

いは自己を破壊してでも前に進もうとする姿勢は、強烈な

を支えていた物語から離脱しても、他者を巻き込み、ある
『かか』と『推し、燃ゆ』の主人公が経験するのは、自

自意識と能動性に裏付けられている。
『かか』
『推し、
燃ゆ』

の主人公たちは自分の体を燃やして熱を生む炎を備えて生

己と密接に結びついた他者を失う、二重の喪失であった。

喪失と祈り

たし」を生きる 。

して起きる自己の喪失に向き合い、︿あかり﹀は新しい「あ

54

︿かか﹀ははっきょうし、子宮は手術によって失われ、
「推

595

「有象無象」によって︿あかり﹀の感情は代替されていく。「あ
たし」は亡霊となり、もう一つの社会で複数の他者に自分
の代替を許しながらさまよう。家族から離れ祖母の家に住
んでいるが、就活も進まない。「推し」という「背骨」を失っ
たうえに肉体が重たくのしかかってくる。
コンサートを終え、茫然自失の状態で日を過ごしていた

わからない。でももっとずっと深いところで、そのこ

ととあたしが繋がっている気もする。
︵ ︶

あたしにはいつだって推しの影が重なっていて、二

人分の体温や呼吸や衝動を感じていたのだと思った。
︶

︿あかり﹀は「推し」の破壊の理由が最後までわからな

︵

に向かう。そこで彼女は「推し」が「推し」ではなく、一

になれなかったのだ。
︿あかり﹀は、
「推し」と自分が合わ

がいたことを認識する。つまり、初めて「推し」を自らの

せて一人なのではなく、一人の「推し」
、一人の「あたし」

や、必死になって集めてきた大量のものよりも、たっ

は「あたし」と「推し」、二人ぶんの人生を過ごしていた。

かき集めたグッズも深め続けた解釈も「過去の推し」で

かり﹀は、自分の「肉の戦慄き」にしたがって、滅茶苦茶

ても「あたし」は消え去らない。そのことに気づいた︿あ

一体になっていたわけではないのだから、
「推し」が消え
しかなく、すべては洗濯物にかき消された。
︿あかり﹀
の
「推

になってしまった
「あたし」を破壊する。プラスチックケー

綿棒をひろった。膝をつき、頭を垂れて、お骨をひ

たし」となった。

ていた「背骨」は消失した。今は、骨も肉も「すべてがあ

し」は、「推し」としての生を終えたのだ。
「推し」の「死」

で壊そうとしたのか、真相はわからない。未来永劫、

なぜ推しが人を殴ったのか、大切なものを自分の手

も意味する。遂に︿あかり﹀は喪失を受け入れる。

スを振り下ろし、綿棒が部屋に散らばり、
「推し」が担っ

感じさせる。︵ ︶

内部ではなく、別個の他者として実感するのだ。
︿あかり﹀

C
D

は「推し」を自分の生の支柱としていた︿あかり﹀の死を

53

た一枚のシャツが、一足の靴下が一人の人間の現在を

あたしの部屋にある大量のファイルや、写真や、

かった。どんなに解釈しても「あたし」と「推し」は一体

︿ あ か り ﹀ は「 推 し 」 が 住 ん で い る と 思 わ れ る マ ン シ ョ ン

54

人の人間として生きていることを目の当たりにする。

54
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る、あたしの眼に推しの眼が重なる」︵ ︶
こと、
すなわち
「推
し」と「あたし」が一体になることを、彼女は志向する。
「推し」を知りたい、わかりたい、
一体化したいという想い、
その想いを後押しする行為に努める︿あかり﹀は極めて能
動的である。
あたしには、みんなが難なくこなせる何気ない生活も

︶。肉体の重みは次第に家族や学校

常連で、頑張っているのにうまくいかず、
「生きているだ
けで皺寄せがくる」︵

との繋がりを薄れさせていく。彼女は不本意な重みを絶え
ず意識しているのだ。

あたしは彼と繋がり、彼の向こうにいる、少なくな

い数の人間とつながっていた。
︵ ︶

ばかりいる。だけど推しを推すことがあたしの生活で

︿あかり﹀は「推し」という他者を媒介に、社会との繋

「推し」を「推す」ため。ブログを更新するのも、

がりを維持している。アルバイトを続けてお金を稼ぐのも

ていうか、背骨かな。︵ ︶

中心で、それだけは何をおいても明確だった。中心っ

12

19

ままならなくて、その皺寄せにぐちゃぐちゃ苦しんで

10

舞台で動く「推し」を見たときに感じた痛覚は︿あかり﹀

︿ あ か り ﹀ と「 推 し 」 の 邂 逅 に は、 痛 み が 伴 っ て い た。

つ基盤を成し、
「あたし」を現実社会に接続する役割を果

を「推す」一環である。
「推し」は「あたし」が社会に立

を推すことが自分を浄化し、自分の生を救う気がするとい

う物語を︿あかり﹀は信じる。彼女が生きるために信じる

「背骨」

となり、「推す」ことは彼女の身体を軽くしてくれる。
「推

物語は「推し」によって支えられている。

かり﹀も「不本意さ」を感じながら生きている。彼女は自

とはまるで対照的であるかのように見える。しかし、
︿あ

そ の 後 突 然 引 退 を 宣 言 す る。
「 推 し 」 の 引 退 に︿ あ か り ﹀

凋落した「推し」は、人気投票でグループ最下位となり、

し」はファンを殴り、炎上する。スキャンダルを起こして

しかし、「あたし」が追い求め解釈し尽くそうとした「推

分でもうまくコントロールすることができない肉体の重さ

の タ イ ム ラ イ ン は 様 々 な 意 見 で 溢 れ か え り、

上の

を抱えている。病院で診断名をもらい、学校では保健室の

︿あかり﹀の能動的な生は『かか』
で見られた
「不本意な生」

し」が︿あかり﹀の自己を形成しているのだ。

「 推 し 」 は い つ し か︿ あ か り ﹀ の 身 体 の 一 部

︱

たしているのだ。自分を追い詰め削ぎ取ってまで「推し」

21

をまっすぐに刺し、そこから︿あかり﹀の活動は始まった。

で同担のファンとコミュニケーションを取るのも、
「推し」

S
N
S

S
N
S

社会』第 1 号
『人文

593

「あたし」にとっての「推し」は唯一絶対の存在だが、「推

だけではない。この点において「推す」という行為は、一

ていたのだ。︿うーちゃん﹀はその仕組みを追う。
︿おまい﹀

『かか』は「告白」の物語であると同時に、孤独な主体

方向的なコミュニケーションである。また、「推し」と「あ

し」にとっての「あたし」は唯一絶対ではなく、程度の差

が新しいよすがを求める物語でもある。そこに現れている

たし」の間にはゆるやかな主従関係が発生している。その

に自分の物語を共有することで、
︿おまい﹀という他者を

のは、信仰の喪失、物語の喪失を越えようとする、物語り

ことを承知でなお、
︿あかり﹀は匿名の個人として「推し」

こそあれ、「推し」が自らのファンと称する存在は「あたし」

行為の力である。喪失を経験した︿うーちゃん﹀は語り、

を囲む環境の一部になることを望んでいる。
「推し」
にとっ

巻き込もうとし て い る の だ 。

また物語を紡ぐ。繊細な心を持った彼女のしたたかな生は

ることだった。推しの見る世界を見たかった。
︵ ︶

あたしのスタンスは作品も人もまるごと解釈し続け

信仰にも似た行為である。

「推す」ことは、
唯一絶対の存在に対する祈り・貢献を伴う、

を形作るのである。病める時も健やかなる時も「推し」を

いうことそのもの自体がもたらす幸福が、
「あたし」の生

こと、頑張る姿を見られること、何より「推し」を推すと

ての唯一無二になることではなく、
「推し」が生きている

『推し、燃ゆ』

続いていく。

︱

喪失と克己

『推し、燃ゆ』の主人公︿あかり﹀も、他者を内面化し
て生きる人物である。︿あかり﹀は上野真幸という男性ア
イドル=「推し」を、なかば盲目的と言えるほどに信じて
いる。「推し」の生は自分の生であり、
「背骨」であると言
い切っている。

︶

何かがわかると、ブログに綴る。解釈がまた強固に
なる。
︵

「推し」についての新たな事柄を知ることは、
「推し」の

自分の星座占いは見ない。「あたしの声に推しの声が重な

でありたい。拍手の一部になり歓声の一部になり、匿

現場も行くけどどちらかと言えば有象無象のファン

14

解釈を強めることに繋がる。
自分自身には興味がないから、

16

名の書き込みでありがとうって言いたい。
︵ ︶

9
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くるんです。︵ ︶
「 ラ ビ 」 の 母 親 は 危 険 な 状 態 で あ る こ と に な っ て い た。

携帯の電池残量も失い、︿かか﹀の痛みが同期されている

︶と思う。
「俗世」で

こ と を 感 じ、 そ し て 空 で 雷 が 光 っ た と き、
︿うーちゃん﹀

は「身籠った」
「かかがしんだ」
︵

セージの届け先として意図しているのは「ラビ」ではなく、

ジを送ってくる。電話番号も送ってくる。
フォロワーがメッ

る。「ラビ」のつぶやきを見たフォロワーが心配のメッセー

物語を維持しようとし、母が亡くなったと虚偽の報告をす

回ってしまっているのだ。︿うーちゃん﹀は自分を支える

たから、
︿かか﹀の子宮の摘出は、
︿うーちゃん﹀の一部を

た。
︿かか﹀の子宮は︿うーちゃん﹀の物語の拠り所であっ

の悲劇を根底で支えていた︿かか﹀
の子宮は失われてしまっ

︿かか﹀の手術は成功だった。
︿かか﹀と︿うーちゃん﹀

再び俗世に、脱出した「家」という社会に再接続される。

まい﹀との電話が繋がる。それによって︿うーちゃん﹀は

は実現できない願いが成就したと信じるのだ。しかし、︿お

生身の︿うーちゃん﹀である。恐ろしくなった︿うーちゃ

摘出することに等しい。かみさまが戻ってこないこと、か

は、もうどこにもない。
︵ ︶

ねえだけどみっくん、うーちゃんたちを産んだ子宮

︿うーちゃん﹀
が一度信じた物語は、
もう戻ってこないのだ。

ん﹀は、「ラビ」のアカウントを消す。もう一つの社会で

なねばなら ん か も し れ ん 。
︵ ︶

もしかすると、かかをにんしんするには、かかが死

を思い出し︿かか﹀の死に現実味を感じるようになる。

︿明子﹀と交わした会話、「あけぼのやのクッキー」のこと

実の事情とは全く異なるものだったが、
︿うーちゃん﹀は

「ラビ」として作り上げた「母の死」という物語は、現

まうのだ。

みさまになれないことに︿うーちゃん﹀は気づいている。

の 世 界 が︿ う ー ち ゃ ん ﹀ の 物 語 = 現 実 の 生 活 を 上

48

33

構築した物語が破綻したために、その社会ごと閉鎖してし

S
N
S

︿うーちゃん﹀の語りは︿かか﹀の独白と同様の性質を

︿かか﹀の悲劇に︿うーちゃん﹀も巻き込まれ、
︿かか﹀が

ものだった。エスカレートしていく

︿かか﹀の苦しみは転移するように︿うーちゃん﹀

帯びている。
︿かか﹀の独白は自分の物語に他者を巻き込

︱

む

︱

︿うーちゃん﹀は︿かか﹀の死と「にんしん」の繋がり

信じる物語は、
そのまま︿うーちゃん﹀が信じる物語になっ

に共有されていた
を認識し、純粋な︿かか﹀誕生の予感を得る。体力を失い、

47

49
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︿かか﹀を愛せない、そういう自分も愛せない。
︿かか﹀へ

かってしまう。だからこそ、憎むことも苦しい。愛したい

か﹀を「にんしん」することは、︿かか﹀にとっても︿うー

にとっての
「母」
になることを唯一の救いであるとした。︿か

︿うーちゃん﹀は、自分自身が信仰の対象、すなわち娘

で し ま っ て い る せ い で、 か か の 痛 み が 苦 し い く ら い に わ

の信仰が戻らないことを知った︿うーちゃん﹀は、心から

ちゃん﹀にとっても新しい物語を生み出す行為であると信

の 信 仰 を 持 つ「 あ か ぼ う の ひ と み 」
︵
抱く。︿うーちゃん﹀は、かみさまの不在と︿かか﹀信仰
の崩れに苦しめられているのだ。
信仰を失う代わりに発生したのが、
︿かか﹀を産みなお
したいという欲望だった。︿かか﹀を「にんしん」するこ

されるのだ。

︿うーちゃん﹀は「家」以外にもうひとつの社会を持っ

アカウントを通じて、

︿かか﹀と出会うことができる。
︿うーちゃん﹀はその新し

壊の経験を通過していない、「あかぼう」のように純粋な

に愚痴をつぶやく頻度が増え、学校に行かなくなった頃に

のである。
︿かか﹀が「はっきょう」し始めたことを契機

同じ趣味を持つフォロワーを中心に、交流を維持していた

ていた。
「ラビ」という名前の

い出会いを欲した。「にんしん」への欲望は、自分の身に

は、うーちゃんの属している社会は「ほとんど

S
N
S

を見ることはやめられなかった。
︿うーちゃん﹀は

家 を 出 た︿ う ー ち ゃ ん ﹀ は ネ ッ ト も 絶 と う と し た が、

25

と

張り付いた物語からの解放の希求と同一である。背負わさ

しかもう道は残されていないんでした。
︵ ︶

40

︶になっていた。

家だけ」
︵

︶

40

うーちゃん自身がうーちゃんたちのかみさまになる

たかった。︵

たかん、たったそいだけのために、かかをにんしんし

今度こそうーちゃんはかかを壊さずに出会いたかっ

んしん」するほかないと、︿うーちゃん﹀は考えたのである。

れた物語から︿かか﹀もろとも脱出する方法は「かかをに

S
N
S

17

とで、今のようにこわれていない、
「にんしん」という破

じた。「にんしん」は彼女の喪失を埋める手段として欲望

︶を羨み、嫉妬を
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うにいて、そいが本物の自分であるかのように思えて

うちに、どうもその言葉の主である『ラビ』がほんと

投稿した言葉を目でなぞり心のなかで反芻している

を作り上げていた。

上 で も う 一 人 の「 わ た し 」 で あ る「 ラ ビ 」 の 物 語

S S
N N
S S

こさ」︵ ︶を感じた。

に肌を共有しているようなもんでした。
︵ ︶

うーちゃんとかかとの境目は非常にあいまいで、常

ましたが、本当のことです。

す、前にそう言ったときおまいは信じられんかおをし

と望まざるとにかかわらずうーちゃんに乗り移るんで

それは本当の痛みにちかかった、かかの痛みは望む

20

肌の共有は、その肌に刻まれた傷を共有することでもあ
る。好むと好まざるとにかかわらず︿うーちゃん﹀は︿か
か﹀と一体化してしまっている。それは血縁以上の結びつ
きを獲得していて、切り離すことができない。
︿ か か ﹀ は 自 分 の 姉 で あ る︿ 夕 子 ち ゃ ん ﹀ の お ま け で 生

自分が女であり、孕まされて産むことを決めつけら

れるこの得体の知れん性別であることが、いっとう、
がまんならんかった。

女に生まれついたこのくやしさが、かなしみが、お

まいにはわからんのよ。
︵ ︶

︿うーちゃん﹀にとっては、︿かか﹀の苦しさも、︿うーちゃ

ん﹀の苦しさも、こわれた︿かか﹀を作り出した自分の誕
0

0

0

0

生も、自分が女として生まれたことも、すべて不本意に背
負わされた物語なのだ。

ずっと思っていたことがあるんよ。人間が信仰を捨

てることはままある、そいでも信仰を取り戻すことは

できるんでしょうか。︵ ︶

か﹀を憎みながらも、︿かか﹀を身のそとに出そうとはし

らさを理解しよ う と し て い る 。
︿うーちゃん﹀はそんな︿か

もともとかみさまじゃなかったんです。
︵ ︶

かは、うーちゃんを産んでかみさまじゃなくなった。

うーちゃんのかみさまは、かみさまだったはずのか

かかをおかしくしたのは、そのいっとうはじめにうま

かった。しかし、
︿かか﹀が「はっきょう」してしまった

われた︿かか﹀を憎むが、︿かか﹀を身のうちに取り込ん

ために、その望みは叶わなくなった。
︿うーちゃん﹀はこ

︿うーちゃん﹀は、︿かか﹀をかみさまとして信じていた

35

れた娘であるうーちゃんだったのです。
︵ ︶

たと考える。

ない。むしろ、︿かか﹀の破滅は自分の誕生によって起こっ

まれたという物語を繰り返しなぞることで、自分の生きづ

28

36

20

33
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性を欠いているとも言える。他者を他者のままとして、自

として共有されるのだ。一方で、その姿勢は他者への共感

いる。身のうちに入れた他者の痛みは、丸ごと自身の痛み

人とも、肉体の感覚に基づく他者への強い共感性を備えて

二つの作品に登場する少女は、痛みに敏感な人物だ。二

に変わるとき、弟に対する告白という姿勢はわずかに崩れ

まい﹀という二人称が︿みっくん﹀という三人称的呼び名

りには
︿おまい﹀
と
︿みっくん﹀
が入り混じって登場する。︿お

ん﹀の弟︿みっくん﹀を指しており、
︿うーちゃん﹀の語

相手が存在することが確かめられる。︿おまい﹀
は
︿うーちゃ

は
︿うーちゃん﹀
の話し相手という立ち位置を超えて、︿うー

る。
︿うーちゃん﹀が︿みっくん﹀と言うとき、︿みっくん﹀

最も大切に想う他者を自分の身に取り込み、痛みによっ

ちゃん﹀の物語に登場する独立した個人として浮かび上が

分と別個の存在として捉えることができないからだ。
上 で ア カ ウ ン ト を 作 り、 も

て そ の 生 を 認 識 す る。

るのだ。
︿うーちゃん﹀の語りは、自分自身への語りと他

かをにんしんしたかったんよ。
︵ ︶

みっくん、うーちゃんはね、かかを産みたかった。か

う思いだ。

彼女が告白するのは、
︿かか﹀を「にんしん」したいとい

られているから、独白ではなく告白なのである。そして、

う一人の「わたし」で、他者と交流する。そんな彼女たち
︶

者に向けた語りとが混じり合う形で進行する。他者に向け

『かか』

とが、『かか』『推し、燃ゆ』の共通点である。︵

︱

歳の少女︿うーちゃん﹀による「告白」の

喪失を物語ること
『かか』は

で使用する「似非関西弁だか九州弁のような、なまった幼

いる。「かか弁」とは︿うーちゃん﹀の母親︿かか﹀が家

手をからだに取り込んだときにだけ、そいを自分として痛

人物である。
しかし、痛みへの敏感さは条件付きであり、「相

先に述べた通り、
︿うーちゃん﹀は痛みに非常に敏感な

︶と言う。例えば︿うーちゃん﹀は、

ピーラーで剥かれた︿かか﹀の傷跡を見て、
「自分の腕の

標準語と異なるリズムで唐突に始まる︿うーちゃん﹀の語
りが誰に向けられたものであるのか、
最初は釈然としない。

おんなじ場所をアルコール綿で拭かれるような独特の冷や

15

13

しかし、︿おまい﹀という二人称の登場によって、語りの

がることができる」
︵

児言葉のような言葉遣い」︵ ︶であると説明されている。

13

2

が自己の根幹を失うさま、「喪失」の経験を描いているこ

S
N
S

物語だ。その告白には独自の言葉「かか弁」が用いられて

19
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〈書評〉

月 日、第

回芥川賞︵

年

返す中で、自分のほんとうの居場所、ほんとうの「わたし」
を欲望する。
年

20

年秋季号︶が選ばれた。宇佐見りん

回

~︶は第 回文藝賞を受賞した『かか』
︵初出:

年冬季号︶でデビューし、同作で第

歳浪人生の思い、そして彼女

誰かを背負って生きることは難しい。ひとりきりで生き

づらさ」を抱えながら複数の社会を生きる、十代の少女に

ぐ高校生の少女を描いた『推し、燃ゆ』
。どちらも「生き

芥川賞選評において、平野啓一郎は『推し、燃ゆ』の主

ることは、もっと難しい。だから、自己を分散させ、とき
にする。「わたし」を複数用意すれば、
「わたし」は総合的

︶
題を「寄る辺なき実存の依存先」︵ と
評している。どんな

きづらさ」が可視化されつつある社会において、ますます

ている。 このような複数化する「わたし」のあり方は、「生

く、「わたし」を増やし、分散・統合することは容易になっ

明化された主題なのかもしれない。それでも、
『かか』と

しないのかもしれない。それはありふれていて、もはや自

であり、確固たる安定した「わたし」など本質的には存在

時代でも、どんな場所にいても、人間は「寄る辺なき実存」

や「推し」との関係が主流になった現代に身を据え、

は迷い、内に篭ったり、他への依存を強めたりする。
「わ

る。

複数に分かれた「わたし」と徹底的に向き合おうとしてい

S
N
S

たし」を増やしたり、消したりもする。分散と統合を繰り

分 が 依 っ て 立 つ べ き 場 所 を 見 失 い そ う に な る。
「わたし」

増えていくように思われる。しかし、他者との隔たりを意

1

『推し、燃ゆ』は寄る辺なき「わたし」に迫る。書き手は、

に 安 定 し た よ う に 感 じ ら れ る。

発達の影響も大き

焦点をあてた作品である。

の旅出を描いた『かか』。「推し」を推すことに心血をそそ

まった母親の救いを求める

三島由紀夫賞を受賞した、新鋭の作家である。こわれてし

『文藝』

︵

出:
『文藝』

下半期︶
の受賞作が発表され、宇佐見りんの
『推し、
燃ゆ』︵初

2
0
2
0
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1
6
4
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宇佐見りん『かか』『推し、燃ゆ』
について

1

にはどこかへ依存し、複数の「わたし」を作り上げるよう

森岡 桃子
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0
2
1
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9
9
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0
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識 せ ざ る を 得 な く な っ た い ま、
「わたし」はしばしば、自

S
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活動報告
◇ 2020 年 11 月 25 日 Slack ワークスペース立ち上げ
学史勉強会を構想

◇ 12 月 9 日 Zoom オンラインミーティング 「人文

社会」の名称・基本的なコンセプトの決定等
インミーティング
的調整

雑誌の立ち上げと大

◇ 12 月 23 日 Zoom オンラ

創刊スケジュール、原稿募集方法、企画等について具体

◇ 2021 年 1 月 5 日

公式サイト開設 URL：https://jinbunxshakai.

org ◇ 1 月 6 日 創刊号投稿受付開始 ◇ 1 月 7 日 東大文学部・人文社
会系研究科各研究室に告知メール送付
ティング

◇ 1 月 16 日

編集委員に関する規定の立案、コンセプトや投稿規定に関する議

◇ 1 月 19 日 「編集委員に関する規定」決定

論
強会

Zoom オンラインミー
◇ 1 月 20 日

大学史勉

創刊号所収の座談会企画「大学と社会を考える」参照 ［参加者］望

月澪、笠松和也、有賀雄大、上西晴也、谷川みらい、筒井一穂、福田真人、
田澤真衣

◇ 1 月 27 日

編集委員選出手続き完了

会 Zoom オンラインミーティング
等

◇ 2 月 15 日

◇2月9日

編集委員

巻頭企画「創刊に寄せて」の立案と調整

創刊号投稿情報登録締め切り

◇ 2 月 19 日

読書会

宇

野重規『民主主義とは何か』（講談社現代新書、2020 年）に関する感想や知
見の共有 ［参加者］谷川みらい、日隈脩一郎、上川伶、三浦隼暉、稲田進一、
笠松和也 他

◇ 2 月 28 日

人文

社会交流会

参加者の最近の研究内容・

研究関心を共有した上で自由にディスカッション ［参加者］中川瑛、笠松
和也 他

◇3月1日

アカウント開設

創刊号原稿の締め切り

◇ 3 月 10 日 Twitter 公式

ユーザー名：@jinbunxshakai ◇ 3 月 15 日

創刊号発行

執筆者紹介
望月澪（Mochizuki Ryo）

東京大学人文社会系研究科博士 2 年。専門は西洋史学。

笠松和也（Kasamatsu Kazuya）

東京大学大学院人文社会系研究科附属次世代人文学開発センター特任研究
員。専門は哲学・哲学史。

有賀雄大（Ariga Yuta）

東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻（哲学）博士課程。専
門は哲学。

上西晴也（Uenishi Haruya）

東京大学人文社会系研究科博士課程。専門は日本史学。

谷川みらい（Tanikawa Mirai）

東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程 3 年、日本学

術振興会特別研究員。専門は日本史学。
筒井一穂（Tsutsui Kazuho）

東京大学人文社会系研究科博士課程一年、日本学術振興会特別研究員

（DC1）
。専門は哲学。デカルトをはじめ 17 世紀哲学に関する勉強会を複
数主宰。

福田真人（Fukuda Masato）

東京大学人文社会系研究科博士課程、東京大学人文社会系研究科次世代人
文学開発センター 150 年史編纂室特任研究員。専門は日本近代経済史。

600

『人文

社会』第 1 号

田澤真衣（Tazawa Mai）

成城大学文芸学部文化史学科 4 年。専門は文化人類学。

中村芳雅（Nakamura Yoshimasa）

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程。専門は人文学。システム開発
企業を運営、また鹿児島県の離島で無料学習教室を運営。

福岡洸太郎（Fukuoka Kotaro）

Amegumi India Private Limited Director。専門は思想文化。インドにてソー
シャルビジネスおよび社会活動を実施。

井上晴美（Inoue Harumi）

恵泉女学園大学大学院人文学研究科文化共生専攻 2 年。専門は人文学。

横路佳幸（Yokoro Yoshiyuki）

日本学術振興会特別研究員 PD、南山大学社会倫理研究所プロジェクト研

究員。専門は哲学、倫理学。2020 年 6 月より、学術書の書評専門のオン

ラインジャーナル Tokyo Academic Review of Books の責任編集を務める。

中尾元（Nakao Gen ）

追手門学院大学経営学部ビジネス心理専攻特任助教。専門は異文化間心理
学、カウンセリング心理学、メンタルヘルス。博士（人間・環境学）
。研
究テーマとして、異文化間能力や文化変容、多文化間カウンセリング、質
的・量的研究法、そしてサブカルチャー論等に取り組んでいる。個人サイ
ト：https://sites.google.com/view/gennakao/home。

村田奈生（Murata Nau）

東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻修士 3 年。専門は宗教

学。論文に「テイヤール・ド・シャルダン研究史素描 」（『東京大学宗教
学年報』36 号、2019 年）がある。
長澤敦士（Nagasawa Atsushi）

京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程。専門は教育学、教育社会学、

執筆者紹介
教育福祉論。
西村真悟（Nishimura Shingo）

京都大学大学院文学研究科フランス語学フランス文学専修修士課程 1 回。
専門はフランス文学。

榊原清玄（Sakakibara Kiyoharu）

北九州市立大学法学研究科法律学専攻修士 1 年。専門は法哲学。

中村一創（Nakamura Isso）

東京大学大学院人文社会系研究科英語英米文学専攻修士 1 年。専門は理論

言語学。

新美徳康（Niimi Noriyasu）

広島大学大学院人間社会科学研究科博士課程前期 1 年。専門は英語教育学。

野上亮（Nogami Akira）

筑波大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程 3 年。専門は文化社会学、

歴史社会学。

朱彩雲（Zhu Caiyun）

一橋大学大学院言語社会研究科博士後期課程。専門は中日比較文学文化研
究。

島田裕平（Shimada Yuhei）

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻専門職 1 年。専門は医事法、

医療政策、公衆衛生。

竹下雄太（Takeshita Yuta）

東京大学大学院生医学系研究科公共健康医学専攻 1 年。専門は公衆衛生。

金田耕一（Kaneda Koichi）

東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 2 年。専門は法学。
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宮崎理紗（Miyazaki Risa）

東京大学法学部第 2 類 4 年。専門は法律学。「Public Health Law 輪読会」

を主宰。

池田有梨奈（Ikeda Yurina）

松江赤十字病院助産師。専門は助産学。

大喜多紀明（Ohgita Noriaki）

西郊民俗談話会会員。専門は民俗学。

島村幸忠（Shimamura Yukitada）

京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程。専門は美学・芸術学。

根本萌希（Nemoto Moeki）

浙江大学管理学院博士研究生。専門は会計学。

長島真以於（Nagashima Maio）

東京大学大学院人文社会系研究科西洋古典学専攻博士課程 3 年、日本学術

振興会特別研究員（DC2）
、オーフス大学 JSPS-ERC 客員研究員。専門は
西洋古典学、中世アイルランド語文学。

西澤忠志（Nishizawa Tadashi）

立命館大学先端総合学術研究科一貫制博士課程表象領域 5 回生。専門は日

本史、音楽史、思想史、メディア史。
鈴木健吾（Suzuki Kengo）

東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士一年。専門は考古学史、史
学史（戦後日本）
。メタヒストリー系の研究会「歴史論研究会」（2018 〜）

創会からの委員の一人。

奈須野文槻（Nasuno Fuzuki）

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程。専門は科学技術社
会論、医学史、医療史。「コロナ専門家有志の会」エントリー執筆支援。

執筆者紹介
森岡桃子（Morioka Toko）

東京大学教養学部超域文化科学分科言語態・テクスト文化論コース４年。
専門は文学。

603

人文

社会

第1号

2021 年 3 月 15 日 初版第 1 刷発行

編集者

『人文

社会』編集委員会

発行者

『人文

社会』編集委員会

