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〈論文〉

病いと信頼の現象学
病いの語りはいかに沈黙してしまうのか

大橋 一平

1. はじめに

「私は口を閉ざすことを覚える。私がもう前と同じようには生きられないという
ことを人は理解することができない。私が嘘をつくことをみんなは求めている。
社会的に生きているということと、病んでいるということの二律背反が、私に沈
黙を強いる。私が彼らのそばに留まりたいと願うのならば。私は家族や友達には、
自分の苦痛を語らない。多分彼らはそうは思っていないだろう。沈黙しながら、
私はすでにしゃべりすぎているのかもしれない。」（クレール・マラン『私の外で』
p. 25）

病いの哲学、特に病いの現象学の分野は、英語圏において近年注目を浴びている。
そこでは主に、病いの状態にあるとき、わたしたちはいかにその病いを生きられたも
のとして経験するのかを、一人称的観点から記述することが試みられる。記述の対象
範囲となるのは、自己の身体的経験や他者との間主観的な経験、社会的な次元での経
験も含まれる。このように、病いの現象学は、フッサールに始まる現象学的方法論を、
病いという人間の存在にとって本質的である固有の現象の分析に適用することをその
手法としている。これまで、多くの病いについての現象学的分析がなされてきたが、
病いの困難さを他者に伝えることの問題、特に病いの当事者の語りが他者に適切に受
け取られず沈黙してしまうという問題に関しては論じられてこなかった。病いの社会
的経験の分析にとって、病いにある当事者の語りが他者と共有されることの困難さに
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ついて考察することは、問われる価値のある問題である。本論文は、このような問題
背景の下、「病の語りはいかに沈黙してしまうのか」という問いに取り組む。そのこ
とを通じて、病いの当事者の語りが沈黙してしまうことの構造を、いくつかの観点か
ら解き明かし、さらには根本的な問題として「信頼性の喪失」という現象が大きな問
題であることを明らかにする。
具体的には次のように議論を進める。まず、病いの現象学の紹介として、第二章
では基礎的な概念の区別であり、議論をすすめるうえで重要な、病い illnessと疾患
diseaseの区別について確認する。そして第三章では、病いの具体的な経験の分析へ
と進むために、病いの身体的経験について、おもにトゥームズとカレルを参照しつつ
考察する（Toombs 1987, 1992、Carel 2016, 2018）。そこでは、病いの経験というの
が主に障害（Dis-ability）として経験されるということや、トゥームズが提示した「五
つの喪失」について論じる。そして第四章では、病いの社会的経験として、病いの当
事者の語りが沈黙してしまう現象について二つ事例を挙げその現象学的分析を試み
る。第五章では、前章で論じたような病いの語りの沈黙の根本的な要因として、六つ
目の喪失として「信頼性の喪失」という現象を呈示し、検討する。おわりにでは、こ
の病いの語りの沈黙に対する方策として、いくつかの案を簡単に提案する。

2. 病い illnessと疾患 diseaseの区別

まず病いと疾患を区別することが重要である。われわれが病気と言うとき、そこに
は病いの次元と疾患の次元の両方が含まれている。病いの意味をめぐる議論は、両者
を区別することで、自らに固有の問題領域を開いてきた。最初に、「疾患」（disease）
とは、科学的手法に基づいた医学的観点からみられた生物学的な機能不全のことであ
る（Kleinman 1988 p. 6）。医学は、病気を生物学的な構造や機能の変化として再構
成することで、医学的対象として診断し、その原因を探っていく。そこで取られてい
る視点は、三人称的な観点である。このような医学的な観点においては、患者の主観
的な病気の感じ方や、その患者の生活上の問題などは捨象されがちである。医療従事
者たちは、病気に対して、このような観点から疾患にフォーカスするよう日々トレー
ニングされている。医療の現場においては、患者の主観的な感じ方よりも、客観的な
疾患の方に重要性が付与されているといえる（Kleinman 1988 p. 21）。
一方「病い」（illness）とは、病気の一人称的経験のことである。それは、病気が
どのように経験されるのか、といった質的な経験の次元であり、病いの当事者によっ
て意味深くされた経験の次元である。この病いの経験は、身体の症状がどのように感
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じられるか、病いによる身体の変化はどのように経験されるのかといったことを含ん
でいるし、また医療ケアをどのように受けるのかといったことや、病いや痛みを通じ
て経験される社会的態度の変化、さらに自身にとって敵対的となるであろう世界と、
どのように交渉するのかといったことも含まれる（Carel 2016 p. 17）。病いの経験と
は、その病いが当人にとってどのような意味を有して感じられ、理解されているのか
といった、生きられた経験 lived experienceなのである。
それゆえ、疾患がどの患者においても客観的かつ一般的に同定可能なのに対して、
病いの経験は、当事者それぞれで異なっている。たとえば、疾患としては同じ肺がん
であったとしても、その疾患が個人の生活のなかで、どのようにして経験されるのか
は異なってくる。また疾患と病いを区別することは、疾患なき病いや病いなき疾患と
いった事態を考えることを可能にする。たとえば自覚症状のないまま定期健診で腫瘍
が発見された場合は、病いなき疾患であるといえるだろうし、当人が頭痛で日々苦し
んでいても、特定の診断が下りない場合は疾患なき病いであるといえるだろう（Carel 
2016 p. 17）。
疾患と病いは、疾患が医学的対象として客観的に目に見えるものであるのに対して、
病いの経験は、主観的な一人称的経験であり、目には直接見えないものであるという
ように区別することも可能である。たとえば、足が悪いがゆえに、階段を上がってト
イレに行くことが困難かもしれない。強い頭痛によって、勉強や研究に集中すること
ができず、イライラしてしまうかもしれない。家に引きこもりがちになり、将来に今
後の社会生活に不安をおぼえるかもしれない。このような当事者の病いの経験は、客
観的に目に見えて現れてこないために、周りの人々にはその辛さが理解されない。そ
してその理解されなさに怒りや悲しみをおぼえ、時には周りの人にその感情をぶつけ
てしまうかもしれない。その結果、周囲の人々からは自分の訴えを信用してもらえな
くなり、より孤立を深めてしまう。こういった事態もまた、病いの経験なのである。
しかし注意しておかなければならないのは、病いの経験が一人称的で主観的なもの
だからといって、当事者一人の内に閉じられているものではないということである。
病いの経験は、自分の身体がどう感じられるかというだけでなく、病いを通して他人
とどのように関わっているのか、社会の中でその病いがどのように扱われるのかと
いった社会的次元もまた含んでいる。次節以降では病いの身体における経験と病いの
社会的次元における経験をそれぞれ検討していく。
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3. 身体における病いの経験

3-1. Dis-abilityとしての病い

病いの経験はどのようなときに強く意識されるだろうか。以前できていたことがで
きなくなったとき、私たちは自身の病いについて意識するのではないだろうか。本節
では、病いの身体的経験を、ある種の「できなさ」の経験による自己の実存の変容と
して検討していく。
まずは、病いを経験する以前の健常な状態において、わたしたちがどのように自己

の身体経験を意識しているのか簡単に確認しておこう。ここで、健常な状態というの
は、病いによって生活に不都合が生じていない状態を指している。そのような健常な
状態において、わたしたちは、自らの身体を特段反省することなく、諸々の行為を遂
行している。そこでは、⑴身体は、物理学的な対象や世界の内に存在する他の様々な
実在物のひとつのようにはっきりと主題化されていない。そして、⑵自己と身体との
関係は客観的な関係であるというより、実存的な関係である。つまり私が身体をもつ
とか、所有するという状態ではなく、「私が身体である」。⑶自己と身体とは意識にお
いて分離されておらず、自己―身体として統一されている（Toomds 1992 p. 51）こ
のようにして、私は自己の身体を「生きられた身体 lived body」として経験し、世界
の内で存在している。さらにまた、このような世界の内で存在する仕方は、メルロ＝
ポンティが言うように、「私はできる」として特徴づけられる。目の前のコップは私
が手を少し伸ばせば手に取ることのできるものとして経験されるし、大学は電車に乗
れば行くことのできる場所として経験される。このように自己と世界との関係は、身
体的実存の「～する能力があること」を前提にして理解され、諸々の可能性が開かれ
ていることとして経験されている。
しかし病いの状態においては、このような世界内における自己の身体的経験は大き

く変化する。「～する能力があること」として理解された身体的実存は、「～すること
ができない」という障害として意識されることになる。

「第一に、病いは能力の障害（dis-ability）であり、いつものように世界に関与す
ることを 「できなくする（inability to）」 状態を意味する。」（Toomds 1992 p. 62）

慢性的な頭痛は、単に日々頭が痛むというだけではなく、これまでは難なくできて
いた日々の読書、音楽を聴くこと、スポーツをすることといった楽しみをできなくさ
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せる。うつ病は、何かを計画し、その目的に向かって行動するという、あらゆる活動
にとってあたりまえに前提されることそれ自体をできなくさせてしまう。このように、
病いの経験は、まず以前まで当たり前にできていたことができなくなるという仕方で
意識される。それは、これまでの自己と世界との関係が変容し、混乱させられるよう
な経験である。病いになる前の感覚や習慣は、もはや失われてしまう。このような病
いの経験は、これまでできていたことがもはやできない、世界との関係が失われてし
まったという「喪失の経験」を、その根本において伴うのである。

3-2. トゥームズにおける五つの喪失

病いの現象学者のトゥームズは、病いの経験における喪失の経験として五つの喪失
を挙げている。「全体性の喪失 loss of wholeness」、「確実性の喪失 loss of certainty」、「コ
ントロールの喪失 loss of control」、「行動する自由の喪失 loss of freedom to act」、「な
れ親しんでいる世界の喪失 loss of the familiar world」である（Toomds 1992 p. 90）。
以下では、これらの喪失を順に説明していく。

「全体性の喪失 loss of wholeness」
全体性の喪失は基本的には身体の不調和や不具合の気づきとして現われてくる。
この気づきは単に特定の症状（例えば息切れ）についての気づきではなく、身体
の統合性の喪失という深刻な喪失感覚への気づきである。身体は以前のように当
然のものとしてはもはや現れてこない。痛みや怠さといった仕方で身体はまざま
ざと意識され、無視することはできないものとして経験される。こうした身体は
自己コントロールを超えており、何かしら意に反するような状況を生じさせてし
まう。痛みを伴う身体や、機能不全に陥った身体は自己の思うままには機能せず、
計画を邪魔し、選択を妨げ、行動を不可能にしてしまう（Toomds 1992 p. 90）。

「確実性の喪失 loss of certainty」
 全体性の喪失は身体的な障害と身体的統合性の喪失の知覚を合体するだけでは
く、最も深刻な形での「確実性の喪失」を含んでしまう。病気を経験すると、人
がこころのなかで抱き続けていた、個人というのは不滅であるという漠然とした
前提を放棄せざるを得なくなる。病いの当事者自身を自らの脆弱性に直面させる。
この脆弱性の認識は当事者を不安や心配に陥らせる。病いはわれわれが不死であ
るという原初的な感覚を打ち砕き、自身の無力さや死すべき運命であることを認
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めることになる。そしてこのことは問題を個人化させ他者とのコミュニケーショ
ンをすることが困難になる。病いはいつ襲ってくるか分からないある種予測でき
ない災害のようにして経験される（Toomds 1992 p. 93）。

「コントロールの喪失 loss of control」
全体性の喪失と確実性の喪失の結果、コントロールの喪失が現われてくる。病気
は、「今まで考えてきた選択と計画の枠外で、求めもしなければ、予期すること
もできなかった出来事が我が身に起きた」とする感覚を呼び起こすものである。
よく考えられた生活設計を計画していたとしても、病いは多くの場合、気まぐれ
な邪魔者、予期せぬ出来事として経験される。いままで慣れ親しんでいた世界が
基本的には予測もコントロールもできない環境として、知覚されてくる。わたし
たちは科学技術のあらゆる自然を制御できる力に慣れているが、病いになるとそ
のような考えが幻覚であったこと、病いの制御不可能性に直面する。（Toomds 
1992 p. 94）

「行動する自由の喪失 loss of freedom to act」
行動する自由の喪失は主に合理的選択能力が失われる、もしくは制限されること
から理解される。病者は自分の身体や精神の病気を治療するための専門的知識や
技術を有していないがゆえに、自信の病いに対してどのように適切に対処すれば
いいのかが分からない。自身の病いを治療するための臨床的な意思決定を十分に
おこなうことができない。さらには病いの状況にあって、自分自身の将来に何一
つ確信がもてない状況にいるとき、合理的かつ冷静沈着に自身の病いに対して対
応することができない。（Toomds 1992 p. 95）

「なれ親しんでいる世界の喪失 loss of the familiar world」
なれ親しんでいる世界の喪失とは、病いにおいて自らの実存が自己変容してしま
うということ、世界内的に存在する自らの在りようが著しく変化してしまった事
態を示している。世界の調和や安定性、行為者としての自己の能力、世界に住まっ
ていることの安楽さが失われてしまっているような状態である。このような実存
の変容はインフルエンザのように一時的な場合もあるが慢性疾患のように長期に
わたることもある。この自己変容してしまった世界において、病んだ人は普段の
諸々の活動に従事できなくなり、当たり前にできていた日常的な仕事や遊びに関
与することができなくなる。病いによる障害への気遣いによって世界は敵対的な
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ものに変容する。またこの変容は時間的感覚にも生じてくる。病いの苦痛に苛ま
れている人は、現在という時間に釘付けにされる。未来は不確実なもの、接近し
がたいものとして現われ、過去はすでに失われてしまったもはや戻ることのでき
ないものとして断絶している。（Toomds 1992 p. 96）

時間的経過や程度の差はあれ病いのさなかにある者は、これら五つの喪失の経験
を経験することになる。これら五つの喪失が表しているのは、病いにある者の経験
が、表面的にどう見られるのであれ、実存的な変容を経て、世界との関係の仕方が変
化してしまっているということである。そしてこのような実存の変容の諸特徴は、仮
に病いから回復したとしても、すべて無くなるわけではない。回復したとしても、そ
こには自らの実存に対する脆弱性や不確実性、あいまいさの感覚がともないつづけ
る（Carel 2016 p. 44）。このような病いの経験による実存の変容は、不可逆的である。
死がつねに生の背後にあるように、病いの経験によって暴露されたこの世界の不確実
さや、脆さは、生にとっての不安として残りつづける。トゥームズが病いの特定の個
人的特徴ではなく、根本的な要素としてこの五つの喪失を呈示しているのは、それら
が生きられた病の「現実」を明らかにして見せるからだ。これらは患者にとって病い
がどのような意味を有しているのかに光をあてるのである（Toomds 1987 p. 234）。

4. 社会における病の経験

前節では、病いにある者の自己と世界との関係に焦点を当て論じてきた。本節では、
病の経験が、他人との関わりや社会のなかでどのように経験されるのかをみていく。
そこで病いの当事者の語りが沈黙を強いられるような二つの事例をあげ、分析するこ
とを試みる。
病いは社会的にどのように経験されるだろうか。友人や周囲の人々は、病いに対し
てどのように感じ、当事者に対してどのように振る舞うだろうか。病いの現象学者で
あるカレルによれば、病いへのスティグマはこれまで知り合いだった人々との人間関
係を変化させ、初対面の人々からは否定的なまなざしを向けられ、その他人のまなざ
しを意識することによって、家にこもりがちになったりする。特に、病いの当事者に
とって、以前からの変化の影響が顕著にみられるのは、病いの当事者の社会参加の機
会が制限されてしまうということや、可能な活動の範囲を狭まるということ、そして
他者たちとの交流を難しくすることである（Carel 2016 p. 75）。このようにして病い
の当事者は孤立しがちになるが、その結果、周囲の人々に助けを求めたり、病いにつ



8 『人文×社会』第 4号

いて日常会話をするということも難しくなる。（Carel 2016 p. 75） 
またカレルは、医療という場における患者の病いの経験に対する扱いにも言及して
いる。カレルによれば（Carel 2016 p. 16）、科学的な手法が支配的役割を果たしてい
る西洋医学においては、医療従事者は、患者の一人称的な病いの経験よりも、専門化
された非人間的な三人称的記述に価値を置く傾向にある。患者の病いの語りは無視さ
れ、CTスキャンや血液検査といった客観的な生物学的情報のみが患者のファイルと
して記録、保管される。話を聞いてくれない医師、非人間的で官僚的な大規模医療シ
ステム、そしてこれらのシステムを乗り切ろうとするときの無力感が実際に報告され
ている（cf. Carel and Kidd 2014）。
病いの当事者は、社会的な状況の中で、様々なしかたで自らの苦しみを語ることが
できなくなること、病いの語りが沈黙してしまうことを経験する。以下ではこのよう
な病いの語りが沈黙してしまう二つの事例を挙げる。第一に、冒頭で引用した箇所を
再度引用する。

「私は口を閉ざすことを覚える。私がもう前と同じようには生きられないという
ことを人は理解することができない。私が嘘をつくことをみんなは求めている。
社会的に生きているということと、病んでいるということの二律背反が、私に沈
黙を強いる。私が彼らのそばに留まりたいと願うのならば。私は家族や友達には、
自分の苦痛を語らない。多分彼らはそうは思っていないだろう。沈黙しながら、
私はすでにしゃべりすぎているのかもしれない。」（クレール・マラン『私の外で』
p. 25）

この文章は、フランスの哲学者クレール・マランのものである。彼女自身、関節炎
をともなう自己免疫疾患を患っており、その自身の経験に基づいた病いの語りがここ
では書かれている。この引用において重要なのは、病いの語りがいかに社会に生きる
なかで沈黙させられてしまうのかが描かれている点である。病いになる以前からどの
ように変わってしまったのかを当事者以外は適切に理解することができない。そして
この病いの苦しみを周囲に仮に説明したとしても、何をいっているのか理解しようと
しないか、誤解され距離をおかれてしまう。それゆえ周囲の人々の表面上理解がある
かのような気遣いに対して、こちらも自らを偽り、自身の苦しみをなんでもないかの
ように語り、ふるまってしまう。周囲の人々は当事者に対し、順調に回復していって
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いるか、どう社会復帰するのかといった「復帰の語り」を求める 1。周囲を気遣って自
らの苦痛を語らないようにしつつも、自身の病いの苦しみは誰にも伝えられずに残り
続ける。このことが病いの当事者を社会的に孤立させ沈黙させてしまう。まとめると、
社会の中では周囲から期待される語りやふるまいを求められ、他方自身の病んでいる
経験は他人には理解されず、求められていないと感じる。この社会と自身の病いとの
二つの間に挟まれ孤立し沈黙してしまうのである。
このような社会的孤立の経験は慢性的な病いを患っている者であれば多かれ少なか
れ体験するものである。
第二に、「医学的な視線medical gaze」という事例について考えたい。医学的な視

線とは、医者が患者にむけるまなざしであり、その背後にあるシステムでもある。医
者は患者をまなざし、患者の語りを分析、診断する。さらにそれはデータとしてファ
イルに記録され、専門家から別の専門家へと受け渡され、保管、管理、解釈される。
このようなシステムを背景にした医者のまなざしが、ここでは医学的な視線といわれ
る。医学的な視線においては、医学的な情報と結びついているはずの生きられた身体
の経験はしばしば主観的なものへと追いやられ、二次的なものとして軽視されてしま
う（Carel 2016 p. 69）。医学的な視線にさらされている次のような事例を考えてみよ
う。以下の引用はダナ・ウィリアムズ『自閉症だったわたしへ』の一節である。

「わたしはまた、メアリーがペンを走らせてメモをとっていることも、気になっ
て仕方なかった。
「わたしのことを書いているんじゃありませんね？」
彼女が紙に、わたしには読み取ることのできない文字を走り書きするたびに、不
安にかられてわたしは聞いた。「わたしのこと、閉じ込めたりはしませんね？」
何度も何度もわたしは聞いた。」 （ダナ・ウィリアムズ『自閉症だったわたしへ』 
p. 240）

このような経験は、病院やカウンセリングの場において少なくない数の人々が体験
するものであろう。自分自身のことを話している最中に、医者やカウンセラーがその
ことについて何らかの専門用語でメモを取り出すとき、わたしたちは何らかのぎこち
なさを感じ、自分が相手に捕らえられてしまうかのような感覚に陥る。自分自身の生

1　 このような、周囲が期待する「復帰の語り」によって病いにある当事者の語りが妨げられ
てしまう問題については早川（2016）を参照。
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きられた経験が、他者によって医学的に疾患として対象化され、そのような対象化さ
れた自分を意識し、もはや自由ではなくなってしまう。

「客体としての身体は、私が 「所持」 したり 「所有」 する身体である（私が 「実
存」 する生きられた身体といったものではない）。さらに、すべてが私から離れ
て、純粋な生物本来の性質を備えた身体となる。その結果、私は自分自身が身体
から疎外されていることに気づく。このような身体と自己との疎外感 alienation
は、疾病体験に固有のものであり、身体を科学的対象の地位に限定する 「医学的
な視線medical gaze」 の下で強められる」（Toombs 1992 p. 87）

このような医学的な視線の下では、病いの語りは以下のことから沈黙させられてし
まう。① 自分自身の生きられた経験の語りが、医学的にマニュアル化された診断プ
ロセスを通じて、疾患として対象化 objecti�cationされる。それは自分には力の及ば
ないところで自身が操作されている、自分自身が自分の病いについて関与することが
できないという疎外の感覚である。② 私が治療に関与する者としてではなく、単な
る診断のための「情報」提供者として扱われるということ。③ 医者のまなざしを自
分自身で内面化してしまうことで、自分を生きられた経験においてではなく、むしろ
患者として自己理解し、そのようにふるまってしまうということ。
これら二つの例に共通するのは、病いにある者が、自身の苦しみを周囲の他者に伝
えることができないという問題である。そして沈黙してしまうという経験は、単に個
別的な事例での問題ではない。この沈黙させられてしまうという経験は、病いの社会
的経験においてしばしば起こる一般的な問題である。しかしこの病いの語りが沈黙さ
せられる問題は、一般的でありながらも、社会的に不可視化されているように思われ
る。両者は相互補完的な関係にある。それゆえさらに問わなけれなならないのは、こ
の沈黙を生じさせるより根本的な社会的構造とはどのようなものであるか、そしてこ
の沈黙の不可視化はどのようにして生じるのかである。次節では、このような沈黙が
いかにして生じてしまうのか、その根本的な構造について、「信頼性の喪失」という
点から考えていきたい。

5. 病いの語りはなぜ沈黙してしまうのか――信頼性の喪失――

トゥームズは病いによって失われるものとして五つの喪失をあげていたのを第二節
において論じてきたが、本論文は六つ目の喪失として「信頼性の喪失」という問題が
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あることを論じていきたい。この信頼性の喪失という事態が病いの語りが沈黙してし
まうことの本源的な問題であると主張する。信頼性の喪失には二つの次元がある。認
識論的な次元と実存的な次元である。まず認識論的次元から論じていく。

「信頼性の喪失」の認識論的次元
まず次のような事例を考えてみよう。ポールは慢性的な倦怠感に悩まされている。
それはとてもひどいもので社会生活や仕事はもちろん家での家事や生活にも支障がで
るほどである。そのうち外出することができなくなり、家に引きこもりがちになった。
そのような状況に対して仕事場の同僚や家族はポールの必死の苦しみの訴えにもかか
わらず、「単に怠けているだけだ」、「生活習慣が悪いからだ、もっと外にでて仕事を
すれば気にならなくなる」とまともに取り合おうとしない。このような周囲の対応か
らポールは自身の苦しみについて誰にも語らなくなり、社会的に孤立を深めてしまう。
また別の例を考えてみよう。うつ病のジェシカは終わりのない苦悩に日々おそわれて
おり、その経験を病院で医者に対して訴えるが、医者は彼女の言葉を真剣に聞くこと
なく、ただ処方箋をだすだけである。このように病いの状況にいる者の証言は不当に
その信頼性が低く見積もられ、その証言はしばしば沈黙させられてしまう。このよう
なある特定の社会的アイデンティティーに基づいてその話し手の証言の信頼性が不当
に低く評価されることで、知識の主体として正当にみなされないような不正義のこと
を、ミランダ・フリッカーは証言的不正義と呼ぶ（Fricker 2007 p.1）。病いのさなか
にある者は、社会に生きる他の人々と比べてもより一層証言の信頼性が低く見積もら
れやすいという意味で、証言的不正義に対してより脆弱であるといえる。そしてフリッ
カーが述べるように、認識にまつわる信頼性（epistemic trustworthiness）は、二つ
の区別される要素である証言者の「能力」と「誠実さ」に基づいている。病いの当
事者に対する偏見は、しばしばこの証言者としての能力と誠実さを攻撃する 2（Fricker 
2007 p.45）。病いにある者の証言は、しばしば、混乱していて、感情的であり、扱い
にくいと見なされやすい傾向にある（Carel and Kidd 2014）。つまり病いのさなかに

2　 フリッカーは認識的不正義による認識的信頼性への攻撃はその構成要素である能力と誠実
さのどちらか一方で十分であると述べている。
どちらかを攻撃したとしても、二つの構成要素は認識的信頼においては結びついているの
で、証言者の能力を貶めるのに十分である。
認識的信頼性へのこの攻撃は、アイデンティティに基づく偏見による排除 identity preju-
dical exclusionとして、証言者を認識的信頼のコミュニティから排除してしまう（Fricker 
2007 p. 45）。
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ある者は、単に証言の内容が信用されないというだけでなく、証言者としても信頼さ
れずらいという意味で認識的な信頼性を喪失している。しかし、問題はこれだけでは
ない。このような証言にまつわる信頼性の喪失は、聞き手によってもたらされるだけ
ではなく、自己充足的な予言（a self-ful�lling prophecy）ともなりうる。病いのさな
かにある者が信頼できないと他者からみなされる過程において、その人は自分の証言
能力への自信を失い、自分の考えや意見を明確に述べることができなくなる。つまり
当事者自身が、自分自身を証言者として信頼できなくなってしまうことがありうるの
である（Hawley 2017; Carel and Kidd 2014）。
このような証言的不正義による信頼性の喪失は、医療の現場においても生じてい
る。先に挙げたジェシカのような事例を考えてみよう。患者の証言は、医者にとって
診断に無関係で余計なものとして扱われる。医学用語や専門用語の適切な訓練を受
けていない患者の訴えは十分に明確なものではないと見なされることがある（Carel 
and Kidd 2014）。そこでは、患者の一人称的な経験の証言に対する信頼性が低く見積
もられている。ゆえに、一見すると患者の証言に耳を傾けているように思われていて
も、診断に役立つ「情報」だけを取り上げ、それ以外を無視している。患者は「情報
提供者」として見なされてはいても、治療の「参加者」とはみなされていないのであ
る。つまり、依然として当事者の語りの信頼性は喪失させられており、その語りは沈
黙させられている。
重要な点は、病いのさなかにある者の証言と、証言者としての地位の信頼性が、不
当に低く評価されるという事態は、個別的問題ではないということだ。信頼性の喪失
は、社会的偏見によって、社会的アイデンティティに対して、「病いにある者」とい
う否定的なイメージが結び付けられることで遂行される。それゆえこの信頼性の喪失
は、体系的（systematically）な仕方でなされるのだ。証言の沈黙が不可視化されるのは、
社会的な偏見による抑圧によって、病いにある者の証言、証言者としての地位の信頼
性が貶められていることが当たり前のものとされているからであるといえるだろう。
当事者はこのような社会的偏見に対して沈黙せざるえないがゆえに、証言の沈黙とそ
の不可視化は相互補完的関係にあるのである。

「信頼性の喪失」の実存的次元
これまでは、信頼性の喪失の認識論的次元について論じてきた。そこでは病いの当
事者の証言や証言者としての地位の信頼性が不当に低く評価されることで、病いの語
りが沈黙させられてしまう状況について検討した。しかし証言や証言者としての地位
の信頼性が貶められることは単に、知識の認識論的次元でのみ問題になるわけではな
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い。ロレイン・コードが述べるように、証言の信頼性が過小評価されることという
のは、「単に経験の 「真理」 ではなく、自己についての感覚 their sense of self、信頼
credibility、信頼性 trustworthiness」が掘り崩されるということだからである（Code 
1995 p. 59）。病いの当事者はその語りに個人個人違った社会的状況における自分自身
の実存を賭けている。病いの語りとは、まさに自分自身の困難な在り方について耳を
傾けてほしいと他者に訴えかける行為である。そのような病いの語りが信頼に価しな
いと見なされることは、そこに賭けられている自分自身の実存への信頼を損なわせる
ものであるといえる。そこでは当事者は他者との根本的な社会的実存における自己に
対して信頼感を有することができなくなってしまう。
デンマーク出身の現象学者であるレグストルプによれば、互いへの信頼は人間の生
活にとって本質的な役割を果たしているものである。もともとの知り合いであれ、全
く知らない者に対してであれ、わたしたちが社会生活を送っていくためにはその根本
に信頼がなければならない。レグストルプはこのような人間の社会生活にとって基礎
的な信頼を「自然的な信頼 natural trust」として以下のように語っている。

「事前にお互いの言葉を信じて、事前にお互いを信頼する。これは確かに奇妙に
思えるかもしれませんが、人間であるために不可欠なことです。そうでなければ、
生命を脅かすことになります。もし私たちが事前にお互いに不信感を持って会っ
ていたり、相手が盗みや嘘をついていたり、ごまかしたり、誘導したりしている
と思い込んでいたら、私たちはただ生きていくことができず、人生は枯れてしま
い、損なわれてしまうでしょう。」（Løgstrup 2020 p. 8）

 互いに信頼しあうということは、この社会を成り立たせていくうえで必要不可欠
な要素である。レグストルプの自然的な信頼とは、この最も基礎的なレベルでの信頼
について語っているのだが、わたしたちは同時にある種の信頼のネットワーク trust 
networksに基づいて、信頼できるものとそうでないものを分割することで諸々の共
同体を構成している（Tilly 2005）。信頼はわたしたちの社会的アイデンティティを縁
取ることで共同体への内包の境界を制定し、不信の雰囲気のなかでわたしたちの信頼
の範囲の外に置かれている見知らぬものを縁取るのである（Warren 2020）。信頼の
ネットワークのなかで、信頼が保障されたものとして認められていることは、社会生
活における諸々のリソースを利用するために重要な要素である。この信頼が社会的に
損なわれてしまえば、病の当事者は社会的リソースにアクセスする手段を失ってしま
う。また、それだけでなく、信頼が保障し条件づけている道徳的共同体への参加も困
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難になってしまうだろう。リクールが語るように、自己を証言すること、自己への信
頼は他者における信頼から切り離すことのできないものである。自分自身を信頼し、
自己証言 self-attestationすることが可能であるのは、他者との相互の信頼関係が成立
している場合のみだ（Warren 2020）。わたしたちは相手が自分をケアし、自分が相
手からケアしてもらえる存在であるという相互の信頼を認められているような場に自
分が参加しているからこそ、誰かに助けや自身の病いの困難さを訴えることができる
のである。信頼が損なわれることで、相手からケアされるに値しないものとして見な
されたり、自分自身をケアに値しないものとして見なしてしまうことで、その道徳的
な場に参加することが阻まれてしまうならば、当事者は自身の病いについて語ること
を沈黙させられてしまうことになるだろう。

6. おわりに　問題解決へ向けての方策

これまでの議論では、病いの意味についてその身体的経験と社会的経験を論じてき
た。特に病いの社会的経験として、当事者の語りの信頼性が喪失してしまうことに
よって、沈黙が生じてしまう事態について検討してきた。では、当事者の語りが不
当に沈黙させられてしまうという問題に対して、いかに抵抗していくことができる
だろうか 3。差し当たって解決すべきは、①証言の信頼性が不当に低められるという事
態、②病いのさなかにある者の自己－信頼 self-trustをいかに回復すべきかというこ
と、この二点である。最後にこの点について、いくつかの簡単に方策を示していきた
い。一つは医療の場における医療従事者たちは、患者の証言に対して、「認識的特権」
（epistemic privilege）を認めなければならないということである。一般的に、認識的
な特権は、医療従事者の側が患者に対して有しているといえる。医者は患者を診断す
る立場にあり、専門的な知識を有し、何が病気で何がそうでないかを決定する力を有
しているためだ。しかしながら患者にも、また「病いの経験の専門家」としての認識
的特権があるということを医療従事者たちは認める必要がある。病いの経験者として
の患者は、病いの経験に対する独自の知識を有しており、彼らの問題を解決し治療す

3　 フリッカーは、証言の交換 epistemic exchangeに従事する個人に注目し、偏見に反対する
態度を含んだ適切な証言的感性 appropriate testimonial sensibilitiesを開発することによっ
て、聞き手が証言の不正を修正することができるという、証言的正義という徳の考えを展
開している（Fricker 2007 p.86）。証言的正義とは、聞き手が証言者の信頼性の認識にどの
ような偏見が影響しているかを考え、修正するという反省的な批判的社会意識を伴うもの
である（Fricker 2007 p. 91）。
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るために何が最善であるのかを認識している場合がある（Scrutton 2017）。それゆえ、
患者の認識的特権を認めた上で、たんなる診断のための情報提供者として扱うのでは
なく、治療という場に共に参加する者として扱う必要がある。
もう一つは、病いの語りそれ自体に「認識的権威」（epistemic authority）を与える

必要があるということである 4。現状としてわたしたちの生活の中で病いの語りが語ら
れるのは、あくまで医学的な診断にもとづいてその権威が認められている限りである。
そこでは、疾患と診断されることのない病いについての語りは沈黙させられやすい。
病いに苛まれ苦痛を感じながら医者にその苦しみを訴えたのにもかかわらず、特定の
病名がつかなかった場合、わたしたちは自身の病いの経験を、「価値のない」もので
あるかのように感じてしまう。わたしたちが自信をもって病いについて語ることがで
きるのは、診断の言説の権威の下で保障されている限りでしかない。それゆえ、医療
的診断の言説の権威に依ることなく病いの語りそれ自体に認識的権威が認められる必
要がある。医学的に診断可能な病いだけをケアの対象として認めるような社会の構造
と、それに追従する個々人に責任があるはずである 5。病いの語りそれ自体に認識的権
威を認めることによって、病いに苦しむ当事者それ自身の声に対して信頼の関係を築
くことが可能となるだろう。そして信頼とは単に相手を信頼するだけでなく、相手が
信頼に値する者であることを信じなければならないという倫理的努力を伴うものであ
る。つまり相手の脆弱性を認めつつ、相手が信頼に値する能力と誠実さを有している
者であると信じようとすることである。このような倫理的努力が適切になされるなら
ば、当事者自身の自己信頼もまた回復しうるだろう。
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〈論文〉

白村江直後における熊津都督府の対倭外交
朝鮮半島西南地域と北部九州にみる交流史の視点から

近藤 浩一

抄録
663年の白村江敗戦後の日朝・日唐関係史には重層な研究史が存在するが、大
半は倭国側の防衛や国家体制の整備からの視点であり、対象国もこの後半島を
統一した新羅に重点が置かれた。しかしながら、白村江翌年の 664年（戦後初）
から 665年・667年とたて続けて倭国に使節を派遣したのは、660年の百済滅亡
後にその半島西南地域に置かれた唐の熊津都督府であった。なお旧百済地域は、
6・7世紀以来肥後を含む北部九州と独自なネットワークを築き、活発な交流を
展開してきた。本稿は、本来戦勝国であり外交交渉を主導した側の熊津都督府の
立場に立って、歴史的な百済・倭間の両地域のもつ前史も踏まえつつ、日本古代
史の側からは研究蓄積が豊富な当代の朝鮮半島と倭国の外交・交流史を再考した
ものである。

はじめに

663年の白村江敗戦後の日朝・日唐関係史については、戦前の池内宏氏以来、戦後
の木宮泰彦・森克己・鬼頭清明・鈴木靖民、近年の新蔵正道・森公章・仁藤敦史など
の諸氏にいたるまで重層な研究史が存在する（詳細は注 1の論著を参照 1）。しかしな
がら、既存の研究では、例えば古代山城築城に始まる倭国の防衛体制の強化及び国家
体制の整備のなかで触れられることが大半で、本来戦勝国であり外交交渉を主導した
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側の旧百済に置かれた唐の熊津都督府にスポットをあてられることはほとんどなかっ
た。また、旧百済地域（半島西南地域）と倭国の北部九州は歴史的にも深い交流をもっ
ていたが、白村江以後の両国の外交に両地域の交流史が加味されることも皆無である。
したがって本稿では、熊津都督府側の立場に立って、歴史的な両地域のもつ前史も踏
まえつつ、日本古代史の側からは研究蓄積が豊富な当代の朝鮮半島と倭国の外交・交
流史を再考してみたい。なおこうした作業は、既存の研究で盛んな倭国の内政・外交
史に関わる諸問題にも一石を投じることになろう。

1. 白村江前後・唐の熊津都督府による旧百済地域支配

百済は顕慶 5年（660）に蘇定方により平定されると、義慈王と臣僚らは唐に連行
され、旧百済地域は唐によって管理された。当初唐は、百済故地に熊津都督府をはじ
め馬韓・東明・金漣・徳安の 5都督府を設置し、熊津都督に王文度を充てた他はそれ
ぞれの州県の酋長を都督等として立てる羈縻支配を行った 2。旧百済の王都泗沘城の中
央に位置する定林寺の五重石塔には、戦勝記念碑といえる「大唐平百済国碑銘」が刻
まれており、そこにも「凡置五都督、卅七州二百五十県、戸廿四万、口六百廿万。各
斉編戸、咸変夷風。」とみられる。
その直後各地では百済復興運動が起きたが、663年に白村江で倭軍を破ってからは、

唐は百済故地の支配権を手中に収めた。そして唐は新羅に対しても、白村江直前の龍
朔 3年（新羅文武王 3・663）4月に新羅を雞林州都督府、文武王を雞林州都督とし 3、
名目上唐の一つの州に組み入れている。ただ、白村江直後より唐の旧百済支配及び新
羅への対応は、対高句麗戦を意識して穏便な政策に転じたといえる。
また次の①は、麟徳元年（664）十月に熊津都督劉仁軌が百済故地への守備兵の増

強を要請する場面であるが、

①検校熊津都督劉仁軌上言・・・陛下留兵海外、欲殄滅高麗。百済、高麗、旧相党援、
倭人雖遠、亦共為影響、若無鎮兵、還成一国。・・・仁軌謂仁願曰、国家懸軍海外、
欲以経略高麗、其事非易。今收穫未畢、而軍吏与士卒一時代去、軍将又帰、夷人新服、
衆心未安、必将生変。不如且留旧兵、漸令收穫、弁具資糧、節級遣還。・・・乃上表
陳便宜、自請留鎮海東、上従之。仍以扶余隆為熊津都尉、使招輯其余衆。（『資治通鑑』
麟徳元年（664）冬十月庚辰条）

その中で百済故地には高句麗・倭人と通じる者もいて、領内が不安定のなかで軍吏と
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士卒を同時に交代するような旧百済人たちに動揺を与える政策は慎むべきだと提言
し、その過程で前百済太子の扶余隆を熊津都督として赴任させている。さらに『新唐書』
劉仁軌伝では、百済故地及び遺民の管理における懐柔策の一環として劉仁軌が扶余隆
を熊津都督に推薦しているのがみられる。ただ扶余隆は、『三国史記』文武王 4年（664）
2月条に熊津で唐の勅使とともに新羅王子の金仁問と会盟したとあるため、2月の時
点ですでに帰国していた可能性はあり得る。ともあれ唐は、詳細は後述するが百済王
子のみならず多数の旧百済官人を赴任させることで故地の安定をはかろうとし、彼ら
の尽力によって翌年の麟徳 2年（文武王 5年・665）8月には、次の通りその扶余隆
と新羅文武王の会盟を実現させている。

②〈1〉秋八月、王与勅使劉仁願・熊津都督扶余隆、盟于熊津就利山。（『三国史記』
文武王 5年（665）秋 8月条）
〈2〉又於就利山築壇、対勅使劉仁願、歃血相盟、山河為誓、画界立封、永為疆界。（『三
国史記』文武王 11年（671）文武王書）

この会盟は熊津就利山で行われたが、両者は互いの領土に介入しないことを誓い、
白村江以後不明確であった両国の領土問題が一端解決したのであった。この会盟に
至った経緯並びに模様は、後述の⑭『冊府元亀』により詳しく記録されている。
これに合わせて、唐配下の都督府による百済故地の支配体制もいくらか変化を遂げ
ている。白村江直後の麟徳年間（664～ 665）には、唐本国の地方統治体制（都督府・
州・県）に倣い次のように、

③都督府一十三県、嵎夷県、神丘県、尹城県本悦己、・・・。東明州四県、熊津県本
熊津村、・・・。支潯州九県、己汶県本今勿、・・・。魯山州六県、魯山県本甘勿阿、・・・。
古四州本古沙夫里五県、・・・。沙泮州本号尸伊城四県、・・・。帯方州本竹軍城六県、・・・。
分嵯州本波知城四県、・・・。（『三国史記』地理 4都督府 7州条）

5都督府体制を辞めて都督府は熊津都督府のみとし、その下に 7州・51県を置く体
制に再編成されている。なおこの③の内容は、年代が記されず冒頭の都督府の名も無
名であるためいつの地方制度であるか不明であったが、末松保和氏の緻密な考証によ
り 7州 51県の地名比定がなされたことで、665年 8月の百済と新羅の会盟の際に約
束された熊津都督府の領域であることが明らかになった。特にこの末松氏の地名比定
で重要なことは、熊津都督府の所在地を百済の都であった現在の扶余、東明州を公州
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としたことである（各州県の位置は、末松保和 1996、鄭求福他 1997を参照）。すな
わち熊津都督府も旧百済の都城並びに行政システムの多くを継承したといえる。ただ、
盧重国氏の指摘によれば、1都督府・7州・51県体制を当初の 5都督・37州・250県
体制と比較すると、4つの都督府と 30の州、199の県が減っており、これは旧百済
故地に新羅の勢力が介入し多くの地域を失ったためではないかという。さらに盧氏は、
都督府配下の 7州・51県の位置が概ね忠南・全北・全南の西海岸地域に集中してい
るのは、熊津都督府の西南地域に対する比重が一層増したことと想定されている（盧
重国 2003）。
このように百済を滅ぼした唐は、性格の変化はあるものの熊津都督府を介して朝鮮
半島の支配に乗り出したのであった。さて、熊津都督府が直接管轄した旧百済地域は
半島のなかでも西南部であり、それらの地域は後述するように歴史的にも古くから倭
国と交流があった。上の史料①の下線部（『旧唐書』劉仁軌伝にも「陛下若欲殄滅、
不可棄百済土地、余豊在北、余勇在南、百済高麗旧相党援、倭人雖遠、亦相影響、若
無兵馬、還成一国」とある）によると、百済鎮将側は白村江で倭国に勝利しながらも、
倭人・倭国を百済遺民の連携・結合の対象となり得るとして警戒していたのであった。
それゆえ都督府は、対高句麗戦などのために、倭国とも積極的な交渉を望んだと推察
される。以下、熊津都督府による対倭政策・外交の実体を、対新羅・半島政策も踏
まえながら検討してみたい。

2. 熊津都督府による百済遺民の登用と対倭政策―禰軍を中心に―

熊津都督府は、白村江勝利後の翌年の 664年からたて続けて倭国に使者を派遣し
ている（既存の研究史は注 1の論著を参照）。次の記録がその初回であるが（『日本書紀』
の記録は簡略であるが、『善隣国宝記』に使節の詳しい事情が記されている）、当初の
外交は戦後処理の問題と絡んでおり都督府の対倭政策の方針が明確に表れていると推
察される。

④夏五月戊申朔甲子、百済鎮将劉仁願、遣朝散大夫郭務悰等、進表函与献物。・・・
冬十月乙亥朔、宣発遣郭務悰等勅、是日、中臣内臣、遣沙門智祥、賜物於郭務悰。戊寅、
饗賜郭務悰等。・・・十二月甲戌朔乙酉、郭務悰等罷帰。（『日本書紀』天智 3年（664）条）
⑤海外国記曰、天智三年四月、大唐客来朝。大使朝散大夫上柱国郭務悰等卅人、百済
佐平禰軍等百余人、到対馬島、遣大山中采女通信侶、僧智弁等来、喚客於別館、・・・、
一二月、博徳授客等牒書一函、函上著鎮西将軍、日本鎮西筑紫大将軍牒在百済国大唐
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行軍総管、使人朝散大夫郭務悰等至、披覧来牒、尋省意趣、既非天子使、又無天子書、
唯是総管使、乃為執事牒、牒是私意、唯須口奏、人非公使、不令入京、云々。（『善隣
国宝記』巻上所引「海外国記」）

この史料は、倭の中央政府が対馬に来た百済鎮将（熊津都督府）の使節郭務悰らを
尋問するために使者を派遣し、筑紫大宰府に呼び寄せ使節の性格・持参した牒書など
をもとに入京の是非を検討した場面である。この具体的な内容は既存の研究で詳細に
言及されており（堀敏一 1998など）、ここでは倭王権が下した結論のみを述べれば、
百済鎮将の派遣した使節は私使であって唐皇帝の公の使人でないという理由で帰還さ
せるというものである。この時筑紫大宰府が郭務悰らに百済鎮将宛の牒書を託してい
ることから、倭王権は熊津都督府を大宰府と同等の機関とみなしていたという指摘も
ある（鈴木靖民 2011ｂ）。こうした倭王権の対応はいわば戦勝国と敗戦国の関係に
反していたが、熊津都督府側はそれを責めることはせず、形だけであれ倭国の要望を
聞き入れ、翌年に次の⑥の唐国本国の朝散大夫沂州司馬上柱国劉徳高を首席として、
前年度の郭務悰らを伴いながら派遣している。

⑥九月庚午朔壬辰、唐国遣朝散大夫沂州司馬上柱国劉徳高等。等謂右戎衛郎将上柱国百
済禰軍・朝散大夫上柱国郭務悰、凡二百五十四人、七月廿八日、至于対馬、九月廿日、至于筑

紫、廿二日進表函焉。冬十月己亥朔己酉、大閲于菟道。十一月己巳朔辛巳、饗賜劉徳高
等。十二月戊戌朔辛亥、賜物於劉徳高等。是月、劉徳高等罷帰。是歳、遣小錦守君大
石等於大唐、云々。等謂小山坂合部連石積・大小乙吉士岐弥・吉士針間、蓋送唐使人乎。（『日
本書紀』天智 4年（665）条）

ただし 664年と 665年の使節団の編成は、指摘されているように後者の首席の劉
徳高も唐の官名を称するだけで郭務悰とほぼ同格（朝散大夫）であって、両者とも占
領軍の唐人と百済人から作られていて、若干の増員はあるが性格的に同じであったと
考えられる（鈴木靖民 2011ｂ）。使節団の主要ポストに唐人の郭務悰と旧百済官僚
佐平の禰軍が二度とも加わっているのは、そのことを一層示唆する。ともあれ、⑥に
よるとこの時は倭国も使節団を受け入れ、さらに同年に遣唐使を送っている。
ここで改めて注目されるのは、両年とも倭国に多数の百済人を派遣している点であ
る。664年の際には、唐人が 30名であるのに対して禰軍を筆頭とする百済人は百名
以上加わっているのがわかる（使節団の性格が同じであるため、増員された 665年
には一層多くの百済人を派遣したであろう）。また、熊津都督府は 2年後の 667年に
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も送使であるが再度倭国に使節を派遣しており、

⑦十一月丁巳朔乙丑、百済鎮将劉仁願、遣熊津都督府熊山県令上柱国司馬法聡等、送
大山下境部連石積等於筑紫都督府。己巳、司馬法聡等罷帰。以小山下伊吉連博徳・大
乙下笠臣諸石、為送使。（『日本書紀』天智 6年（667）11月条）

その代表格である法聡も司馬を付しているが百済人と推察されている（池内宏 1960、
盧重国 2003）。後述する⑩の下線部をみると、そこでは唐人を最初に載せその後に旧
百済人の名を記しているが、百済人である司馬禰軍のあとにこの司馬法聡が出てきて
いることからも、法聡は百済人であることが確かめられる。
とすれば、熊津都督府は佐平禰軍を筆頭に、旧百済人を白村江の戦後処理を担う対
倭外交に積極的に活用したといえるのではないか。ここから熊津都督府の対倭政策の
一端が読み取れるが、何より禰軍は、『三国史記』に加えて公開された墓誌銘によって、
旧百済地域の支配や対新羅を中心とする半島政策に一層従事していたことが窺い知ら
れる。こうした禰軍の活動は、彼が対倭外交で期待された役割や都督府の対倭政策と
も直接関係すると思われるので、その活躍の様子を確認し、改めて倭国との関係に戻っ
てみたい。まず次の『三国史記』では、670年前後から唐（熊津都督府）と新羅の関
係が悪化した様子を詳述しているが、そうした緊迫状態を伝える中に禰軍の活動がみ
られるのである。

⑧王疑百済残衆反覆、遣大阿湌儒敦於熊津都督府請和、不従。乃遣司馬禰軍窺覘。 
王知謀我、止禰軍不送、挙兵討百済。（『三国史記』文武王十年（670）秋 7月条）
⑨至咸亨元年（670）六月、高麗謀叛、摠殺漢官。新羅即欲発兵、先報熊津云、「高麗既叛、
不可不伐。彼此俱是帝臣。理須同討凶賊、発兵之事、須有平章。請遣官人来此、共相
計会。」百済司馬禰軍来此、遂共平章云、「発兵已後、既恐彼此相疑。宜令両処官人互
相交質。」（『三国史記』文武王 11年（671）所載・文武王「答薛仁貴書」）
⑩・・・由是獲罪大朝。遂遣級湌原川・奈麻辺山及、所留兵船郎将鉗耳大侯・莱州司
馬王芸・本烈州長史王益・熊州都督府司馬禰軍・曽山司馬法聡、軍士一百七十人、上
表乞罪曰。（『三国史記』文武王 12年（672）9月条）

⑧は、新羅側（王は文武王）からの記録であるが、熊津都督府は禰軍を新羅に派遣
してスパイ行為（窺覘）にあたらせ、それを察知した新羅が彼を拘束したことを伝える。
禰軍が新羅でいかなる活動をしていたかは不明だが、⑨には文武王が 6月に高句麗の
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反乱に対して熊津都督府と共同して討伐に当たることを申し入れたと記している。だ
が『三国史記』文武王十年（670）6月条をみると、新羅が旧百済の要所である金馬
渚（全羅北道益山）に 668年に唐が滅ぼした高句麗の貴族安勝を安置したと記して
いる。このことから、禰軍が新羅にいたのは両者の争いのためであったと推定される。
そして⑩には、672年 9月に新羅に 2年近く抑留されていた禰軍や法聡を含む、唐人
と百済人を唐（都督府）に送り返したことを記している。ともあれ上の史料を通して、
禰軍らは百済遺民でありながら都督府のなかで存亡に関わる政治・外交に関与してい
たことがわかる。
加えて近年、「禰軍墓誌」が拓本写真と釈文であれ公開されたことで（王連龍

2011）、前述の外交活動に加えて墓主・禰軍本人とその先祖の事績全般を知り得る
ようになった（東野治之 2012、李成市 2013、崔尚基 2014など 4）。ここで取り上げ
る禰軍の対倭外交についても、一次資料の墓誌には編纂史料にみられない彼の立場・
認識や彼の属した熊津都督府の実情が数多く記されている。最近の研究に倣いこの
墓誌の内容を取り上げてみたいが、長文であるのでここでは彼自身の実績・生涯（⑪
は内容から便宜上 [1]～ [4]に分けた）に関わる部分のみ触れたい。

⑪ [1]去顯慶五年、官軍平本藩日、見機識變、杖劔知歸、似由余之出戎、如金磾之入
漢。聖上嘉歎、擢以榮班、授右武衞滻川府折衝都尉。[2]于時日本餘噍、據扶桑以逋
誅。風谷遺甿、負盤桃而阻固。萬騎亘野、与盖馬以驚塵。千艘横波、援原虵而縦沵 (1)。
以公格謨海左、龜鏡瀛東、特在簡帝、往尸招慰 (2)。公侚臣節而投命、歌皇華以載馳 (3)。
飛汎海之蒼鷹、翥淩山之赤雀。决河眥而天吳静、鑿風隧而雲路通。驚鳧失侶、濟不終夕。
遂能説暢天威、喩以禑福千秋 (4)。僭帝一旦稱臣。仍領大首望數十人、將入朝謁。特
蒙恩詔授左戎衞郎将 (5)。[3]少選遷右領軍衞中郎将兼檢校熊津都督府司馬。材光千
里之足、仁副百城之心。舉燭霊臺器標於芃棫。懸月神府、芳掩於桂苻。衣錦晝行、冨
貴無革。雚蒲夜寝、字育有方。去咸亨三年十一月廿一日。詔授右威衞将軍。局影彤闕、
飾躬紫陛。亟蒙榮晉、驟歴便繁。方謂克壮清猷、永綏多祐。[4]豈啚曦馳易往、霜凋
馬陵之樹、川閲難留、風驚龍驤之水。以儀鳳三年歳在戊寅二月朔戊子十九日景午遘疾、
薨於雍州長安縣之延壽里第。春秋六十有六。

熊津嵎夷（扶余又は公州）出身の禰軍は、 [1]と [4]の下線部によれば、百済が唐
に滅ぼされた顕慶 5年（660）に唐にくだり官職を授けられ、その後は唐に仕えて儀
鳳 3年（678）に 66歳で亡くなっている 5。[2]は、まさに彼の対外交渉での活躍を記
した箇所であるが、既存の研究では下線部 (1) の冒頭の「日本」が国号としての日本
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なのかが論議の的となった。しかし最近李成市氏は、「日本」は唐からみた東方を意
味する語句のためすなわち百済のことであり、その下の「扶桑」「風谷」「盤桃」のい
ずれも東方を指す呼称であって、文脈を検討してみるに順に倭、高句麗、新羅を指
し、全体としては「時に百済の残党は倭に依拠して誅罰を逃れていた。高句麗の残
党は新羅を拠点にして堅固であった」と解釈すべきと提言している（李成市 2013・
2014）。李氏の見解は、白村江以後の東アジア情勢とまさに符合しており説得力に富
む。とすると、下線部 (2) 以下は (1) の状況を打開するために禰軍がとった行動の内
容ということになる。使者として当初の業績を述べた (3) は、彼が戦後すぐの 664年
と 665年に倭国に派遣されたこととみてよいだろう。(3) 以下は、『日本書紀』の内
容を補足していて彼が使節団の中核として迅速に倭国に赴き、(4) のように戦後交渉
にあたったことを伝えている。そして何より、唐皇帝が彼にそれを託した理由を、(2)
のように海左（海東、すなわち百済国）での経験を見込んでのものであったことを明
記しているのは興味深い。また、彼が対倭交渉のみならず新羅を中心とする半島政策
に従事していたことは前述したが、(5) は⑧～⑩の『三国史記』の記録とも一致する
のである。さらに墓誌からは、こうした対外活動によって禰軍の官職が徐々に上昇し
ていることもわかる。
ところで、⑦の 667年に倭に派遣された百済人の司馬法聡は熊津都督府の熊山県（熊
津県とみられる）の県令に任じられていたが、[3]によると、禰軍も旧百済に帰国後
は検校熊津都督府司馬として活躍した様子が読み取れる。さらに一族（禰軍弟）の禰
寔進も、「禰寔進墓誌」によって東明州の長史であったことが指摘されている（金栄
官 2012、権悳永 2012）。このように多くの百済人が熊津都督府の官吏に登用されて
いたのである。白村江前後の熊津都督府は、元々敵対関係にあったが同地域に精通す
る百済遺民を登用することによって、半島支配を展開したことが窺い知られる。禰軍
の例にみるように、特に倭との交渉には古くからそれと関係の深かった百済官人を積
極登用したと考えられる。禰軍が都督府配下の旧百済に帰国した年は定かではないが、
都督府主導で倭に派遣された 664年にはすでに帰国していたので（扶余隆の帰国よ
りは後と考えられる）、唐は戦後の対倭交渉を担わせるために彼をわざわざ帰国させ
たともみられる。そして何より「禰軍墓誌」によると（墓誌の性格上、主人公及び一
族への個人的な解釈は加味されているが）、彼の対倭交渉は一定の成果を収めたとい
える。
ともあれ、白村江以後の熊津都督府が百済遺民を介して対倭外交に従事している
様子を論じたが、実際に対倭交渉にあたった禰軍の墓誌銘からは、そこに記された
「日本」は国号を指していないことは明確であっても、都督府側が倭国を相当意識
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して外交にのぞんだ様子が窺い知られた。さらに熊津都督府は、旧百済の対倭交渉・
交流ルートを確保しようと働きかけていたといえる。唐からみて倭国は敗戦国であっ
ても、旧百済地域の安定した支配には対倭政策が必須であったことを物語っていよ
う。

3. 熊津都督府からみた倭人とその活動前史

繰り返しになるが白村江直後の熊津都督府の対倭外交は、倭国に勝利しながらも、
百済滅亡以前の百済人と倭国の緊密なネットワークをうまく活用することで開始され
た。こうした対倭政策の背景には、上の史料①の下線部で百済鎮将劉仁軌が百済遺民
と倭人の関係を案じていたような状況にあったことを指摘した。それでは、警戒する
ほどの倭人・倭国と百済遺民の連携・結合をなし得るにいたる両地域間の関係が注目
される。ここで最初に想起されるのは、6・7世紀以来の旧百済（半島西南地域）と
北部九州の間で展開された交流史であろう。まずやや冗長になるが、これを理解する
うえで重要と思われるので、簡単に整理してみたい。そして、白村江後の両地域間の
実体についても検討してみる。

（1）旧百済地域と北部九州の倭人―両地域間の交流史に遡る―
肥後地域までを含む北部九州と半島西南地域の緊密な関係は、史資料からも菊池川
流域の江田船山古墳、筑紫君磐井の時代まで遡る。まず、出土した鉄刀銘から 5世紀
後半のワカタケル大王（雄略天皇・倭王武）に典曹人として奉仕した火（肥）国の豪
族が被葬者であることがわかっている江田船山古墳では、百済系の冠・耳飾り・履・
馬具などの金属製品（南海岸に注ぐ蟾津江流域の加耶系を含む）及び百済系陶質土器
が多数出土している（玉名歴史研究会 2002など）。上の鉄刀銘を通しては、「作刀者」
の倭人技術者以外に「書者張安」という文筆を担う渡来人が肥後の豪族配下にいたこ
とも窺わせる。
また『日本書紀』には、雄略 23年（479）に三斤王の死後倭国から百済に帰国す
る東城王を高句麗から護衛するために筑紫国軍士 500人を派遣したとあるなど、5世
紀後半から 6世紀前半に倭王権と百済が親密な対外交渉を展開したことを記してい
る。この当時百済は、475年に高句麗の攻撃によって蓋鹵王と王都漢城を失い熊津(公
州 )に逃れたが、遷都後に王権強化と支配体制の整備に努めると西南部の栄山江流域
（慕韓とみる説が多い）を領有化し、その近くの蟾津江流域の大加耶圏の西部に進出
している。学界でも議論の尽きることない全羅南道の栄山江流域に前方後円墳が出現
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するのはこの時期である。これらの古墳十数基は、5世紀第 2四半期から 6世紀第 2
四半期前半までの短期間に突如として現われるが、造営者・被葬者については諸説あ
る（研究史及び諸説の概要は朴天秀 2007を参照）。詳細はここでは触れないが朴天
秀氏や柳沢一男氏などの近年の研究では、その石室の構造、副葬品の分析等から北部
九州、とりわけ肥後地域の倭人 (工人 )が関与したことが明らかにされている（朴天
秀 2007・2008、柳沢一男 2014）。やや飛躍すれば、肥後・北部九州の豪族による有
明海ルートを使用した交流が半島西南地域の前方後円墳（倭系古墳）の造営に繋がっ
たとしている 6。それならば豪族たちは、5世紀後半においては独自に半島西南地域と
の交流ルートを保持していたのである。肥後地域の豪族と近畿の氏族との関係は近年
馬門ピンク石製石棺の広がりなどを通して指摘されているが（柳沢一男 2014）、倭王
権の対外交渉は北部九州から肥後地域と朝鮮半島の間で築かれた地域間交流の延長線
上に位置していたといえる。
そうしたなかで、肥後を含む北部九州と半島西南地域間で半ば独占的な交通網を築
いた豪族に筑紫君磐井がいる。磐井の墓は、『筑後国風土記』逸文によって肥後に隣
接する筑後の福岡県八女市の岩戸山古墳（八女古墳群）と考えられ、有明海一帯を中
心に 5世紀後半から 6世紀前半にかけて北部九州・豊国にも広がる火国の阿蘇凝灰岩
を材料とした石人・石馬の分布圏が彼の勢力圏とされている（小田富士雄編 1985・
1991）。広範囲なネットワークをもつ磐井による反乱は、『日本書紀』に継体 21年（527）
から翌 22年（528）まで詳細な記録がある。乱の性格をめぐっても、ここでは詳述
しないが多くの研究がある（山尾幸久 1999、佐藤信 2005、篠川賢 2010など）。
該当史料 7によると、筑紫国・火国・豊国を勢力基盤とした筑紫君磐井は、まず新
羅との特別な関係はもとより、高句麗・百済・新羅・加耶などからの貢職船（外交使
節）を招致できる立場にあったことが読み取れる。また、毛野臣との関係を示す記録
や何より彼の本拠地の阿蘇凝灰岩の石製製品の広がりを通して、継体大王をはじめ西
日本各地の諸勢力とも連携していたと指摘されている（水谷千秋 2013）。『日本書紀』
では磐井討伐を正当化するために彼の言動を反王権行為とみなすが、諸国の使節が彼
のもとを訪れていることは、当時の半島勢力並びに畿内の倭王権共々が磐井をパイプ
に対外交渉を成立させていたことを意味する。先に述べた栄山江流域の前方後円墳の
石室を造営した肥後地域の工人も、最近の研究では古墳の築造期と磐井の活動期が一
致することから、百済の要請のもと磐井が派遣した集団として評価されることがある
（柳沢一男 2014）。彼が賄賂を得ていた記録から新羅との関係を重視する見解もある
が（山尾幸久 1999）、北部九州の豪族勢力と深い関係にあった半島西南地域の栄山江
流域に程近い蟾津江流域では、百済と加耶諸国・背後に新羅などがしのぎを削ってい
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た。当時倭国と朝鮮半島をめぐる交流のルートは複数存在したようだが、磐井は有明
海地域（九州中北部）勢力のリーダーとして倭王権の百済支援を担いながら、複雑な
状況下の半島西南地域にて倭国の対外活動を代弁していたのではないか。しかし磐井
は、こうしたネットワークが仇となり外交の一元化をめざす倭王権によって殺害され
る。つまり、磐井は倭王権を否定しておらずむしろその一端を担っていたので、反乱
と言えるのかその実態が問われるが、その背後に対外交渉ルート上での王権・豪族間
の対立による影響があったことは間違いなかろう。ともあれ、磐井殺害後には倭国の
対百済・半島西南地域との外交は田中史生氏の指摘のように王権に従属しながら行う
形態に変質するが（田中史生 1997・2005）、磐井の登場でクローズアップされた北部
九州の担う立場はその後も引き継がれたと推察される。
ところで、磐井殺害後にはその子の葛子が跡を継ぐも筑紫君一族は弱体化し、北部
九州では代わって南から肥君勢力が北上し拡大していったと考えられてきた。だが、
律令期の戸籍などから筑紫国に肥君が多数存在することが確かめられる一方で、磐井
の勢力圏を象徴する石人・石馬などの石製表飾が殺害後に菊池平野までを含み一層南
に広がりをみせているのである。さらに次の史料には、

⑫百済王子恵請罷。仍賜兵仗良馬甚多。亦頻賞禄。衆所欽歎。於是、遣阿倍臣・佐伯
連・播磨直、率筑紫国舟師、衛送達国。別遣筑紫火君、百済本記云、筑紫君児、火中君弟。
率勇士一千、衛送弥弖。弥弖津名。因令守津路要害之地焉。（『日本書紀』欽明 17年（556）
正月条）　　　　

556年に倭に滞在した百済王子恵を百済に護送するために阿倍臣らと筑紫の舟師（水
軍）を派遣し、別に筑紫火君に勇士千人を引率させて津路要害之地を守らせたとあ
る 8。このことは、6世紀中葉においても磐井を引き継ぐ筑紫火君が北部九州・倭国
と百済地域との交流の中で活躍していたことを知らせてくれる。近年の研究では筑
紫火君の実体が「筑紫君児・火中君弟」であることに着目され、火中君の弟の父（母）
は筑紫君であって肥君と筑紫君の間に婚姻関係を想定し、『筑後国風土記』では両
者が筑前・筑後の境界の神に共に祈っていることから当初より同盟関係にあったと
指摘されている。どちらの氏族に重きを置くかで見解の違いはあるものの、筑紫君
と肥君が結びつくことで一層勢力範囲を広げたと考えている（瓜生秀文 2009、宮川
麻紀 2013）。ともあれ⑫から、筑紫火君は命に従って任務を遂行しており磐井殺害
後の外交権の主体は倭王権に移っていたと考えられるが、彼らは王権の支配に組み
入れられながらも磐井の築いた軍事力（水軍）・ネットワークを引き継ぎ、百済を
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中心とする半島西南地域とのパイプを維持していたとみてよいだろう。
さらに、6世紀後半から 7世紀の倭王権・北部九州と百済を中心とする半島との

交流形態を考えるうえで、『日本書紀』敏達 12年（583）条にみられる肥後の地方
豪族である葦北国造阿利斯登の子日羅（～ 583）が百済の官位を有し、倭王権の外
交に関与していることは興味深い（鬼頭清明 1975、田中史生 1997、有働智奘 2014
など）。これによると、6世紀初めには父の阿利斯登が倭王権の大連大伴金村の指示
で半島南部の加耶における倭の権益を保持するためにそこに派遣されたが、日羅も
百済にて倭王権の外交的使命を担っていたことを伝える。百済王権に仕えた倭人（倭
系百済官人）は数多くいたが（笠井倭人 2000）、日羅は百済王から厚い信任を得て
百済官位第 2の達率（16等中）にまで昇っている。百済での彼の立場を一層示すのが、
倭王権が日羅を召喚するために吉備海部直羽嶋を百済に派遣し日羅と会見させた際
に、日羅の屋敷の前で韓語を話す韓婦が対応し羽嶋を屋敷の中に招いた記録である。
つまり日羅は百済にも屋敷をもっており、韓語を話す人たちと分け隔てなく暮らし
百済王権のために尽力していた様子が読み取れる。その一方で日羅は、敏達大王の
命で倭国に帰国し、父の仕えた大伴金村を「我が君」と呼び大王へ忠誠を表し、倭・
済間に散在する諸問題から外交政策・国土防衛を進言しているばかりか、百済人が
謀略をもって筑紫に渡航しようとしている極秘情報を伝えるなど、倭王権と従属関
係にあったことが窺い知られる。そのことが原因か日羅は百済の使者によって暗殺
されている。ただ、日羅の倭国帰国、国政への参加は、恩率・徳爾・余怒・参官等
の百済官人を伴っていたことからも、倭王権が百済に送ったスパイ的立場の日羅を
極秘に呼び寄せたというものではなく、互いの外交・交流形態の中で臨機応変に実
現されている事例とみなし得る。
このように磐井以来日羅一族にいたるまで、肥後・北部九州の豪族は半島西南部

（特に百済）と独自のネットワークを築き対外交渉の中核を担っていた。日羅の例
から窺われる交流の特質は、彼が倭王権・百済王権の二重に従属することによって
両王権の紐帯の役割を果たし（田中史生 1997）、倭・済王権自身も九州の有力豪族
の王権への二重の従属性を積極的に作り出していたことであった。つまり両王権の
政治・外交・文化交流が、その地域との関係、人材なくしては不可能であったこと
を物語る。日羅暗殺記事をみても、参官一行は徳爾らに日羅暗殺を託して百済に帰
国するが、血鹿（肥前国松浦郡値嘉）を経由しようとしている。さらに、日羅を暗
殺した徳爾等の百済人を捕えたあとの処罰も、倭王権自身が判断せず日羅一族の出
身地の肥国葦北君に委ねている（なお、日羅の遺骸も葦北へ運ばれ改葬されている）。
このことは、肥後地域及びその豪族が両王権間の媒体・経由の役割を果たしていた
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だけでなく、ネットワーク上の主体者であったともとれる。倭王権のみならず百済
王権にとっても肥後・北部九州の勢力の援助は不可欠であって、そうした境界勢力
が当時の外交交渉を成立に導いたとみるのが実態に近いのではないか。それら豪族
が半島との交流において何を対価としたのかは定かでないが、肥後を含む北部九州
は半島の先進文物・文化の集積地 9、外交使節・渡来人の来航・停泊地、さらには居
住地であって、それに見合ったメリットがあったのであろう。
さて日羅殺害事件後も、彼の出身地である肥後国葦北と半島西南地域（百済）は
恒常的な交流・対外交渉が続いたと考えられる。次の『日本書紀』推古 17年（609）
夏 4月条には、

⑬筑紫大宰奏上言、百済僧道欣・恵弥為首、一十人、俗七十五人、泊于肥後国葦北津。
是時、遣難波吉士徳摩呂・船史竜、以問之曰、何来也。対曰、百  済王命以遣於呉国。
其国有乱不得入。更返於本郷。忽逢暴風、漂蕩海中。然有大幸、而泊于聖帝之辺境。
以歓喜。

百済僧を含む百済使がここに来航した様子を記している。彼らは元々隋に向かう使節
であって漂着した百済人といえるが、暴風で流れ着くのが天草西岸や薩摩国が多いな
か肥後国葦北津に来航したのは、彼らが歴史的にも百済と関係の深いここを地理的に
認識していたからとみられる。推測の域をでないが下線部「泊」の語句が『日本書
紀』では外交使節の停泊地点に使用されていることを根拠に、この 609年の百済使
もトラブルに遭い十分情報を得ていたこの場所に来航したという指摘もある（堤千乃
1992、有働智奘 2014）。下線部のように百済使がここを聖帝之辺境と評しているのは、
百済人にとってもこれを報告した倭人にとっても、葦北津は両国の境界であったので
はないか。まさにここは百済側からみれば倭国への窓口の一つであって、⑬はこのルー
トが 7世紀以後も百済使によって恒常的に使用されていたことを示唆する。加えて、
冒頭下線部は那津官家（536年設置）に置かれた筑紫大宰の初見記事であるが、この
頃この場所を管理したのは奏上者の筑紫大宰であったことも窺い知られる。ただし肥
後地域の歴史的性格を踏まえれば、倭王権の権力が一方的に葦北津に介入したとみる
よりは、肥後地域の有力豪族によるモノ・ヒト・情報を共有するネットワークの上位
に那津官家・筑紫大宰が存在したと推察される。
以上、百済王権の立場に立ちつつ、6～ 7世紀の北部九州と半島西南地域の交流史
を概観した。この後の史料がないため断定はできないが、白村江の時期までは、百済
王権にとって北部九州との交流・外交は重要視されていたとみてよいだろう。
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（2）熊津都督府における倭人の活動と北部九州
上では、白村江以前の北部九州と半島西南地域（百済）間の密接なネットワーク、
交流史を概観した。それを踏まえれば、百済地域を占領した熊津都督府の時期にも両
者の間で何らかの交流があったと推察される。さらに熊津都督府内には、かつて旧百
済地域で活動した日羅など倭系官人のような倭人が存在したことを暗示する記録がみ
られる。熊津都督府は、②のように 665年 8月に唐勅使劉仁願の立会で熊津都督扶
余隆(前百済太子)と新羅文武王の間で領土保全などを約束した会盟を実現させたが、
その模様を詳述する次の『冊府元亀』をみると、会盟直後に下線部のように関係のな
い耽羅や倭人が出てくるのである。

⑭開府儀同三司新羅王金法敏・熊津都尉扶余隆、盟干百済之熊津城。初百済自扶余璋
与高麗連和、屢侵新羅之地、新羅遣使入朝求救、相望於路。及蘇定方既平百済軍回、
余衆又叛。鎮守使劉仁願・劉仁軌等、経略数年、漸平之。詔扶余隆、及令与新羅和好。
至是、刑白馬而盟。先祀神祇及川谷之神、而後歃血。其盟文曰、・・・。劉仁軌之辞也。
歃訖、埋書弊弊於壇下之吉地、蔵其盟書於新羅之廟。於是、仁軌領新羅・百済・耽羅・
倭人四国使、浮海西還、以赴太山之下。（『冊府元亀』外臣部 26盟誓・高宗麟徳 2（665）
年 8月条）

また同様の記録は次の史料にもみられる。

同盟于熊津城。劉仁軌以新羅・百済・耽羅・倭国使者浮海西還、会祠泰山。（『資治通
鑑』麟徳 2年（665）8月条）
麟徳二年、封泰山。仁軌、領新羅及百済・耽羅・倭四国酋長、赴会。（『旧唐書』劉仁軌伝）

上の記録によると、会盟後に劉仁軌が新羅・百済・耽羅・倭国の四カ国の使を率い
て泰山の封禅の儀に赴いているのがわかる。この封禅の儀は、同史料には儀礼の様子
以外に準備段階からそれら 4カ国を含む諸蕃酋長が扈従を率いて行列に従駕したこと
も記しており、唐帝国の国威を周辺諸国にアピールすべく乾封元年（666）正月に行
われたのであった。それは当時の唐を中心とする東アジア情勢・秩序を物語っている
ので、熊津都督府のもと倭人を同行させたことはその対倭政策を伝える重要な事例で
あろう。
ともあれ、8月の会盟に当事者の百済と新羅以外に倭人などが直接参加していたと
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は考えづらいが、当時の都督府内部地域に倭人がいたことは確かであろう。会盟をと
りまく状況、会盟後の半島情勢にも倭が関係していたともとれる。さて、この倭人の
実体については、最初に羅済会盟に着目した池内氏は抑留または残留した人々とみて
会盟はもとより本国の倭国とは関係ない者とした（池内宏 1960）。これに対しそれら
を倭国から派遣された公的使節と積極的に解釈する見解も出された（木宮泰彦 1955、
日本古典文学大系 1965、鄭孝雲 1995）。後者の説によると、⑥には 665年是歳に守
君大石らを唐に遣わしたとあるので、彼らが封禅の儀にも参加したという。守君大石
らを分注のように送使とみるのみならず、当初から唐本国の儀礼に参加すべく派遣さ
れた使節とみなしている。しかし、この見解は鈴木氏が実証されたように成立しがた
い（鈴木靖民 2011ｂ）。⑥の劉徳高らの倭国派遣（9月）並びに帰国（12月）時期
をみると、その送使の守君大石一行は、同年 8月の会盟に間に合わないのはもとより
翌年正月の儀礼に参加することも困難であった。
したがって、この倭人は熊津都督府に滞在していた者たちとみて間違いない。とは
いえそれらを都督府在留の倭人とみる見解の中にも、池内氏は外交と関係のない単な
る在留民とみなす一方で、鈴木氏は本来的な意味において日本の朝廷の公的意思を呈
していた使人と評価している。ただ既存の研究では、この倭人を倭国の側に立っての
み考えている。これまで論じたように、白村江以後 664年から始まった対倭外交は
都督府の主導によってなされていて、唐の封禅の儀に倭人を参列させたのも都督府の
意思であった。とすれば、実際にそれを取り決めた熊津都督府の立場から在留する倭
人との関係が検討されるべきであろう。
以上のように倭人は白村江以後も旧百済地域に滞在していたが、かつて磐井や日羅
が時には百済（新羅）王権の立場から行動したように、彼らが都督府側で何らかの活
動に従事することもあったのではないか。664年からの戦後処理の対倭交渉も、倭人
と百済遺民の関係を軸に既存のネットワークによって行われた部分も多かったと推察
されるのである。さらにいえば倭人の地位は、百済鎮将劉仁軌がわざわざ唐の国家儀
礼に参列させたことからみて、白村江前後の都督府支配下でも低い地位ではなかった
とみてよいだろう。そうした倭人の具体的な例としては次の記録が参照される。

⑮十一月甲午朔癸卯、対馬国司、遣使於筑紫大宰府言、月生二日、沙門道久・筑紫君
薩野馬・韓嶋勝娑婆・布師首磐四人、従唐来曰 (1)、唐国使人郭務悰等六百人、送使
沙宅孫登等一千四百人、総合二千人、乗船册七隻 (2)、倶泊於比知島、相謂之曰、今
吾輩人船数衆、忽然到彼、恐彼防人、驚駭射戦、乃遣道文等、予稍披陳来朝之 (3)。（『日
本書紀』天智十年（671）11月甲午朔癸卯条）
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やや後の 671年であるが、唐（熊津都督府）は (1) の沙門道久・筑紫君薩野馬・韓
嶋勝娑婆・布師首磐の 4人を、後述する (2) の唐人郭務悰一行の先発隊として対馬に
送り、(3) のような事情を説明させている。その一人の筑紫君薩野馬は次の記録によ
ると、

⑯詔軍丁筑紫国上陽咩郡人大伴部博麻曰、於天豊財重日足姫天皇七年、救百済之役、
汝為唐軍見虜。洎天命開別天皇三年、土師連富杼・氷連老・筑紫君薩野馬・弓削連元
宝児、四人、思欲奏聞唐人所計、縁無衣糧、憂不能達。（『日本書紀』持統 4年（690）
十月乙丑条）

白村江の戦で捕虜となりその後熊津都督府のもとにいたことを伝えている 10。他の 3
人もほぼ同様の立場であったとみられる。いずれにしても、都督府は百済遺民のみな
らず倭人たちを自身の傘下に組み込んでいたことがわかる。⑮ (1) のように交渉内容
が対馬国司を経て筑紫大宰府に無事伝達されていることからも、彼らに対倭交渉の仲
介役の任をとらせていたと考えてよいだろう。沙門道久のような僧侶が含まれている
のは、当時の東アジアで一般的であった僧侶を介した外交形態とも一致している。
何より筑紫君薩野馬は、筑紫君の一員とみられ先代は筑紫火君や磐井につながる豪
族であったと思われる。岩戸山古墳の西に近接する下茶屋古墳の被葬者は薩野馬前代
の親族であろうとされている（柳沢一男 2014）。もう一人の韓嶋勝娑婆も、他の記録
はないが韓嶋という氏からみて豊前国宇佐郡辛島郷出身の豪族と推定されている（日
本古典文学大系 1965）。すなわち 2名もが、歴史的に半島西南地域（百済）とパイプ
を持つ北部九州と関係の深い豪族であったといえる。このことは、戦後の都督府にお
いても百済遺民と倭人たちの旧来のネットワークをかなりの割合継承・活用したこと
を示している。
ところで、こうした百済遺民並びにそれと親交のある倭人を活用するスタイルは、
都督府側のみならず倭国の側でも同様であった。⑥の戦後倭国が最初に唐（熊津都督
府）に派遣した守君大石は、天智即位前紀 8月条に百済救援将軍の一人として名がみ
られ、百済と関係の深かった人物であることがわかる。倭国も対百済外交に従事して
きた官人を積極登用し、百済遺民とのパイプから都督府との関係を再構築しようとし
たのではないか。なお⑦によると、守君大石らの倭国帰国は 667年であって、百済
鎮将の権限下で司馬法聡らによって丁重に送り届けられている。とすれば、守君大石
らは長期にわたり都督府に滞在していたことになり、倭国からの使節も都督府のもと
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で両国の関係のみならず半島政策に関わることを任されていたのかもしれない。例え
ば 666年 10月から始まる唐の高句麗征討も、彼らが都督府に滞在していた時のこと
であった。
ともあれ白村江以後も、筑紫君薩野馬などが都督府の意向のもと倭国との外交のな
かで活発に活動していたように、歴史的な北部九州と半島西南地域の交流は健在で
あったと思われる。まさにこの時期の熊津都督府の対倭政策は、旧百済の倭国・北部
九州とのネットワークの影響を強く受けていたと考えられる。

4. 郭務悰ら 2千人来倭と熊津都督府の対倭認識

以上のように 664年に始まった熊津都督府の対倭外交は、668年からは新羅も倭
国に使者を直接派遣するようになるが（岡藤良敬 1997、沈京美 2000、延敏洙 2003
など）、ある程度良好な関係を維持していたといえる。そうしたなか前述の⑮によ
ると、671年 11月に唐使の郭務悰ら 2千人の大船団が倭国に派遣されてきている。
その⑮ (2) の解釈については既存の研究でもいくつか出されているが、使節団は郭
務悰が引き連れて来た 600人の唐国使節と沙宅孫登に連なる 1400人による 47隻か
ら成り立っていた。この使節団の郭務悰は、戦後最初の 664年・665年の使節でも
代表を務めた倭国と親密なパイプを有した半島駐在官の唐人である。また沙宅孫登
は、唐将軍蘇定方が義慈王と共に洛陽に送り皇帝高宗に献上した 50余人の百済貴
族の一人であった 11。沙宅氏は佐平沙宅智積をはじめとして、百済王権で政治・外交
の中枢にいた有力貴族である（李道学 2010）。孫登も、前述の禰軍と同じようにか
つての百済での能力を買われて、滅亡後は熊津都督府に登用され半島政策・対倭外
交を任された百済遺民であったとみられる。それゆえ沙宅孫登が率いてきた 1400
人も、彼のもとにいた百済人であったと第一に考えられる。
使節団の性格については、同行した人々を百済人難民と考えたのは池内氏が最初
であるが、それを発展的に解釈した鈴木氏の難民輸送説が最も有力である（井上光
貞 1981）。鈴木氏は、新羅との対立の中で直前の同年正月に倭に派遣した李守真の
交渉（後述の⑱）が効果をもたらさなかったため、百済避難民を届けて倭側の都督
府に対する好意的態度を引き出そうとしたという（鈴木靖民 2011ｂ）。加えて近年
では、派遣目的はそれと同様に緊迫する半島情勢の中で倭から支援を引き出そうと
いうものであるが、それらを百済人ではなく倭国の関心を最も引き出せた白村江の
際の捕虜及び遣唐使関係者、すなわち倭人と考える見解も多くみられる（松田好弘
1980、直木孝次郎 1988、新蔵正道 1990）。ただ後者の説は、戦後の都督府と倭国
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の外交関係の中でそれほど大多数の捕虜が 671年まで抑留されていたとは考えられ
ず、万一それらが白村江で戦った捕虜であるとすれば『日本書紀』にそのことが明
記されていると思われるなど、多くの点で疑問が残る。また前者の説も、百済人難
民を倭国に輸送したところで倭国から賛辞が得られるのか疑問であり、何より唐人
が 600人含まれていた理由がもう少し明らかにされなければならないだろう。
ひとまず上の問題は保留し、諸説でも強調された 671年前後の半島情勢を確認し
ておく。⑧・⑨を含む『三国史記』文武王十年（670）・11年（671）条によると、新
羅が 670年 3月薛烏儒ら 2万名を送り鴨緑江付近で勝利後、7月以降は一層熊津都督
府に対する攻勢を強め、文武王自ら出征し合わせて 82城を攻略し次々と旧百済領域
を奪取していた。671年に入ると都督府は唐本国に援軍を要請したが、新羅は中心部
の加林城まで侵入し 6月に石城の戦闘で勝利すると、7月頃には泗沘（扶余）を占領
し所夫里州を設置したという。すなわち熊津都督府からみれば、没落したことを意味
するだろう。この後 10月には両者は海上で次のごとく激しい戦闘を繰り広げたが、

⑰冬十月六日、撃唐漕船七十余艘、捉郎将鉗耳大俟、士卒百余人、其淪没死者、不可
勝数、級飡当千功第一授位沙飡。（『三国史記』文武王 11年（671）冬 10月条）

都督府側は漕船 70隻以上で対抗するも新羅水軍に大敗している（徐栄教 2006、李相
勲 2012）。とはいえ、都督府側はそれに対して黙ってみていたのではなく、『三国史記』
12年（672）条によると翌 672年 2月から反撃に転じており、8月には韓始城・馬邑
城などを攻めて京畿道・黄海道一帯で衝突し新羅軍を破り、9月には⑩にみられるよ
うに新羅王が謝罪使を遣わし捕虜を送還したのであった。なお、この捕虜の中に山東
半島に位置する莱州の司馬王芸がいたことから、上の⑰の新羅に敗れた唐水軍は、唐
本国から熊津都督府に向かう兵士・軍事物資を乗せた輸送船団であったという主張も
みられる（李相勲 2012）。
ともあれ、郭務悰ら 2千人はそうした半島情勢の中で倭国に派遣されたのであっ
た。繰り返しになるが既存の見解では、大船団の実体として難民と捕虜の違いはある
が、熊津都督府は数か月前の正月に次のように上表文まで持たせた使節を遣わしたも
のの、

⑱百済鎮将劉仁願、遣李守真等上表。・・・秋七月丙申朔丙午、唐人李守真等百済使人等、
並罷帰。（『日本書紀』天智十年（671）条）
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倭国の反応が思わしくなかったので、さらなるアピールを目指したとされている。つ
まりそれらは、新羅との戦闘のために倭の軍事的支援を引き出すための手段であった
という解釈である。しかしながら、唐は戦後当初より倭国に対して関係を修復しよう
としたが、自身の敗戦国という認識は強く持っていたと考えられる。既存の見解は、
当時の熊津都督府の対倭認識とかけ離れた説であって、日本古代史の立場から倭国を
過大評価したものであろう。とすれば、この 2千人も倭国を喜ばせる避難民や捕虜と
いえないのはもとより、これを再考することで派遣した側の熊津都督府の対倭政策・
認識は一層明らかになると思われる。
ここで改めて⑮ (3) をみると、2千人の装いとして対馬の防人が襲撃してもおかし
くなかったことを伝える。すなわち使人の風貌とは異なり、武装した船団であったこ
とが窺い知られる。さらにこれは、⑰に描かれる新羅水軍と激突して敗れた唐水軍と
同等な様相を彷彿とさせる。⑮（47隻）と⑰（70隻）では船団の数も比較的近く、
古く森克己氏などによって提唱されたような軍人説（森克己 1955、鈴木治 1995）は
十分成り立つと考えるのである。しかし先に指摘しておきたいが、森氏などが主張す
るように倭国を威嚇するための軍人集団であったとは到底考えられない。このことは
先学の指摘の通りであるが、次の記録も参照される。

⑲遣内小七位阿曇連稲敷於筑紫、告天皇喪於郭務悰等。於是、郭務悰等、咸着喪服、
三遍挙哀。向東稽首。壬子、郭務悰等再拝、進書函与信物。（『日本書紀』天武元年（672）
春 3月条）

郭務悰らは来倭後書函と信物を進めて修好を結ぶことに努めており、天智大王の死
去直後に筑紫に滞在する使節にそれを告げた際には彼らも哀悼の礼を行うなど、武力
による威嚇ととれるような行為は一つもみられない。このときの書函の文は『善隣国
宝記』12のなかにみられ、のちの呼称である「日本国天皇」を記すなど後世の潤色も
含まれているが、都督府が外交形式に則って郭務悰らを派遣したことを示唆する。加
えてこのときの信物は、『日本書紀』持統 6年（692）閏 5月己酉条に「詔筑紫大宰
率河内王等曰・・復上送大唐大使郭務悰爲御近江大津宮天皇所造阿弥陀像」とあるこ
とから、郭務悰らは天皇に贈るために阿弥陀仏像を持参してきたことが窺い知られる。
当時の東アジアでは外交のなかで仏教の果たす役割は強く、精神的にも倭国から賛同
を得ようとしていたと推察される（近藤浩一 2014）。ともあれ、2千人の実体が軍人(都
督府水軍 )であったとしても、倭国を攻撃したり威圧するものでなかったことは明白
である。
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それでは再度、軍人説にたちこの使節団の性格を考えてみる。上に指摘したように、
沙宅孫登ら旧百済官人のみならず倭人を登用し彼らに水先案内・実務的な交渉を任せ
ていたことが、当時の熊津都督府と倭国の間の外交の実体であった。それら倭人は、
筑紫君薩野馬・韓嶋勝娑婆は有明海を含む北部九州一帯でネットワークを有した氏族
であって、僧侶の沙門道久を含めて旧来から交渉能力に長けていた者であった。しか
も都督府側は、防人の位置まで十分認識しているなど、日本の防衛体制を熟知してい
たとみられる。とすれば、この大船団は半島情勢、新羅との戦闘のなかで派遣された
のであって、ある程度周到な準備のもとで成し遂げられていたといえる。すなわち、
664年から始まる対倭外交の中で何らかの取り決めがなされていて、想定外の出来事
とはいえなかったのではないか。大船団を率いてきた郭務悰も書函・仏像など信物を
持参するなど倭国側にこの使節を受け入れてもらうように善意を示しており、倭国側
も次のように急がず無難に対応しているのが確かめられる。

⑳以甲冑弓矢、賜郭務悰等。是日、賜郭務悰等物、総合絁一千六百七十三匹・布
二千八百五十二端・綿六百六十六斤。（『日本書紀』天武元年（672）夏 5月壬寅条）

そしてこの⑳でやはり注目されるのは、大量の絁・布・綿より先に武器（武具）で
ある甲冑・弓矢をまず供給している点である。これはまさに彼らの実体が兵士である
ことを物語っている。ここで改めて問題になるのが⑮ (2) の「送使」の語句の解釈で
ある。鈴木氏はこの部分について国史大系本以外にも各諸本を入念に精査され、「送使」
はもともと寛文 9年の底本では「送」のみであったのが、後に校訂者が 4人の帰国
と関連させて倭人たちの「送使」とするのがよいということで「使」を加えたと指摘
する（鈴木靖民 2011ｂ）。ゆえに鈴木氏はこの部分を「郭務悰ら唐人 600人が沙宅
孫登ら百済人 1400人を送る」と解釈するが、これには私もほぼ同意する。ただ私は、
倭国に送った側は唐人（都督府官人）であっても、送られたのは百済人避難民ではな
く、唐人を主体とする多数の百済人の兵士であったと考えておきたい。
以上を踏まえると、この時都督府側は倭国を後背基地として期待（ある程度そのよ
うに認識）していたのではないか。671年 11月に倭国に兵士を送ったのも、同年の
新羅との戦闘（特に⑰の海上での敗戦）によるものとみられ、倭国を拠点に体制を整
え再起をはかろうとしたと推察される。その甲斐もあってか、唐側は翌年に入ると攻
撃に転じており新羅から謝罪（⑩参照）をとりつけている。白村江勝利直後から唐（熊
津都督府）が倭国と交渉をもったのは、戦勝国としての半島支配に付随した対倭政策
の一環であって、旧百済の半島西南地域と倭国の歴史的なルートを押さえることで、
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とりわけ有事の際などに敗戦国の倭国を利用しようと当初から考えていたためといえ
よう。

おわりに

百済滅亡後に唐がその故地に設置した熊津都督府は、663年の白村江勝利直後の翌
年（664）から倭国と戦後処理をめぐる交渉をスタートさせていた。そのなかで戦後
の都督府は、旧百済官人はもとより倭人を積極登用して旧来からの両者のネットワー
クを活用した外交を展開しており、その中核には肥後を含む北部九州の豪族も存在し
たことを指摘した。
唐が当初よりこうした外交を展開した背景には、戦勝国としての半島支配に付随し、
旧百済の半島西南地域と北部九州の歴史的なルートを押さえることで、有事の際など
に敗戦国の倭国を利用することにあった。例えば 671年に都督府は新羅との戦闘の
敗戦から再起をはかるため倭国に多数の船団を遣わし、倭国を半島占領のための後背
基地（食糧や武器の補給場所）として活用した様子が垣間見られる。
なお最後に若干今後の課題を述べたいが、翻ってみるに北部九州は交流の所産に
よって、百済滅亡後・白村江直後においても半島西南地域からのモノ・ヒト・情報
を日本列島のなかで最も早くリアルに体感するところであったに相違ない。そのた
め、半島勢力とネットワークを有した豪族は倭国内でもいち早く対処に迫られ、倭
王権のみならず新たに置かれた熊津都督府に対しても対外的危機の解消と交通の安
定を求めたことも十分想起される。既存の研究では白村江直後の倭国内の状況とし
て、倭王権が北部九州・瀬戸内を中心に防衛施設として古代山城を築城したことに
関心が集まっている。こうした点も本稿を踏まえれば、これがまさに熊津都督府の
対倭外交が開始される同時期であったことと、それに付随した現地の豪族たちの動
向に一層注目すべきであろう。詳細は、別稿で論じてみたい。

注

1　 池内宏 1960、木宮泰彦 1955、森克己 1955、鬼頭清明 1981、鈴木靖民 2011a・b、新蔵

正道 1990、森公章 1999・2006、仁藤敦史 2019。その他には、松田好弘 1980、直木孝次

郎 1988、鄭孝雲 1995、大庭脩 1996、堀敏一 1998、沈京美 2000、延敏洙 2003、中野高行 

2010、李道学 2010、李成市 2014、中村修也 2015などを参照。
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2　 『唐会要』百済伝、『資治通鑑』高宗顯慶 5年（660）8月条など。詳細は、盧重国 2003、方

香淑 1994、梁鍾国 2009、盧泰敦 2009、朴芝賢 2013、李成市 2014を参照。

3　 『三国史記』文武王 3年（663）夏 4月条、『旧唐書』新羅伝。詳細は、注 2の論著を参照。

4　 その他にも、荊木美行 2012、葛継勇 2012、金栄官 2012、権悳永 2012、拝根興 2012、古代

東アジア史ゼミナール 2012、西本昌弘 2013、金子修一 2013、金英心 2014を参照。史料⑪

の全体の釈文は、古代東アジア史ゼミナール 2012にしたがった。なお、陝西省西安市長安

区郭杜鎮からは、禰寔進、禰素士、禰仁秀という百済から唐に帰順した禰氏三代とみられ

る家族墓三基と墓誌が発見されている（金栄官 2012）。「禰軍墓誌」もこの付近で出土した

と推定されており、これら 4つの墓誌の総合的な検討が必要である。

5　 禰軍は、613年ごろ泗沘（扶余）で生まれ、630年代に武王との関係を通じて百済の政界に

進出したと推定されている（金栄官 2012）。

6　 金洛中 2002、洪潽植 2006、福永伸哉 2007の研究も参照。なお金洛中 2002では、全羅南

道の倭系古墳の被葬者を、国際交易を担った交易集団としている。

7　 筑紫国造磐井、陰謨叛逆、猶預経年。恐事難成、恒伺間隙。新羅知是、密行貨賂于磐井所、

而勧防遏毛野臣軍。於是、磐井掩拠火豊二国、勿使修職。外邀海路、誘致高麗・百済・新

羅・任那等国年貢職船、内遮遣任那毛野臣軍、乱語揚言曰、今為使者、昔為吾伴、摩肩触肘、

共器同食・・・（『日本書紀』継体 21年（527）6月条）。

8　 この時期は百済と新羅の対立が激化し、百済の聖王が戦死するという緊迫した状況下であっ

た。

9　 有働智奘 2014は、豊国の八幡神の成立も百済から肥後に伝来した仏教が肥後経由で豊国に

伝えられた影響であるという。興味深い指摘である。

10　 この記録は、持統 4年（690）9月に帰国した大伴部博麻に褒賞を与えた際の詔である。こ

の内容によると、博麻の尽力により筑紫君薩野馬らは天智 3年（664）に解放され、その

時帰国したとも解釈できるようである。それならば、薩野馬は 671年までの間に再度半島

の都督府配下に渡っていた可能性も想定できることになる。

11　 百済王義慈、其妻恩古、其子隆等、其臣佐平千福・国弁成・孫登等、凡五十余、秋七月十三日、

為蘇将軍所捉、而送去於唐国（『日本書紀』斉明 6年（660）冬 10月条）。加えて『日本書

紀』斉明 6年秋 7月条の「伊吉連博徳書」には、沙宅孫登の名はみられないがこの一行が

皇帝の恩勅で釈放されたことを記している。

12　 天智天皇十年、唐客郭務悰等来聘書曰、大唐帝敬問日本国天皇、云云、天武天皇元年、郭

務悰等来、安置大津館、客上書函題曰、大唐皇帝敬問倭王書、又大唐皇帝勅日本国使衛尉

寺少卿大分等書曰、皇帝敬到書於日本国王（『善隣国宝記』巻上 天智天皇十年（671）条）。
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〈論文〉

学校における子どもの参画
特別活動、総合的な学習（探究）の時間を中心に

田中 佑弥

【要旨】
政府の教育政策決定に高校生が参画しているフランスのように、子どもの参画が

制度化されている国があり、また日本においてもデモクラティック・スクールの

ように、高次の子どもの参画に取り組んでいる先進事例もあるが、一足飛びに日

本の一条校で同様の実践に取り組むことは困難である。そのため、本稿では比較

的、取り組み易い領域として特別活動、総合的な学習（探究）の時間に着目し、

子どもの参画を推進する具体例を検討した。子どもの参画を学校内において漸進

させることが、主権者教育の観点からも重要である。

【キーワード】
主権者教育、子どもの参画、特別活動、総合的な学習（探究）の時間

はじめに

本稿では、主権者教育を推進する観点から、学校における子どもの参画を考察する。
2015年に公職選挙法が改正され、2016年 6月 19日から選挙権年齢が 20歳から 18
歳に引き下げられた。総務省によれば、2016年 7月 10日に実施された第 24回参議
院議員通常選挙、2017年 10月 22日に実施された第 48回衆議院議員総選挙における
投票率は表 1の通りである。



44 『人文×社会』第 4号

【表 1】国政選挙の投票率（全数調査、筆者作成）1

18歳 19歳 18歳＋19歳 全有権者

参議院選挙
（2016年） 51.28% 42.30% 46.78% 54.70%

衆議院選挙
（2017年） 47.87% 33.25% 40.49% 53.68%

18歳、19歳それぞれの投票率および両者合計の投票率は、いずれも有権者全体の
投票率を下回っている。さらに注目されるのは、参議院選挙（2016年）における 18
歳の投票率が 51%であったのに対し、約 1年後の衆議院選挙（2017年）では 19歳
の投票率が 33％になっていることである。参議院選挙が 2016年 7月 10日、衆議院
選挙が 2017年 10月 22日であるため、前者の 18歳と後者の 19歳は同一ではないが、
約 3箇月の違いであるため大半は重なっている。51%から 33%へという 18%の下落
は、大きな課題を残す結果となった。さらなる主権者教育の推進が期待されるが、そ
れは単に投票の重要性を強調するだけでは不十分であるだろう 2。
内閣府が 2018年に実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によれ
ば、「将来の国や地域の担い手として積極的に政策決定に参加したい」という設問に「そ
う思う」と回答した割合は、日本は 33.2%であり、最も低くなっている 3。
一方で、同調査は日本の若者の異なる側面も示している。「政策や制度については
専門家の間で議論して決定するのが良い」に「そう思わない」と回答した割合は、日
本は最多の 45.5%となっており、突出して諸外国よりも多い 4。また、「子供や若者が
対象となる政策や制度については子供や若者の意見を聴くようにすべき」に「そう思

1　 各選挙の投票率は、総務省の下記サイトを参照した（2021年 12月 11日閲覧）。
「平成 28年 7月 10日執行 参議院議員通常選挙 発表資料」

https://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
「平成 29年 10月 22日執行 第 48回衆議院議員総選挙年齢別投票者数」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei15_04000073.html
2　 2019年 7月 21日に実施された第 25回参議院議員通常選挙における 10代の投票率は

32.28%（抽出調査、確定値）、2021年 10月 31日に実施された第 49回衆議院議員総選挙は
43.01%（抽出調査、速報値）であり、依然として 50%以下となっている。

3　 諸外国の数値は以下の通りである（降順）。アメリカ 69.6%、イギリス 61.6%、韓国 60.0%、
フランス 56.4%、ドイツ 54.5%、スウェーデン 47.0%。なお本調査における「若者」とは
13～ 29歳である。

4　 諸外国の数値は以下の通りである（降順）。スウェーデン 30.1%、ドイツ 29.3%、フランス
26.3%、イギリス 24.2%、韓国 22.6%、アメリカ 18.3%。
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う」と回答した割合は、日本が最も低い数値ではあるが、69.5%となっている 5。
専門家だけで決めるのではなく、自分たちの意見も聴くべきだと思いながらも、政
策決定に参加する意欲は低いという日本の若者の回答結果にはさまざまな要因がある
だろうが、その一因として自分たちの参画が共同体の意思決定に影響を与え得るとい
う認識の乏しさがあると考えられる。内閣府の同調査によれば、諸外国では「私の参
加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」という設問に対し
て「そう思う」と回答した割合が「そう思わない」を上回っているが、日本だけが下
回っている。日本では「そう思う」が 32.5%であるのに対して、「そう思わない」は
51.0%となっている。
「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」と考え
る若者が 3割程度であれば、投票を呼びかけたとしても投票率は上がらない可能性が
高い。また、形式的に投票率が上昇したとしても、共同体の意思決定に参画している
という認識が乏しければ実質的な意義を欠くとも言える。自身の参画によって共同体
の意思決定がなされる経験を持つことが、主権者教育において重要なのではないだろ
うか。
昨今の主権者教育においては模擬投票が注目されている。しかし、模擬投票は、選
挙について学ぶ有意義な機会となり得るが、あくまでも「模擬」の投票であり、自身
の参画によって共同体の意思決定がなされる経験とはならない。自身の参画によって
共同体の意思決定がなされる経験を蓄積するためには、最も身近な共同体である学校
における意思決定への子どもの参画が重要である。
ドイツにおける教育との比較から日本の主権者教育の課題を検討した柳澤も、「学
校生活全体を学習対象とすることにより、民主主義的な人間関係や集団生活を身近な
形で経験することで、公共的な事柄について考える確固たる基盤を築くことが可能で
ある」（柳澤 2018, p.149）と指摘している。しかし、柳澤も言うように「具体的な取
り組みに関してはまだ示されておらず、理念の具体化という点で課題が残されている」
（柳澤 2018, p.149）。そのため本稿では、子どもの参画に関する先行研究の知見を踏
まえて、学校における子どもの参画について考察する。第 1節では、子どもの参画に
関する先行研究において重視されているロジャー・ハートが提示した「参画の梯子」
という概念について確認する。第 2節では先進事例としてフランスにおける子どもの
参画について検討し、第 3節では日本において学校における子どもの参画を推進する

5　 諸外国の数値は以下の通りである（降順）。韓国 80.6%、アメリカ 79.0%、ドイツ 78.4%、
スウェーデン 75.2%、フランス 73.7%。
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具体的方法を特別活動、総合的な学習（探究）の時間を中心に検討する 6。

１　ロジャー・ハートの「参画の梯子」

ニューヨーク市立大学教授であるロジャー・ハートは、発達心理学と環境教育学の
専門家である。ユニセフの依頼により執筆した Children’s Participation（Hart 1997 = 
2000）で知られている。なお Children’s Participationは日本では『子どもの参画』と
して刊行されているが、この翻訳について訳者の奥田陸子は「普通に訳せば 「参加」
となりますが、いままでは対等に扱われていなかった立場から積極的、自発的に参加
しようという場合には、…… 「参画」 の方がその意味はよく理解できよく伝わるよう
に思います」（奥田 2000, p.214）と説明している。形式的な参加ではなく実質的な「参
画」を重視するという観点から、本稿においても「参画」という用語を採用すること
にする。
『子どもの参画』の邦訳書が 2000年に刊行されると、「子どもの参画情報センター」
が 2001年に発足し、『子ども・若者の参画――R.ハートの問題提起に応えて』（子ど
もの参画情報センター編 2002）が刊行されるなど、『子どもの参画』は大きな影響を
与えてきた。とりわけ注目されたのは「参画の梯子（�e Ladder of Participation）」
という捉え方である。子どもの参画を、その性質によって以下のように 8段階に分類
している 7。

1　欺瞞的参加     
2　表面的参加    	 　非参画
3　形式的参加     
4　情報共有した上での分担   
5　情報共有した上での聴聞   
6　大人主導による子どもとの共同決定  　参画
7　子どもによる企画と実施   
8　子ども主導による大人との共同決定  

6　 「総合的な学習の時間」は、高校では「総合的な探究の時間」という名称である。以下では
「総合的な学習の時間」の名称のみ記載するが、高校の文脈では「総合的な探究の時間」に
読み替えて理解されたい。

7　 各段階の説明を『子どもの参画』（Hart 1997 = 2000, p.42）は、原語に忠実に翻訳しているが、
やや分かりにくい箇所もあるため、本稿では原著の意図を損なわない範囲内で、日本の学
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第 1～ 3段階は子どもが参加しているが実質的な参画ではないとされ、第 4段階
以降が参画であるとされている。以下、Hart（1997 = 2000, pp.41-46）を参照しながら、
各段階を説明する。
第 1段階である「欺瞞的参加」では、実際には子どもは主体的に参画していないに

もかかわらず、あたかも主体的に参画しているかのように偽装される。
第 2段階である「表面的参加」では、大人が管理する企画に子どもが「お飾り

（decoration）」として参加させられる。
第 3段階である「形式的参加」では、子どもの代表者が参加してはいるが、子ども

の代表者が誰を代表しているかは不明確で、その代表者の意見も十分に反映されない。
第 4段階である「情報共有した上での分担」では、大人が設定した役割を、子ども
がその意義を理解した上で担当する。
第 5段階である「情報共有した上での聴聞」では、子どもに情報を開示した上で、
大人が子どもの意見を聴く。
第 6段階である「大人主導による子どもとの共同決定」では、大人主導ではあるが、

子どもは大人とともに意思決定に参画する。
第 7段階である「子どもによる企画と実施」では、子どもによって企画され、実施
される。
第 8段階である「子ども主導による大人との共同決定」では、子どもの主導によっ
て、子どもと大人がともに意思決定に参画する。
このように参画の度合いに応じて細分化することは、実質的な参画となっているか
どうかを考察するために有意義である。
「参画の梯子」の観点から今日の日本における実践を検討すると、その多くは第 1
～ 3段階に該当するのではないかと思われる。生徒会（児童会）活動が形骸化してい
る場合は、第 3段階に該当すると思われる。第 4段階に相当する場合もあるだろうが、
第 5段階以降の実践は日本においては極めて少ないだろう 8。

２　フランスの学校における子どもの参画

今日の日本において子どもの参画は進展していないが、フランスでは学校における
子どもの参画が制度化されている。フランスでは 1968年の若者の社会運動を契機に、

校関係者に親しみやすいように筆者が翻訳した。
8　 ただし同様の問題は日本に限られるわけではなく Børhaug（2007）も指摘している。
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中等学校における子どもの参画が推進された（小野田 1989）。以下では、フランスの
学校における子どもの参画を調査した大津（2012）を参照しながら、その概要を確
認したい 9。
小学校では、児童代表の学校運営への参画は法令上義務化されていないが、任意で
各学級代表と校長との話し合いの場が設けられることがある。
中学校および高校では、学級ごとに学級委員会が設置されている。学級委員会は、
生徒代表、保護者代表、校長、担任、各教科担当教員、生徒指導専門員などによって
構成されており、成績評価や進路決定に関する権限を持っている。成績評価や進路決
定の場に生徒代表が参画しているのである。学校全体の管理運営に関する事項（予算、
教育計画、校則、健康、安全など）について討議する学校管理委員会にも生徒代表が
参画する。採決において生徒代表は大人と同等の投票権を有している。

【図 1】フランスの高校生代表に関する制度（出典：大津 2012）

9　 ドイツにおいても学校運営への生徒参加が制度化されているが、生徒参加制度の全国レベ
ルでの仕組みを調査した文献が管見の限りでは見当たらないため、本稿ではフランスの事
例を取り上げる。なお柳澤（2016）は、ドイツの学校における生徒参加の実践事例を検討
している。
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高校生は、このほかにも図 1のように、大臣が議長を務める中央教育審議会などに
参画し、教育計画について討議している。これらは「参画の梯子」の第 6段階に相当
すると考えられる。
また、フランス国内で高校生の全国組織が存在するほか、ヨーロッパにおいても高
校生団体の連合組織が活動を展開している。このような子どもの参画は、学校だけで
なく、余暇センター（放課後や休日に子どもが過ごす場）などの学校外の学びの場に
おいても重視されている（大津ほか 2012）。

３　日本の学校における子どもの参画

日本ではフランスのような子どもの参画は制度化されていない。日本においても戦
後初期の生徒自治会活動をはじめ、いくつかの先駆的実践があるが 10、今日の生徒会
（児童会）活動は実質的な参画となっていないことが多いと思われる。
しかし、一条校ではないが、デモクラティック・スクールでは、参画の梯子の第 8

段階に相当する実践がなされている。デモクラティック・スクールとは、1968年に
アメリカで設立されたサドベリーバレー・スクールをモデルとするもので、日本でも
2000年頃から開設されるようになった。デモクラティック・スクールでは、子ども
が主導するミーティングによって学校運営に関する事項を決定するとされており、そ
の権限は運営方針、年間スケジュール、学費、予算、人事にまで及ぶ（デモクラティッ
ク・スクールを考える会編 2008）。子どもの権限が予算や人事にまで及ぶ例は多くは
ないが、ミーティングによる子どもの参画を重視する姿勢は、非一条校に広く見られ
る傾向である（朝倉 2002, 三好 2016など）。
デモクラティック・スクールをはじめとする非一条校の先駆的な実践は注目される
べきものであるが、それらの実践を一条校に直ちに取り入れることは容易ではないた
め、段階的に子どもの参画を進めることが現実的だろう。検定教科書のある教科では
子どもの意見によって学習内容を決定することは困難であるが、特別活動、総合的な
学習の時間は比較的自由度が高いと考えられる。そのため、以下では特別活動、総合
的な学習の時間における子どもの参画の推進について検討する。

10　 戦後初期の生徒自治会については喜多（2015）、田久保（1995a）を参照。また、田久保（1995b）
は「職員生徒連絡協議会」（千葉県立東葛飾高校）など、田代（2002）は生徒・保護者・
地域住民・教職員による「四者会議」（長野県上田市立第六中学校）などの事例を検討し
ている。
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（１）特別活動

特別活動における先駆的実践として、和田真也（北海道・公立中学校教員）の報告
に着目したい。和田（2006）は、子どもの参画の一例として、入学式について報告
している。下記の表 2は、入学式の式次第である 11。

【表 2】入学式の式次第

内容 担当

開式の言葉 司会（生徒）

校歌斉唱 全員

新入生紹介 学級担任

歓迎の言葉 校長

お祝いの言葉 PTA会長

祝電披露 教頭

教職員紹介 校長

歓迎の言葉 生徒会長

新入生への花一輪プレゼント 花一輪委員会（生徒）

合唱 在校生

新入生の挨拶 新入生代表

くす玉割り 生徒会

閉式の言葉 司会（生徒）

以前の入学式では教員のみが発言していたが、子どもの参画を推進した結果、入学
式で生徒も発言するようになった。教頭が担っていた司会は、生徒が担当することに
なった。歓迎の言葉は、校長からだけでなく、生徒会長からも新入生に伝えられるよ
うになり、新入生代表の挨拶もなされるようになった。さらに在校生たちによって、
新入生への花一輪プレゼント、合唱、くす玉割りが実施されるようになった。

11　 和田（2006, p.92）が示した式次第（2002年度）を筆者が簡潔に整理した。以下の入学式
に関する記述は和田（2006）を参照した。
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特に注目されるのは、入学式の企画と運営が、教員ではなく、生徒によって主導さ
れていることである。この実践は「参画の梯子」の第 8段階に相当すると考えられる。
入学式は、新入生およびその保護者を学校に迎える最初の行事であるから、その場に
おいて、子どもの参画を重視する学校の姿勢を具体的に示すことはきわめて有意義で
ある。
入学式以外にも文化祭、体育祭、校外学習、修学旅行、卒業式など、学校行事の企
画と運営に子どもが参画することが期待される。全校行事だけでなく、学級活動やク
ラブ活動においても子どもの参画は重要である。また、給食についても一例ではある
が、各学級代表の子どもと栄養教諭等によって給食委員会（仮称）を構成し、同委員
会が給食メニューを決定するといった実践も考えられる。子どもの参画を学校生活の
なかで具体的に確立していくことが重要である。

（２）総合的な学習の時間

総合的な学習の時間は、検定教科書がないこともあって比較的自由度が高く、子ど
もの参画を進めやすい。ただし、子どもに作業をさせれば「子ども参加型」であると
安易に捉えず、「参画の梯子」の観点から、より高次の子どもの参画を目指すべきで
ある。
子どもの参画を実現し得る総合的な学習の時間は大変重要であるが、十分に取り組
まれていないことも多いように思われる。最も望ましくない例は、教科学習の時間へ
の振替である。総合的な学習の時間として実施されている場合でも、学習内容を教員
が決定している場合は、子どもの興味・関心は十分に生かされていない。講座制とし
て、複数の講座のなかから一つの講座を選択する仕組みは、より望ましい形であろう
が、各講座においても子どもの参画によって学習内容が決定されることが望ましい。
例えば、きのくに子どもの村学園では、「プロジェクト」が教育課程の中心に位置
づけられている。プロジェクトは総合的な学習の時間に近いものであり、子どもたち
はさまざまなプロジェクトのなかから一つを選び、プロジェクトに参加する子どもた
ちと担当教員によって年間活動計画が決定される（堀 2019）。
総合的な学習の時間において「子どもの興味・関心を生かす」ことは重視されてい
るであろうが、教員が設定した学習内容を子どもの興味・関心を生かして理解させる
という意味で捉えられていることも少なくないように思われる。学習内容の決定につ
いても子どもが参画することで、より深い学習となることが期待される。
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おわりに

本稿では、主権者教育を推進する観点から、学校における子どもの参画を考察した。
10代の投票率は低迷しているが、その一因として、自身の参画によって共同体の意
志決定がなされる経験が乏しいことが考えられる。そのため、子どもにとって最も身
近な共同体である学校において、意志決定に参画することが重要である。しかし、ロ
ジャー・ハートの「参画の梯子」の観点から、日本の学校における子どもの参画を検
討するならば、現状は不十分に思われる。
政府の教育政策決定に高校生が参画しているフランスのように、子どもの参画が制
度化されている国があり、また日本においてもデモクラティック・スクールのように、
高次の子どもの参画に取り組んでいる先進事例もあるが、一足飛びに日本の一条校で
同様の実践に取り組むことは困難である。そのため、本稿では比較的、取り組み易い
領域として特別活動、総合的な学習の時間に着目し、子どもの参画を推進する具体例
を検討した。子どもの参画を学校内において漸進させることが、主権者教育の観点か
らも重要である。
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〈論文〉

同性愛男性の身体

玉城 寿樹

第 1 章　問題の所在

社会学において美に関する議論はもっぱらジェンダー論の中で論じられてきた。そ
こでは「男性＝ 「見る」 主体／女性＝ 「見られる」 客体」であり、女には美しくなけ
ればならないという「美の規範」が社会的に要請されているという見方が支配的であ
る。そして、女性は美しさを追求し、その結果、摂食障害に陥ったり、美容整形といっ
た危険性の高い行為に及んでしまう可能性が高く、そこには男女の美の非対称性が存
在することが指摘されてきた。

しかし、「見られる」客体は女性だけなのか。1990 年代末以降、男性も「見
る」主体をはく奪され、「見られる」客体となっているという指摘もあるが（北村，
2021:119-120）、同性愛男性 1 はそれより前から男性を「見る」主体であると同時に（同
性愛）男性に「見られる」客体でもなかったのか。同性愛男性の世界は外見重視であ
ると指摘されることも多い。そのため、同性愛男性にもまた女性と類似した「美の規
範」が存在しているのではないか。

そこで本稿では現代日本の同性愛男性の身体が置かれている状況を明らかにするこ
とを目的とし、それを踏まえて「男性身体の客体化」2 についても論じる。まず、身体、

1　 本稿では、「同性愛男性」という用語を使用することが多いが「ゲイ男性」や「ゲイ」といっ
た用語と互換的に使用している。

2　 ジェンダー論で「女性身体の客体化」が問題視されるのは、性的客体化（それ自体を道徳
的に悪いということは難しいことにつき、江口聡（2006，2019）を参照）と女性差別的な
社会構造が密接につながっているからである。そのため、「男性身体の客体化」を問題視す
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男性性、同性愛男性、「美」が社会学の領域においてどのように論じられてきたかを
先行研究やネット上の言論を概観する。その後、先行研究でほとんど見過ごされてき
た問題に言及し、インタビュー調査で明らかになったことを考察していく。

第 2 章　先行研究

2.1 ジェンダーと身体

マーゴ・デメッロが「ジェンダーほど身体研究の分野で徹底的に議論されてきたト
ピックはないだろう」と述べているように、身体と性差は切り離すことができない事
柄である（デメッロ，2017:91）。私たちは生まれた瞬間から性別を判断し、また判断
される。身体的性差はどの成長段階においても否応なく意識させられる事柄であり、
身体は男と女を判断する際の最も重要な根拠とされる。すなわち、身体は男女の枠組
みを利用して理解されている側面が強い。

荻野美穂は『ジェンダー化される身体』において身体の歴史をジェンダーとの関連
で論じている（荻野，2002）。そこで中心に論じられているのは女性の身体である。
荻野に限らず、ジェンダーと身体の関係についての議論は多くの場合が女性の身体で
ある。なぜ男性の身体は研究されてこなかったのか。その理由として荻野は「人間＝
男という前提がほとんど空気のように意識されないまま内面化されてしまっていた世
界では、かえって男は自分を 「男」 として対象化して見る契機を失ってしまったの
ではないだろうか」（荻野，2002:113）とする。また「西欧の伝統的指向である霊肉
二元論にあっては、もともとより優位の項である精神を男性に、劣位の項である肉体
を女性に割り当てるというジェンダー観が存在していた」という点も男性の身体が対
象化されてこなかった点として挙げている（荻野，2002:370）。デメッロにおいても、
男性は何をするか、何を成し遂げたかによって規定されることが多いのに対し、女性

るのは原理的に不可能である。しかしながら、具体的なレベルに引き直すことにより、「男
性身体の客体化」を問題視することも可能であると思われる。すなわち、ジェンダー論は
性的客体化とそれによる弊害（過度なダイエット、危険性の高い美容整形へ走るなど）を

「女性身体の客体化」として問題にしている。このレベルで問題をとらえるとき、男性にも
何らかの弊害（過度なトレーニングによる健康の棄損など）があることを指摘できれば「男
性身体の客体化」を問題視することが可能である。

以上を前提にして、本稿で使用する用語の意味を予め整理する。まず、「見られる」客体
といった用語は価値中立的な意味合いを持たせての使用、つまり、性的客体化それ自体を
意味する。そして「（男性／女性）身体の客体化」といった用語は、性的客体化とその弊害
を含めて使用する。
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は生殖能力に加え、どう見えるかによって規定されることが多いという多くのフェミ
ニストの指摘について紹介している（デメッロ，2017:94-95）。

このように身体は女性の領域とみなされ、男性の領域としてみなされてこなかった
きらいがある。

しかしながら、近年になって男性の身体へのまなざしも増えつつある。男性の外見
的理想像がいかに形作られるかをフィジカル・カルチャー雑誌の分析を通して明らか
にしようとする岡田の研究やハゲた男性の生きづらさに焦点を当てた須長の研究など
がある（岡田，2006，須長，1999）。

男性と身体の関係が注目されるようになった背景の一つには男性性や男らしさと
いった問題が脚光を浴びるようになったことが考えられるだろう。一枚岩に捉えられ、
フェミニズムにおいて非難の対象とされることが多かった男性が、自分自身について
語ることによりこれまでの男性像を修正しようとしてきた。次節では男性性について
論じる。

2.2 男性性

男性性 3 とは何であろうか。多賀太は、社会構築主義の立場にたてば「男性性と女
性性は、身体のあり方と社会的定義との相互作用によって社会的・歴史的に構築され
るもの」であり、「普遍的・超歴史的な男性性（女性性）の定義などは存在せず、特
定の社会的・歴史的文脈においてのみ 「男性性とは何か」 という問いに答えることが
可能となる」とする（多賀，2006:19）。そのため、男性性とは何かといった問いは適
切ではなく、ある特定の文脈において、男性性とされるものは何かと問うべきであろ
う。岡井も「男性性を表す用語の意味を同定することやある男性性のパターンを一般
化することよりも」、「いくつもある多様な男性性をそれぞれの文脈において考察する
ことの重要性」を指摘している（岡井，2009:27）。この指摘を踏まえ、本稿では身体
および同性愛男性という文脈においての男性性に関する先行研究を紹介する。

身体と男性性とは何か。身体における男性性は多くの場合、女性との身体的差異
に基づいて考えられる。大山治彦は「身体の男らしさ・女らしさとは、性別の違い

3　 多賀太は、男らしさは肯定的なニュアンスを含むのに対し、男性性は価値中立的な概念で
あるとして区別している（多賀，2006:19）。本稿では男性性、男らしさを区別せずに用いる。
なぜならこのような区別を意識して使う研究者と、意識せずに使う研究者がいるため、引
用文において用いられている男らしさや男性性の区別をすることは困難と考えられること、
また本稿において区別する意義が明確に認められないからである。



58 『人文×社会』第 4号

によって、その身体に対して社会的に期待される特性」と定義づけている（大山，
1995:69）。デメッロは西欧において男性は力強さが求められ、女性よりも背が高く、
体が大きく、筋肉が求められるという（デメッロ，2017:106）。日本においては藤田
智子が青年期の男性において、高い身長や筋肉質な体型が男性の身体であり、背が小
さいのが女性の身体として認知されていると指摘する（藤田，2005:84-90）。伊藤公
雄は、男子学生に対し自分が男らしいかどうかの質問をしたところ、自身の身体的特
徴（体格の大きさ、力の強さ）をあげて回答することがほとんどであったことを述べ
ている（伊藤，1997:23）。これらの指摘を踏まえると、西欧においても日本において
も、男らしい身体と結びつけられるのは体格の大きさである。

次に同性愛男性と男性性の関係性はどのように考えられてきたのだろうか。
河口和也は「同性愛研究においては、「男性性」 とは極めて矛盾をはらんだもの」

であり、「「男性性」、とりわけ 「覇権的な男性性」 とは、一面でゲイ男性が極めて強
く惹かれるものであると同時に、ゲイ男性を強固に抑圧するものでもあった」と指摘
する（河口，2004:140）。

このことと関連した研究が、若年ゲイ男性のライフストーリーを通して男らしさ規
範とセクシュアリティの関係を論じる大島岳の研究である（大島，2016）。大島は「男
らしくない」とされ、いじめや性暴力を受けたゲイ男性が危険に身を晒しリスクをと
ることにより、性的快感を強めるような「性的冒険主義」に向かうことを指摘する。

「性的冒険主義」は男らしさとリスクの伴うセックスとの結びつきによる快楽を意味
し、具体的には集団セックス、薬物使用といった実践を指す。つまり、「性的冒険主義」
という男らしい行為に走ることで「男らしくない」とされたゲイ男性が、男らしさ規
範がもたらした暴力や支配、排除といった困難から回復（男性性を獲得）しようとする。

以上のように、男性性は身体、同性愛男性とも密接につながっている。身体におい
ては体格の大きさが男らしさとつながる。また、同性愛男性は同性を愛するがために、
男らしさを喪失した男性となり、覇権的男性性に憧れる男性となる。そして男らしさ
を取り戻すために性的冒険へと走る可能性がある。

次節では、同性愛男性の出会いと外見についてみていく。

2.3 同性愛男性

1990 年代前半まで同性愛男性が他の同性愛男性と出会う方法は、ゲイ雑誌の文通
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欄を通してであったり、ゲイバーであったり、ハッテン場 4 であった。しかしながら、
1990 年代後半以降はインターネットの出現により、2000 年代後半以降はスマートフォ
ンの普及により、出会いの方法が大きく変化する。1990 年代後半以降はインターネッ
トサイトに様々な同性愛男性向けの出会い系掲示板が出現し、そこが出会いの主流と
なる。また、2000 年代後半以降、スマートフォンの同性愛男性向けアプリを用いた
出会いが主流となり、現在も多くのゲイ男性がバートナーや性行為の対象を見つける
際に活用している。多くの同性愛男性向けアプリは GPS 機能が搭載され、自分の近
くにいる同性愛男性の情報がわかる。そこで開示される情報は、自身の写真、年齢、
体重、身長、ポジション 5 などである。自由記述欄やフィルタリング機能もあり、自
分がどういう人間かをアピールし、フィルタリング機能を使って興味のない相手の情
報をシャットアウトすることもできる。

同性愛男性の多くが利用する同性愛男性向けアプリの仕様は上述のとおりである
が、アプリの仕様を考えると他者と出会うには、外見の情報が重要とされているとい
う点に注目したい 6。異性愛者向けの出会い系アプリも外見重視であると思われるが、
同性愛者の出会いは、アプリにおいての出会いが主流を占めているという点で異性愛
者向けアプリと異なる。つまり、異性愛者はアプリを使わなくともありきたりな出会
い（例えば、学校のクラスメイトを好きになって告白する）によって恋人を探すこと
ができるのに対し、同性愛者は、異性愛主義社会においては恋慕を抱いた相手に告白
することがカミングアウトを伴うことになってしまう。誤解を恐れずに言えば、アプ
リを使って恋人を探すことしかできないのである。この違いは、恋人を探す際に外見
以外の諸要素を含めて恋人探しをできるか否かに現れてくる。異性愛者は出会いの間
口を拡げるために出会い系アプリを使用する一方で、同性愛男性は出会いを求める際
のスタートが出会い系アプリとなるといえよう。このことを考えると同性愛男性は出
会いを求める際に専ら外見によって判断されるといっても良いだろう。そして、外見
を磨くことが要請されるといってもよい。

4　 ハッテン場とは不特定の同性愛男性が性行為をするために集まる場のことである。ハッテ
ン場には、公衆トイレや公園といった公共施設を利用する屋外・無料のハッテン場とビル
等を間借りした屋内・有料のハッテン場がある。

5　 ポジションとしてタチ、ウケ、リバがある。一般的にタチとは肛門への挿入を伴う性行為
において挿入する役割を担うものを指し、ウケとはネコとも呼ばれ、挿入される役割を担
うものを指す。リバはタチ、ウケどちらも可能な者を指す。

6　 外見以外にも自由記述欄やメッセージのやり取りをする際の言葉遣いも自身を商品として
宣伝するためには重要である（木谷・河口，2021:9-10）。しかし、外見が最も重視されてい
ることに異論はないと思われる。
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伏見憲明は同性愛男性について「見た目の記号ゲームがシステム化されすぎていて、
奇跡が起こりにくい状態になって」おり、同性愛男性の世界は「ルックス至上主義」
であると指摘している（伏見，2000:40）。

では同性愛男性は多くのアプローチを受けるためにどのように外見を整える必要が
あるのだろうか。ここでキーワードとなるのが「短髪・髭・筋肉質 7」である。検索エ
ンジンに「短髪・髭・筋肉質」というワードを入力すると、数多くのゲイについて書
かれた記事がヒットする。そこでは「短髪・髭・筋肉質」というワードが「ゲイ」と
いうワードと密接につながっていることがわかる。しかも、「短髪・髭・筋肉質」といっ
たワードが好まれるゲイ男性の特徴として書かれている。

このことをふまえると、好まれる同性愛男性は「短髪・髭・筋肉質」の三拍子がそ
ろっていると考えてもよいだろう 8。

ここで同性愛男性を被写体として撮影した写真家・下村しのぶのインタビューに対
する応答を取り上げる。異性愛男性と、ゲイ男性とのどちらの方に惹かれるかどうか
という質問に対して次のように答えている。

ゲイの人たちです。ゲイの子たちは身体を見られることにすごく敏感。例えば、
身体をつくることや、いかにきれいに見せるか、渋さであったり、自分の身体の
筋肉のラインであったり……そういうことはストレートの男の子は考えないです
よね。女の子相手だと、別の性別として自分を見ているから、どんな身体のつく
りだっていいじゃないかとなる。ゲイの子たちというのは同性同士だから、いか
に自分を美しく見せなくちゃいけないかを知ってると思うんですよ。だからボ
ディラインがすごいです。（伏見，1999:51）

下村はゲイ男性の身体と異性愛男性の身体を対比して、ゲイ男性の身体に対する意識
の強さを述べている。ゲイ男性は身体に対して強いこだわりを持っているといっても
よいだろう。その身体へのこだわりはマッチョへのこだわりであることが下村の他の

7　 「筋肉質」の内実は明らかでないが、おそらく引き締まった体格というより、がっちりした
体格を指すと思われる。もちろん引き締まった体格を含む可能性もある。

8　 ゲイ・シーンにおいては「イカホモ」という言葉があり、それは外見を見ただけで同性愛
男性とわかる男性を指す。この言葉には、短髪、髭、がっちりした体格が含意されている
ことが多い。もちろん、そのような外見をした男性が同性愛男性であることの確証はない。
ここでは、好まれるとされる同性愛男性の特徴と「イカホモ」におおよそ一致がみられる
ことを確認したい。
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質問に対する応答で述べられている（伏見，1999:56）。
もっとも、同性愛男性の皆が皆、「短髪・髭・筋肉質」を好んでいるわけではない。

異性愛男性にも好みがあるように、同性愛男性にも好みはある。むしろ同性愛男性は
外見に対しての好みが細分化されており、どのような同性愛男性でも需要があるとい
われることもある（森山，2014:248）。だが細分化されているとはいえ、同性愛男性
が好むとされる身体が存在することを否定することにはならない。例えば、異性愛男
性が好む女性のタイプが様々であっても、好まれる（美しい）とされる女性は西洋的
な美の基準に合致する女性である。つまり、（好まれるとされる）中心的な身体は存
在するのである。

同性愛男性に好まれるとされる「短髪・髭・筋肉質」は、男らしさと結びつけられ
るものである。また、同性愛男性は外見の男らしさを（恋愛対象とみなされるために）
自身にも、（恋愛対象とみなすために）他者にも求めているとも考えられる。そこで
は「女らしさ」は求められておらず、むしろ忌避するものとして捉えられる 9。

ここまで同性愛男性について論じてきたが、次節ではジェンダー論における「美」
についての議論を概観する。

2.4「美」の非対称性

外見における「美」に関する問題は、フェミニストによって美容整形や、ミスコン、
摂食障害、ダイエットなどと親和的に語られてきた。ナオミ・ウルフは、男性社会に
よってつくられた、女は女らしくあるべきという神話が第二波フェミニズムの興隆に
より崩壊した後、美しくあるべきという「美の神話」が女性に押し付けられている 10

とする（ウルフ，1994:13）。
飯野智子は、「「美」 は女性の 「性」（セクシュアリティ）を領域とし、主に美容産

業を通して 「商品としての身体」 に働きかける」一方で、男性の身体は、「近代産業
社会に適合的な合理的身体として装飾性が否定され、「美」 から疎外され」たと指摘

9　 金城（2010:56-58）、風間・河口（2015:170-173）、島袋（2021:32-33）など。
10　 このような見方に対しては、女性が主体的に「美」に励む側面を捨象しているのではない

かという批判がある。この点に関しては西倉実季（2005）が「美を論じるフェミニズムの
課題」として「抑圧としての美」と「規律実践としての美」というパースペクティヴの成
果と問題点を指摘することで、対立構造を明確に示している。また、関連する論考として
高橋幸（2021）がある。
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している（飯野，2006：153-154）。また、荻野は男の身体が「美」に関する議論に
のぼらない理由について、「身体や顔の美醜といった外見に、その人間の価値評価の
基準としてきわめて低い順位しか与えないという文化的合意（「男は顔じゃない！」）
が存在しており、一般に自我意識と身体との結びつきが女よりもはるかに希薄なため
である」と述べている（荻野，2002:369）。つまり、女性と男性では身体に対する「美」
への拘束力はかなり異なっている。

もっとも、近年男性にも外見を磨くことを要請されているという指摘も存在してい
る。細谷実は「女たちが能力によって相互に序列化されるようになってきた（＝女女
間格差）のと並行して、男たちの間にも美醜による序列化が浸透してき」ており、「か
つての男の評価軸と女についての評価軸との乗り入れが生じている」と指摘している

（細谷，2008:72）。前川直哉は、「やおい」のような二次元の世界のみならず、三次元
においても「見られる男性、見る女性」という構図が普及してきていることを指摘し
ており、男性自身が「見られる」客体としての自覚を持ち始めている 11 とする（前川，
2012:140-141）。また、ハゲている男性について研究を行った須長史生によれば、男
性がハゲていることを恥ずかしがるのは、男性も服や靴といった装飾的な部分だけで
なく、身体そのものにも関心を払わざるを得なくなったためと考えるのが代表的な見
方の一つであるとする（須長，1999:7）。

しかしながら、同性愛男性は「見られる」客体として、多くの異性愛男性が「見ら
れる」客体を（女性と比べてかなり弱いが）引き受ける前から存在し続けているので
はないか。千葉雅也は「日本の（主に異性愛の）男性は、九〇年代末以降、画期的に（こ
れは一仮説であるが）、もはや < 容姿を見られ評価されることを女性に比べて弱い引
き受けで済ませつつ女性の容姿を見る主体 > であるという特権を、どんどん剥奪さ
れていっている」と指摘する（千葉，2014:8-9）。この千葉の指摘で注目したいのが「日
本の（主に異性愛の）男性」という部分である。このことから考えられるのは、同性
愛男性は、異性愛男性と「見る／見られる」という関係において違う状況にあるので
はないかということである。すでに述べたとおり、同性愛男性は外見が重要視される
ため、同性愛男性に「見られる」客体であると考えられる。それと同時に、男性を「見
る」主体としても存在していると考えられる。すなわち、同性愛男性は、90 年代末
よりも前の時代からずっと「見られる」客体としての地位と同時に「見る」主体とし
ての地位にあったと考えることができないだろうかということである。また、女性に

11　 ただし、依然として女性が性的な主体になること、つまり「見る」主体になることの抑圧
は大きいとする（前川，2012:140-141）。
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押し付けられている「美の規範」と類似した規範（マッチョでなければならない）が、
同性愛男性にも存在していると考えることもできる。そして、もし規範が規範として
機能しているのであれば、「（同性愛）男性身体の客体化」の萌芽（女性には画一的な「美
の規範」があることが、摂食障害等の弊害の前提となるため、ここでは「規範」を萌
芽と呼ぶ）を見出すことができよう。

ここまで先行研究を概観してきた。ここでは先行研究の限界を指摘した上で、本稿
の意義を確認する。

先行研究の限界点としてまず挙げられるのが、同性愛男性は「見られる」男性であ
る可能性が高いにも関わらず、男性の身体は語るに値しない、対象化できないものと
して捉えられてきてしまったために、彼らの身体はほとんど描かれていないという点
である。女性の身体と同じ立場にある可能性のある同性愛男性の身体を描くことは同
性愛男性の世界を考えること、男性の身体一般を捉えることに貢献することになろう。

二つ目に、「見る／見られる」の視線の構図は異性愛的図式が前提とされており、
同性愛男性はそこに存在していない点である。視線の構図においては同性愛男性が女
性を「見る」ことはないため、同性愛男性を捨象するのは当然であろう。だが、「見る」
性にも「見られる」性にもなり得ると考えられる同性愛男性は女性にも異性愛男性に
も親和的であり、視線の構図における各主体のカテゴリー移動の可能性を考える際の
格好の主体である。つまり、同性愛男性は視線の構図の撹乱あるいは均質化を考える
にあたって、示唆的な存在であるということである。

以上の限界点を踏まえたうえで、本稿は現代日本で同性愛男性の身体の置かれた状
況を明らかにし、そこから敷衍して「男性身体の客体化」を論じる。

第 3 章　調査概要およびインタビュー分析

3.1 調査概要

以上の問題意識に基づき、今回の調査では機縁法により協力者を募り、ゲイ及びバ
イセクシュアル男性 12 ５人を対象とした一対一の半構造化インタビューを行った。期
間は 2018 年 3 月から９月である。時間は 40 分から 80 分であり、場所は閑静なカフェ
で行った。追加調査も行っており、メールで質問をし、回答を得たのが 2 名で、残り

12　 両性愛者であるバイセクシュアル男性も調査協力者に含んでいるが、「見る」性であり、「見
られる」性でもある可能性が高いのは同性愛男性と同様であり、何ら調査に影響はないと
考える。
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の 3 名には直接質問をして回答を得ている（全員に同じ質問を１問のみ行った）。
調査協力者は学生４人、社会人１人の計５人で、全員 20 歳前後である。若年層に

限定した理由はおしゃれやモテに対して敏感な年ごろであるため外見について語りや
すい（外見について語る言語を持ち合わせている）と考えるからである。なお出身地
は東海地方、東北地方、九州・沖縄地方であり、大都市圏の出身者はいない。ゲイ男
性が３人、バイセクシュアル男性が２人であり、調査当時パートナーがいるのは 1 人
である。また、やせ型又は標準体型であり、太った協力者はいなかった。

機縁法により調査協力者を募っていること、若年層のみを対象としていること、大
都市圏の出身者がいないことを考えると、調査の結論の過度な一般化には慎重になら
なければならない。しかし、少ない人で 5 人、多い人で 40 人と調査協力者の全員が
他の同性愛男性と現実で出会っていること、また、全員がネット上で同性愛男性と接
触していることを考慮すると、ある程度の一般化を試みることができると考えている。

調査協力者にはインタビューの内容を使用する許諾を得ている。また、調査協力者
が特定されないように協力者は全て仮名の A さん～ E さんとする（A ～ E と表現す
ることもある）。

3.2 外見至上主義およびその抵抗

伏見（2000:40）は同性愛男性の世界は「ルックス至上主義」であると指摘してい
るが、インタビューにおいても伏見の指摘通り外見が重要視されていると感じる人が
多かった（C 以外全員）。その理由は大きく分けて二つある。第一に出会いが外見に
規定されているからという理由である（B、D）。同性愛男性はほとんどがネット上の
出会いであり、外見以外の情報が少ないため、外見が重要視される。第二に生物学的
に男性は相手を外見で選ぶからという理由である（A、E）。異性愛男性は女性を外見
で判断する。それを同性愛男性に当てはめれば、男性を外見で判断する。この二つが
外見至上主義の理由として挙げられる。さらに E さんは同性愛男性にはヒエラルキー
があり、それが外見至上主義を強化していると語る。ここでいうヒエラルキーとは出
会い系アプリ内でのレベルのことである。レベルは他者からのアプローチの量に応じ
て変化する。レベルが高いほど多くのアプローチを受けていることを表し、魅力的な
男性であることの証左となる。このレベルの違いが E さんのいうヒエラルキーである。
以上のように同性愛男性は外見が重要視される状況にあると言えよう。

ならば、外見至上主義であることに抵抗したい（内面も見てほしい、外見以外を磨
く）と思うことはないのだろうか。筆者はインタビューにおいて外見至上主義への抵
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抗について質問を行った。だが誰一人として外見至上主義の同性愛の世界に抵抗感を
示す人はいなかった。B さんは次のように語る。

筆者：ゲイって見た目から入るじゃない？もっと中身を見ろとか思ったりする？
B さん： そんな思わないかな。別にそういう人に好かれなくていいかな。そうい

う人は、そういう人でいいんじゃない。

B さんは出会いが外見から入ることに対して抵抗感を示さず、外見でしか人を判断し
ない人は関わる必要のない人だとする。このような発言は C さんにも見られる。また、
D さんは自分も外見で出会う人を判断するため、当たり前のこととして理解している。
彼らは外見が重要視されることを自覚しながらも、外見を評価されることに対しては
何ら疑問を付さない。

3.3 同性愛男性と異性愛男性の外見への意識の差異

同性愛男性は、同性愛男性と異性愛男性では外見への意識が違うと考えているのだ
ろうか。インタビューにおいては、同性愛男性は異性愛男性よりも外見への意識が「高
い」と答えたのが３名（A,C,D）、「変わらない」と答えたのが２名であった（B,E）。
C さんは次のように語る。

筆者：ヘテロ（異性愛）の男性とゲイでは外見へのこだわりが違うと思うか。
C さん：違うと思う。感覚的には。
筆者：その感覚はどこから？
C さん： ヘテロの人たちは外見にこだわってない人の割合が多いかなって思って。

その理由もなんか感覚的なモノなんだけど、自分の外見が大事ってこと
をわかってない人が多いんじゃないかな。外見っていうのを顔が整って
るとかそういうのじゃなくて、なんていうのかな、、

C さんは異性愛男性が外見の重要性をわかっていない一方で、同性愛男性はそのこと
をわかっていると述べる。これは D さんの「（異性愛男性は）何もしない人はほんと
何もしないみたいな。小学生のままみたいな感じの人が多いと思いますね。」という
発言と同様のことを意味していると考えられる。他方、B さんは外見への意識が「変
わらない」と答えながらも、自分の仕事柄（美容師）おしゃれな人たちと関わること
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が多く、自分の感覚がズレているかもしれないとも考えている。また、同性愛男性は
モテるために体を鍛える人が多いという。体を鍛える人が多いと考えるのは A さん
も同様であり、同性愛男性が自分の身体を SNS にアップすることに言及する。

このように調査協力者は、同性愛男性は異性愛男性よりも外見への意識が高いもし
くは変わらないと感じており、低いと感じている協力者はいない。

インタビューからは外見への意識に二つの方向が見いだせるだろう。1 つは「身だ
しなみ」としての外見である（C,D）。もう一つは「身体的男らしさ」としての外見
である（A,B）。ただここで注意しなければならないのが、調査協力者自身が「身だ
しなみ」と「身体的男らしさ」を求めているというわけではなく、彼らが同性愛男性
一般に抱くイメージとしてそう感じているということである。では自己の外見（身体）
へはどのような意識を抱いているのだろうか。

3.4 自己の身体への意識

同性愛男性の自己の身体への意識はどのようなものだろうか。インタビューからは
意識が高い人（C,D）、意識が高いとも低いとも言えない人（B）、意識が低い人（A,E）
が存在し、個々人によってかなり差異があることが分かった。そのため、同性愛男性
一般が自己の身体にこだわりをもっているとは一概に言えない。意識の高い D さん
は外見を磨くために腹筋や水泳といった運動をしており、また、剃毛し、日焼け止め
も塗るという。さらには自身の横顔に不満を抱いており、「E ライン」といった男性
からほとんど発せられない単語を口にする。また、髪の毛への言及、顔のタイプへの
言及も行い、不満をあげれば「キリがない」という。同じく外見への意識が高いと思
われる C さんは口を閉じたときに頬が左右対称にならないことが不満と述べる。こ
のように多くの男性に意識されないであろう「E ライン」や「頬の対称性」に言及す
ることは自身の外見への意識が男性の中で高いといえるだろう。この二人と対照的に
外見へのこだわりが低いと思われるのが A さんと E さんである。E さんは自分の外
見に満足していないと答えながらも、外見をどうにかしようという意識があまりみら
れない。

筆者：自分の外見をよくするためにやってることある？
E さん：例えば？
筆者：筋トレとか化粧とか
E さん：してない
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筆者：なんもしてない？人に見られるためにしてることはない？
Eさん： 服装ぐらい。でも服装も適当だしな基本。服装は友達に選んでもらって

る。

このように E さんは何もしてないという。だが E さんはモテたいと考えている。筆
者がモテたいといいながらも外見を磨こうとしない理由を尋ねたところ、外見は最初
だけであり、会えば性格的に会話ができるから問題ないと E さんは回答した。E さん
にとって自分自身の外見は重要度が低いものであるといえよう。

以上のように調査協力者の自己の身体への意識はさまざまである。だが意識が高い
人も低い人も同性愛男性のコミュニティは外見重視であると感じているのは前述のと
おりである。

3.5 同性愛男性に好まれる身体

同性愛男性にはいったいどのような身体が好まれると考えられているのだろうか。
A さんは「クマデブ、あごひげマッチョ」、B さんは「マッチョ」、C さんは「ムッチ
リ 13」、D さんは「引き締まった体型」の男性が同性愛男性に好まれていると考えて
いる。B さんは女性にも「マッチョ」は好まれると考えている。E さんは若年層（20
代後半まで）と高齢層（30 代前半から）の同性愛男性では好まれる男性が異なると
考えており、前者は世間においてイケメンとみなされる男性、後者は「ガッツリ系、
ムチムチ系」の男性である。

E さんのいう若年層に好まれる男性を除けば、女性身体との比較において、同性愛
男性が好むとされる身体は男らしいとみなされる身体であろう。また、E さんのいう
若年層に好まれる男性、D さんのいう「引き締まった体型」の男性を除けば、同性
愛男性が好むとされる身体は、男性身体との比較においても大きめの体格であるとい
えるだろう。すなわち、調査協力者の多くは男らしい身体が好まれると考えており、
その中でも体格の大きい身体が好まれると認識しているということである。これは先
行研究やネット記事とほぼ一致していると言えよう（以下、このような同性愛男性に
好まれるとされる大きめの体格の男性身体を「好まれる男性身体」と定義する）。で

13　 ムッチリは女性らしい身体と捉える者もいよう。だが、ゲイ・シーンでは体格の良い男性
を区別するための用語として GMPD と呼ばれるものがあり、左から順にガッチリ、ムッ
チリ、ぽっちゃり、デブを意味する。そのため、C さんの言う「ムッチリ」は GMPD の
M に相当する可能性が高い。
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はそれぞれの調査協力者が好む男性身体は、「好まれる男性身体」と一致するのだろ
うか。

3.6 調査協力者が好む身体、好まない身体、理想とする身体

どのような男性身体を好むかインタビューしたところ、A さん、D さんは「スポー
ティーな（引き締まった）身体」を、B さん、C さんは「普通体型の身体」を、E さ
んは「太ってない身体」を好むと答えた。ここで特筆すべき点は、誰一人として「好
まれる男性身体」をあげなかったことである。それだけにとどまらず「好まれる男性
身体」を好まないとすると答えたのが C さんを除く全員である。B さんは次のよう
に語る。

筆者：なぜ、ゲイにモテるのはマッチョと思うようになった？
B さん： Twitter とかでマッチョの人が自撮りをあげていいねがいっぱいついて

いたり。あとやっぱテレビとかでそういう感じでやってるしさ。別に俺
は興味ないけどさ。よくいう二丁目の人とかはそういうのが好きなん
じゃない？

筆者：ゲイにモテるような男性は自分のタイプではない？
B さん：ない、全く。

B さんはマッチョが好まれると考えた理由として SNS にアップされた自撮りへのア
プローチの数とテレビにおける表象をあげる。そしてそのように好まれるとされる男
性を「俺は別に興味ない」と一蹴する。「マッチョ」のような大きめの体格に魅力を
感じないとする発言は A,D,E にもみられる。C さんは「美意識が高い人」を好まな
いと答え、大きめの体格を好まないとも好むともしない。
「好まれる男性身体」が称揚されていないことは自分の理想とする男性身体に誰一

人として「マッチョ」をあげないことからもわかる。理想とする男性身体は「程よい
筋肉のついた身体」（A,B,D）、もしくはそのような身体は存在しない（考えたことが
ない）（C,E）と調査協力者は答えた。

このようにインタビューからは同性愛男性に「好まれる男性身体」を好む協力者は
存在せず、むしろ好まないと答える協力者が多い。また、理想とする男性身体と「好
まれる男性身体」は一致しない。いわば「好まれる男性身体」と調査協力者が好む男
性身体、理想とする男性身体には乖離が見られる。
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第 4 章　考察

4.1 「好まれる男性身体」の形骸化

明らかになったことは次の点である。
第一に同性愛男性は外見至上主義の世界に属しており、そのことを認識しながらも、

「見られる」性としての意識は個々においてかなりの差異があるということである。
第二に「好まれる男性身体」と調査協力者が好む男性身体、理想とする男性身体に

は乖離が見られる点である。
まず第二の点について考察する。
調査協力者らは同性愛男性には大きめの体格の男性が好まれると認識しており、

ネット記事、先行研究においても同様のことが指摘されているが、インタビューにお
いて自身が好む男性、目指すべき理想の男性としてそのような男性をあげる者は存在
しなかった。それどころか、ほとんどが「好まれる男性身体」を好まないとして、恋
愛対象から除外している。

ここから、同性愛男性の外見に対する「規範」は形骸化している（又は機能不全となっ
ている）と指摘できる。先行研究等から筆者は大きめの体格（マッチョ）が同性愛男
性の身体における「規範」とみなすことができると考えていた。しかし、インタビュー
において若年層同性愛男性において「好まれる男性身体」が自身の好む男性身体、理
想とする男性身体と乖離していることが明らかになり、「好まれる男性身体」は規範
として機能していないことが示唆される 14。このことを踏まえると、同性愛男性には
女性における「美の規範」と類似した「規範」が形骸化しているために、「見られる」
客体としての意識を内面化することが女性と比べて難しい状態となっているといえる
だろう。そのため、同性愛男性が女性と同様に「見られる」状態にあるということは
できない。

ここで注意したいのは、筆者は、同性愛男性は異性愛男性と同様に「見る」主体で
あり、「見られる」客体の引き受けはかなり弱いと結論を出しているのではないとい

14　 筆者が東京と大阪にあるハッテン場のホームページやハッテン場まとめサイトを閲覧した
ところ、若者向け（20 代中心で 30 代まで）ハッテン場ではガチムチ系（本稿の「好まれ
る男性身体」に当たる）はターゲットとなっていない一方、40 代まで入店可能の店や誰で
も入店可能な店はガチムチ系もターゲットとなっている印象を受ける。もっとも単なる印
象であるため、ハッテン場の経営者や利用者に聞き取り調査を行ったり、フィールドワー
クを行う必要がある。
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うことである。あくまで同性愛男性は女性のように「見られる」客体にはなり得てな
いということであり、異性愛男性に比べれば相対的に「見られる」客体であると考え
ている 15。

もっとも本稿と相反するような主張が木谷幸広・河口和也（2021）の研究である。
木谷・河口はゲイ向けマッチングアプリを分析し、サイバー空間が出会いの主流にな
ることでゲイの身体に変容が起きているとする。彼らの主張によると、ゲイは、ゲイ
向けアプリで人気になる見た目になるよう短髪にし、髭を生やし、体を鍛える傾向が
あるという 16。ここで人気になる見た目とは男らしい男 17 である。すなわち、彼らの主
張は規範が規範として機能していることを指摘する。

しかし、彼らの研究は、マッチングアプリの機能やサービスを記述し、それらの機
能やサービスの特徴からゲイの身体が変容したと主張するのみである。マッチングア
プリを計量的に分析し、その傾向があることを明らかにしたものでもなく、インタ
ビュー等により同性愛男性の主観的な意味を明らかにしたものでもない。言い換えれ
ば、彼らは同性愛男性がマッチングアプリの影響を受ける受動的な主体（あるいは規
律＝訓練された主体）であることを前提としており、分析として不十分である 18。

したがって、木谷・河口の主張は直ちに受け入れられるものではない 19。

15　 異性愛男性よりも同性愛男性が「見られる」客体であることは先行研究やインタビュー記
事、美容産業において同性愛男性が重要な地位を占めていたこと、インタビューの結果を
考えると揺るぎのない事実であろう。

16　 その他に男らしい男であることを自己呈示するため、自己紹介欄にジム通いであること、
体育会系であること、性欲が強いこと等が書かれるという。

17　 石田仁はゲイ向けアプリで「人気ユーザー」となるのは、男らしい男が多く、それをみた
ゲイは自分の外形的な「男らしさ」を磨くとする（石田，2019:164）。そして、木谷・河
口はそれに同意する（2021:8）。ここで男らしい男がどのような外見を指しているのかは
明らかでないが、本稿における「好まれる男性身体」を指していると思われる。しかし、
外形的に男らしい男が「人気ユーザー」になるという傾向と、その傾向を見ることでそれ
に同化していくことには距離があり、そこをつなぐ論証が必要であることは言うまでもな
い。

18　 本論とは若干離れるが、アプリ上でのメッセージや実際に同性愛男性と会うときに女性的
なふるまいをすることは禁忌である、と多くの論者が指摘するように、筆者のインタビュー
においても女性的なふるまいは忌避される傾向がみられる。そうすると、「好まれる男性
身体」が規範となりえていないとしても、「女性的なふるまいをしないこと」自体は規範
として機能しているといえるかもしれない。

19　 本稿は若年層ゲイにおいては「好まれる男性身体」が規範として機能していないことを述
べるにとどまり、木谷・河口の主張が全面的に誤りであると主張するものではないことに
注意されたい。しかし、木谷・河口の主張のように同性愛男性向けアプリの出現により「好
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ここまでをまとめると次のような構図が浮かび上がってくる。すなわち、女性、同
性愛男性、異性愛男性の順で「見られる」客体となっている。そして中間に位置づけ
られる同性愛男性は女性と異性愛男性のちょうど中間地点に位置しているのではな
く、異性愛男性にきわめて近い位置にある。このような構図は「見る」主体でありな
がらも、「見られる」客体でもあるはずの同性愛男性が、「見る／見られる」を同じ割
合で引き受けているのではなく、「見る」主体として居座り続けており、「見られる」
客体になり得ていないことを意味する。

ここまで同性愛男性が「見られる」客体になり得ていない理由として「規範」の形
骸化を指摘した。次節では明らかになった第一の点について考察する。

4.2 男性ジェンダー特権を利用する同性愛男性

本節では、同性愛男性は外見至上主義の世界に属しており、そのことを認識しなが
らも、「見られる」客体としての意識は個々においてかなりの差異があることが何を
意味するかについて論じる。その際、前川直哉の『〈男性同性愛者〉の社会史』を参
考にする（前川，2017）。そのため、はじめに前川の論考を簡単にまとめよう。

前川は 1920 年代から 80 年代頃までの同性愛に関する雑誌の分析を行い、同性愛
男性が、悩みの種である「カミングアウト、結婚、相手探し」をどのように解消した
のかについて論じている。前川によるとこのような悩みの解決のために同性愛男性は

「男性と女性の非対称なジェンダー構造、そして自身が男であることによって得られ

まれる男性身体」といった規範が強化されたと解するのではなく、（その規範はそもそも
ないという筋も排除されないが、）無効化（あるいは弱体化）したと解するのが筆者の見
立てである。

高齢層が若年層であった時代と現在の若年層では、前者の出会いの多くが雑誌の投稿欄
等が出発点であるのに対して、後者は専らインターネット上や同性愛男性向けの出会い系
アプリである。後者の場合は、同性愛男性に会おうと思えば気軽に会うことができるのに
対し、前者ではそのようなことはほとんど不可能である。この違いは身体にも影響しうる。
若年層にとっては様々な身体をもった同性愛男性と出会う（認識する）ことがネット上に
おいても、現実世界においても可能である一方、高齢層においては同性愛男性の身体の出
会いはハッテン場や新宿二丁目といったゲイタウンがほとんどである。地方においてはそ
もそも同性愛男性の身体との出会いが全くないことすらあり得る。つまり、多様な身体と
の出会いのない高齢層は雑誌のポルノ写真を同性愛男性に好まれる身体とみなし、自身も
それを志向してしまう可能性が高いというわけである。もっとも、雑誌に表象されている
身体の傾向と、自身もその身体に同化することには距離があり、それをつなぐ論証が必要
であることは前述のとおりであり、今後検討が必要である。
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ている特権を、無自覚に利用」してきたという（前川，2017:218）。例えば結婚につ
いての解決策は、妻に隠れて同性と交際するにしても、妻に同性愛者であることを告
白した上で同性と浮気するにしても、その背景にある男性が家庭外で浮気をすること
が大目に見られるという性のダブル・スタンダードの上で成り立っている。また、夜
にお店へ酒を飲みに行くこと、そこでいくらかのお金を使うことは当時ほとんど男性
のみに許されており、同性愛男性はゲイバーへ行き、語ることでカミングアウトの悩
みや相手探しといった悩みを解決してきたと述べる。すなわち、このような悩みに対
して、「カミングアウト（クローゼットから出る）をした上で同性愛に対する差別と
闘う方法ではなく、カミングアウトをせず自身の欲望を周囲に秘したまま（クローゼッ
トに留まったまま）欲望の充足を図る方法による解決を図ってきた」のである（前川，
2017:220）。

このことは「見る／見られる」という視線の構図にも応用できるだろう。すなわち、
調査協力者のほとんどが、外見重視のコミュニティに属していると認識しているにも
関わらず、自身の外見への意識についてはかなりの差異がみられたのは、男である
がゆえである 20。また、外見を評価されることに抵抗を示さないことも、男の特権を
利用できるゆえのものであるとも考えられる 21。Eさんは男の特権を利用している典型

20　 女性においても意識に差異がみられるのは当然である。しかし、その差異は小さいと考え
られる。大学生を想起すると、女子大学生の格好にはほとんど差異が見られない（おしゃ
れへの関心が最低限ある）が、男子大学生はおしゃれな学生とおしゃれでない学生が混在
している状況にある（おしゃれへの関心がない人も多い）。

21　 当然、抵抗を示す同性愛男性も存在する。しかし、彼らの抵抗が成功するのは困難である。
なぜ困難であるか、（本論と離れるが）以下でみていくことにしよう。
「ルッキズム」という言葉は外見を重視する価値観又は外見に基づく差別という二つの

意味のどちらかで使用され、日常的な使用としては前者が主である（西倉，2021）。同性
愛男性の社会は外見至上主義とされるが、その言葉は「ルッキズム」と言い換えられるこ
ともあり、そこでの使用も前者の意味である。西倉によれば「ルッキズム」概念は、英米
の研究において後者の意味で使用されており、それが正当化できないことの論拠は 3 類型
に分けられる（西倉，2021）。一方、前者の意味での「ルッキズム」が正当化できないこ
との論拠は未解明であるが、高橋幸がいう「外見的魅力による人間の序列化への 「不当感」」
はその論拠の一つとしてあげられる（高橋，2021:186）。

そうすると、同性愛男性の世界の「ルッキズム」は高橋の論拠によって正当化できない
ように思える。しかし、高橋が主張を導出した過程を前にしたとき、その論拠が妥当しな
いことがわかる。高橋の主張は、セルフィー文化における自己呈示が、コミュニティ内で
どの程度受け入れられるかを人気度の違いから説明するオランダでの議論を土台とするも
のであり、性別や階級といった既存のカテゴリーと異なった「社会的地位」としての「外
見的魅力」が社会的な抑圧を生むとする。すなわち、画一的な評価基準で測定される外見
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例であろう。E さんは同性愛男性の世界が外見重視であると認識し、モテたいと思い
ながらも、外見を磨くことをしない。その理由として外見は最初だけであり、コミュ
ニケーションをとれることが重要だからという。このことは「女は顔、男はカネ（顔
以外の要素）」といったジェンダー構造を巧みに利用することで、「見られる」性から
距離をとり、「見る」性としての位置に男として居座り続けていることを表している。
つまり、男であることを利用できるということは同性愛男性も異性愛男性と同様であ
る。

もっとも、前川の指摘するジェンダー特権の利用の方法と視線の構図においての利

的魅力がコミュニティ内での人気の序列化という社会的な抑圧を生むことが示されてい
る。これは、「非モテ」男性の苦悩を動的なものとして可視化する議論（西井，2021）と
も親和性が高く、外見的魅力による序列化への不当感を個人の文脈でなく社会の文脈に位
置付ける基盤（高橋，2021:186）として一定の評価ができる。

しかし、同性愛男性の世界には評価される画一化された外見の基準がないこと（「好ま
れる男性身体」の形骸化）を本稿で明らかにしてきた。すなわち、画一的な外見的魅力が
社会的抑圧を生むということはできない。また、現在の同性愛男性の世界は、森山のいう
ように特権的な他者とのつながりと総体的なつながりが分離している点にも目を向ける必
要がある（森山，2012:51）。同性愛男性の世界の「ルッキズム」は前者の文脈で指摘され
るものであり、コミュニティ内での序列化プロセスに着目することがほとんど不可能であ
る。したがって高橋の論拠をもって同性愛男性の世界の「ルッキズム」を批判することは
できない。

さらに言えば、同性愛男性の世界の「ルッキズム」は、個人的な文脈の最たるものであ
る性的・恋愛的関係の出会いの場面での「ルッキズム」である、という点も批判が困難で
あることの論拠である。吉澤夏子はフェミニストによるミス・コンテスト批判は、「「美と
いう評価基準」 を、個人的・社会的を問わずいかなる場合においても使用してはならない」
という主張に集約され、それは性という存在形式が一切ない社会（男／女が一切の意味を
持たない社会）を理想とすることと同義であるとする（吉澤，1993:68）。しかし、ゲイは
男が好きであるからゲイであるように、性という存在形式を抹消した社会には、リアリティ
がない。それは、フェミニストによるミス・コンテスト批判が（抽象的なレベルでは説得
力をもつとしても、具体的なレベルでは）説得力をもたないことを意味する。ゆえに吉澤は、

「「美という評価基準」 をめぐって女性たちがどのような不平等感をもったとしても、その
不平等感は、あくまで 「個人的に解決すべき問題」 として引き受けるしかないのであ」り（吉
澤，1993:67）、それはミス・コンテスト問題を「社会的文脈と個人的文脈が交錯する場面」
に位置付けることを意味する、とする（吉澤，1993:71）。

このように、ミス・コンテストという社会的文脈に位置付けることが比較的容易と思わ
れる問題であってもその文脈に位置付けることが困難であるとの指摘がある。そうすると、
個人的な文脈の最たるものである性的・恋愛的なものを社会的な文脈に位置付けることは
一層困難であろう。

以上から、同性愛男性の世界の「ルッキズム」を批判することは困難というほかない。
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用の方法には大きな差異があることに注意を向ける必要がある。前川は同性愛男性が
自身の悩みを解消する方法としてジェンダー特権を利用してきたと指摘するが、その
背後には異性愛主義社会が存在することを忘却してはならない。つまり、同性愛男性
の悩みは異性愛主義社会であることから生じているのである。したがって前川の指摘
する同性愛男性のジェンダー特権の利用は一種の免罪符になると考えることができ
る。一方、同性愛男性だけの空間における視線の構図には、異性愛主義社会といった
ものは存在しない。すなわち、なにかしらの抑圧からの解放といった文脈で特権を利
用しているわけではない。したがって視線の構図での利用は免罪符とはならない。こ
れが前川と本稿でのジェンダー特権の利用の方法の違いである 22。

4.3 「男性身体の客体化」の困難

ここまで、同性愛男性に対する美の規範が機能していないこと、同性愛男性も「見
る＝男性／見られる＝女性」という視線の構図を利用していることを論じてきた。こ
こでは、同性愛男性の身体の置かれた状況を女性、異性愛男性と比較し、そこから「（異
性愛）男性の身体の客体化」について簡潔に論じたい。

すでに述べたように、女性、同性愛男性、異性愛男性の順で「見られる」客体となっ
ており、同性愛男性は異性愛男性と近い立場にいる。このことは、端的にいえば異性
愛男性が「見られる」客体になることの困難さを意味する。すなわち、「見られる」
客体になり得るはずの同性愛男性が、そうなり得ていないということは、同性愛男性
よりも「見られる」客体になりにくい異性愛男性がそうなることはきわめて困難にな
る。

このことは「男性身体の客体化」を論じることの困難性も意味する。本稿では、男
性身体の客体化（「見られる」客体）とその弊害を含めて「男性身体の客体化」と定
義したが、男性身体の客体化がそもそも難しい状態にあることはその弊害を指摘する
前提を欠くことになる。

石田かおりは外見に対する美意識が高い男性が出現したことを「男性の身体表現の
許容度が高まって選択肢が増えたこと自体は大いに評価できる」としながらも、「こ
れまで女性だけの問題であったところに男性が巻き込まれる方向性が見受けられる」

22　 免罪符としてジェンダー特権を利用することは例外的であり、他の場面で同性愛男性が
ジェンダー特権を利用することは当然であるという批判があろう。しかし、同性愛男性に
よる視線の構図での利用は、同性愛男性のみの空間での利用、つまり女性不在の場面での
利用であることから他の場面での利用と区別できる。
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という（石田，2005:7）。その女性だけの問題とは「女性は当人の意志にかかわらず
すべて美的価値競争の土俵に乗せられ、見られ、選別され続けてきた」という問題で
ある（石田，2005:7）。つまり、石田は性的客体化とそれによる弊害、すなわち、「男
性身体の客体化」を問題視しているといえよう。

しかし、「見る」主体でありながら、「見られる」客体でもあるはずの同性愛男性で
あっても、「見る」主体としての位置に居座り続けている有様を本稿では析出してきた。
つまり、「見られる女性／見る男性」という構図はそれを反転、あるいは軽減するよ
うな試みが見られても、（異性愛）男性が女性と同じ強度で「見られる」客体になる
ことは容易ではなく、また「女性身体の客体化」を問題視するように、「男性身体の
客体化」を問題視することもできない。

近年、男性美容ブームにより男性が美へ参入することができるようになり、男性の
身体表現の許容度が高まっている。だが、このことはこれまでの「見る／見られる」
という視線の構図の変化を促すことはない。このことは、男性は「見る」ことに居座
り続けながら、「見られる」ことの快楽のみを享受することを意味する。すなわち、
男性は美への参入メリットだけを取り入れ、デメリット（弊害）は依然として女性に
押し付けられる。むしろ、男性が美へ参入することにより、女性に対する「美の規範」
が一層強化される危険もあるため注視していく必要がある。加えて、北村が「とりわ
け複数の男性性の間で外見を通して作動する不平等な権力関係が、階層的に秩序づけ
る機制について考えなければならない」（北村，2021:124）と指摘するように、男性
の身体表現の許容度の高まりによる男性間の外見による序列化の激化とその機制にも
目を向ける必要があろう。
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〈研究ノート〉

新約聖書テキストにおける異郷訪問譚と

裏返し構造の関係

「テトスへの手紙」と「へブル人への手紙」の場合

大喜多 紀明

1. はじめに

ある物語が，主人公にとっての異郷を訪問する形式によって構成されている場合，
この物語の類型を異郷訪問譚という．異郷訪問譚には，異郷に行ったまま主人公が帰
還しない「不完全」なタイプと異郷から帰還する「本格的」なタイプの分類 (1)があ
るとされている．大林論文 (2)では，ポップの知見 (3)に基づき，いくつかの日本の異
郷訪問譚が，上述のタイプの分類の如何に拘束されず「裏返し」による構造 (4)がみ
とめられることを例示した．かつ，この構造が，異郷訪問譚における構造上の「共通
の特徴」である蓋然性が高いことを示した．大林論文の知見を受けた依田論文 (5)では，
当該蓋然性の高さを検証すべく，韓国の異郷訪問譚に同様の構造的特徴がみとめられ
ることを示した．さらに，筆者においては，異郷訪問譚に類別できるアニメーション
映画 (6)や漫画 (7)，小説 (8)などに裏返し構造がみとめられることを示した．以上の知
見は，異郷訪問譚では一般的に裏返し構造がみとめられることを示したものである．
一方，こうした一連の知見では，当該物語の類型が異郷訪問譚である場合に裏返し構
造がみとめられることを示唆したのみにとどまっており，かかる構造が異郷訪問譚に
おいて限定的に出現するものであることが述べられた訳ではない．また，異郷訪問譚
とはいえない物語における裏返し構造がみとめられる実例が示された訳でもない．
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以上を踏まえ，筆者によるアイヌ口承テキスト (9)や聖書テキスト (10)を題材として
分析した先行研究では，異郷訪問譚とはいえない物語であるにもかかわらず裏返し構
造がみとめられる実例を示した．かつ，上述の先行研究では，かかる裏返し構造がみ
いだせることが，アイヌ口承テキストや聖書テキストの特性に起因するという仮説を
提示した．一方，当該先行研究では，示された事例数は決して十分であるとはいえず，
かかる仮説の蓋然性を検証するには，提示された以外のテキストに関する分析的知見
を示す必要がある．また，とりわけ，聖書テキストの場合にはアイヌ口承テキストと
は異なる課題点がある．つまり，ひとえに聖書テキストといっても，まずは，聖書そ
のものが旧約聖書 (11)と新約聖書 (12)から構成されている．また，それぞれの巻が著
された年代や属性に差異があり，かつ，独自の編集過程を経て現在の各テキストが成
立している．このことは，それぞれの巻は，同じく聖書に収納されているとはいえ，
構造をひとまとめにして論じるべきでないことを示唆している．かかる前提のもと，
本稿では，聖書テキストにおける，異郷訪問譚と裏返し構造の関連性を検証すること
にする．
異郷訪問譚とはいえず，かつ，裏返し構造であることがみとめられた聖書テキスト
は，構造レベルにおいては，現時点で，新約聖書における下記の 6巻のみである．一方，
旧約聖書については巻の一部分を検証した実例はあるものの，巻全体の構造レベルで
は全く検証されていない．下記の表では，新約聖書における各巻と，当該検証がおこ
なわれたか否かを示した．なお，検証がおこなわれた巻については「○」が付されて
おり，検証がおこなわれた論文に関する注を付帯した．

巻      検証
マタイによる福音書
マルコによる福音書
ルカによる福音書    ○ (13)

ヨハネによる福音書
使徒行伝
ローマ人への手紙
コリント人への第一の手紙
コリント人への第二の手紙
ガラテヤ人への手紙
エペソ人への手紙
ピリピ人への手紙
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コロサイ人への手紙
テサロニケ人への第一の手紙
テサロニケ人への第二の手紙
テモテへの第一の手紙
テモテへの第二の手紙
テトスへの手紙
ピレモンへの手紙   ○ (14)

ヘブル人への手紙
ヤコブの手紙    ○ (15)

ペテロの第一の手紙
ペテロの第二の手紙
ヨハネの第一の手紙
ヨハネの第二の手紙   ○ (16)

ヨハネの第三の手紙   ○ (17)

ユダの手紙    ○ (18)

ヨハネの黙示録

以上を踏まえ，本稿では，現在まで検証されていない巻であるテトスへの手紙とへ
ブル人への手紙に注目し，異郷訪問譚と裏返し構造の関連性を検証する観点による検
証をおこなうことにする．なお，本稿における検証は，まずは，テキストが異郷訪問
譚であるか否かの判別をおこなう．続いて，そのテキストが裏返し構造と合致するか
の判別をおこなうことにする．また，10節では，テキストにみいだされた構造の特
徴を明らかにする目的で，裏返し構造における核の機能，および，要素どうしの対応
の関係性に関する考察をおこなうことにする．

2. テキスト①

本稿の最初のテキストは，口語訳聖書 (19)の新約聖書に収納されたテトスへの手紙
である．テトスへの手紙は，伝統的にはパウロが著者である (20)．本稿では，これを
テキスト①と呼ぶ．以下はテキスト①の全文である．なお，テキスト①には，便宜上，
筆者によるアルファベットおよび記号を付した．一方，引用元の聖書に付されている
章および節を示す数字，段落を省略した．
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［A/］神の僕，イエス・キリストの使徒パウロから―わたしが使徒とされたのは，
神に選ばれた者たちの信仰を強め，また，信心にかなう真理の知識を彼らに得さ
せるためであり，偽りのない神が永遠の昔に約束された永遠のいのちの望みに基
くのである．神は，定められた時に及んで，御言を宣教によって明らかにされた
が，わたしは，わたしたちの救主なる神の任命によって，この宣教をゆだねられ
たのである―信仰を同じうするわたしの真実の子テトスへ．父なる神とわたした
ちの救主キリスト・イエスから，恵みと平安とが，あなたにあるように．［/A］［B/］
あなたをクレテにおいてきたのは，わたしがあなたに命じておいたように，そこ
にし残してあることを整理してもらい，また，町々に長老を立ててもらうために
ほかならない．長老は，責められる点がなく，ひとりの妻の夫であって，その子
たちも不品行のうわさをたてられず，親不孝をしない信者でなくてはならない．
監督たる者は，神に仕える者として，責められる点がなく，わがままでなく，軽々
しく怒らず，酒を好まず，乱暴でなく，利をむさぼらず，かえって，旅人をもて
なし，善を愛し，慎み深く，正しく，信仰深く，自制する者であり，教にかなっ
た信頼すべき言葉を守る人でなければならない．それは，彼が健全な教によって
人をさとし，また，反対者の誤りを指摘することができるためである．［/B］［C/］
実は，法に服さない者，空論に走る者，人の心を惑わす者が多くおり，とくに，
割礼のある者の中に多い．彼らの口を封ずべきである．彼らは恥ずべき利のため
に，教えてはならないことを教えて，数々の家庭を破壊してしまっている．クレ
テ人のうちのある預言者が「クレテ人は，いつもうそつき，たちの悪いけもの，
なまけ者の食いしんぼう」と言っているが，この非難はあたっている．だから，
彼らをきびしく責めて，その信仰を健全なものにし，ユダヤ人の作り話や，真理
からそれていった人々の定めなどに，気をとられることがないようにさせなさ
い．［/C］［D/］きよい人には，すべてのものがきよい．しかし，汚れている不
信仰な人には，きよいものは一つもなく，その知性も良心も汚れてしまっている．
彼らは神を知っていると，口では言うが，行いではそれを否定している．彼らは
忌まわしい者，また不従順な者であって，いっさいの良いわざに関しては，失格
者である．［/D］［E/］しかし，あなたは，健全な教にかなうことを語りなさい．
老人たちには自らを制し，謹厳で，慎み深くし，また，信仰と愛と忍耐とにおい
て健全であるように勧め，年老いた女たちにも，同じように，たち居ふるまいを
うやうやしくし，人をそしったり大酒の奴隷になったりせず，良いことを教える
者となるように，勧めなさい．そうすれば，彼女たちは，若い女たちに，夫を愛し，
子供を愛し，慎み深く，純潔で，家事に努め，善良で，自分の夫に従順であるよ
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うに教えることになり，したがって，神の言がそしりを受けないようになるであ
ろう．若い男にも，同じく，万事につけ慎み深くあるように，勧めなさい．あな
た自身を良いわざの模範として示し，人を教える場合には，清廉と謹厳とをもっ
てし，非難のない健全な言葉を用いなさい．そうすれば，反対者も，わたしたち
についてなんの悪口も言えなくなり，自ら恥じいるであろう．奴隷には，万事に
つけその主人に服従して，喜ばれるようになり，反抗をせず，盗みをせず，どこ
までも心をこめた真実を示すようにと，勧めなさい．そうすれば，彼らは万事に
つけ，わたしたちの救主なる神の教を飾ることになろう．［/E］［F/］すべての人
を救う神の恵みが現れた．そして，わたしたちを導き，不信心とこの世の情欲と
を捨てて，慎み深く，正しく，信心深くこの世で生活し，祝福に満ちた望み，す
なわち，大いなる神，わたしたちの救主キリスト・イエスの栄光の出現を待ち望
むようにと，教えている．［/F］［F´/］このキリストが，わたしたちのためにご
自身をささげられたのは，わたしたちをすべての不法からあがない出して，良い
わざに熱心な選びの民を，ご自身のものとして聖別するためにほかならない．［/
F´］［E´/］あなたは，権威をもってこれらのことを語り，勧め，また責めなさい．
だれにも軽んじられてはならない．あなたは彼らに勧めて，支配者，権威ある者
に服し，これに従い，いつでも良いわざをする用意があり，だれをもそしらず，
争わず，寛容であって，すべての人に対してどこまでも柔和な態度を示すべき
ことを，思い出させなさい．［/E´］［D´/］わたしたちも以前には，無分別で，
不従順な，迷っていた者であって，さまざまの情欲と快楽との奴隷になり，悪意
とねたみとで日を過ごし，人に憎まれ，互に憎み合っていた．ところが，わたし
たちの救主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき，わたしたちの行った義のわざに
よってではなく，ただ神のあわれみによって，再生の洗いを受け，聖霊により新
たにされて，わたしたちは救われたのである．この聖霊は，わたしたちの救主イ
エス・キリストをとおして，わたしたちの上に豊かに注がれた．これは，わたし
たちが，キリストの恵みによって義とされ，永遠のいのちを望むことによって，
御国をつぐ者となるためである．この言葉は確実である．わたしは，あなたがそ
れらのことを主張するのを願っている．それは，神を信じている者たちが，努め
て良いわざを励むことを心がけるようになるためである．これは良いことであっ
て，人々の益となる．［/D´］［C´/］しかし，愚かな議論と，系図と，争いと，
律法についての論争とを，避けなさい．それらは無益かつ空虚なことである．異
端者は，一，二度，訓戒を加えた上で退けなさい．たしかに，こういう人たちは，
邪道に陥り，自ら悪と知りつつも，罪を犯しているからである．［/C´］［B´/］
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わたしがアルテマスかテキコかをあなたのところに送ったなら，急いでニコポリ
にいるわたしの所にきなさい．わたしは，そこで冬を過ごすことにした．法学者
ゼナスと，アポロとを，急いで旅につかせ，不自由のないようにしてあげなさい．
わたしたちの仲間も，さし迫った必要に備えて，努めて良いわざを励み，実を結
ばぬ者とならないように，心がけるべきである．［/B´］［A´/］わたしと共に
いる一同の者から，あなたによろしく．わたしたちを愛している信徒たちに，よ
ろしく．恵みが，あなたがた一同と共にあるように．［/A´］

3. テキスト②

本稿のもう一つのテキストはヘブル人への手紙である．本稿では口語訳聖書の新約
聖書に収納されたヘブル人への手紙をテキスト②と呼ぶ．ヘブル人への手紙の著者は，
伝統的にはパウロとされることがあるが実際は明らかではない．テキスト②は，テキ
スト①に比べて長大であるため，本稿では全文引用はおこなわない．
ヘブル人の手紙の全体構造がキアスムスからなることについては，既に Gelardini

が明らかにしている (21)．しかしながら，かかる構造が裏返し構造であるか否かに関
する言及はない．本稿では，この Gelardiniの知見に基づき，テキスト②が裏返し構
造であるかの確認をおこなうことにする．

4. 裏返し構造

裏返し構造とは，異郷訪問譚にみとめられる構造的な特徴のことである．例えば，
大林 (22)は，典型的な異郷訪問譚の一つである「神功征韓譚」に次の構造がみとめら
れることを示した．

１．　　家族  	 	 ⇔ ７．　　家族　　
夫の死＝家族の分解 ,  息子の誕生＝家族の形成
急速な死   緩慢な生
琴（植物・文化）を  石（鉱物・自然）を
夫は身体から離す  母は身体につける
　↓    　↑
２．　　神　　  ⇔ ６．　　神　　
指令する   祀られる
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　　↓    　↑
３．　　動物　　  ⇔ ５．　　動物　　
野生・海，動物自身  家畜・陸・動物を飼う人間

　　渡海　　  ⇔ 　　　　渡海　　
一回的    反復的
　↓    　↑
  ４．　　新羅征服　　

ここで，上図における１と７の要素のテーマは「家族」，２と６のテーマは「神」，
３と５のテーマは「動物」と「渡海」，４のテーマは「新羅征服」である．この場合，
物語としては，１から始まり７で終結するのだが，テーマとしては，１と７，２と６，
３と５が対応しており，４は対応する要素がなく単独である．かつ，大林は当該物語
を，「前半と同じテーマが後半にも出て来る場合，後半では前半の除去ないし否定」，「対
立」，「対照」である事例と位置付け，かかる「除去」・「否定」・「対立」・「対照」の関
係を，「裏返し」と呼んだ (23)．例えば２と６の対応の場合，双方は，「神」をテーマ
としていながらも，内容は「指令する」と「祀られる」であり，裏返しの関係である．
かつ，「神功征韓譚」は，１→２→３→４→５→６→７の順序で要素が配列している．
大林の知見を受け，筆者は，以下の特徴 Aおよび特徴 Bの双方の特徴を持つ構造
を「裏返し構造」と定義した (24)．

特徴 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．

特徴 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．

本稿における「裏返し構造」の定義も上述のものと同様とする．なお，裏返し構造で
あるかの判別については，恣意性が介入する余地があることをここで述べておく．こ
の点は，本稿における方法論上の課題点でもある．
裏返し構造は，キアスムスの構造上の下位の概念として位置付けられる．裏返し
構造の場合は，上述の特徴 Aおよび特徴 Bの双方の特徴を備える必要があるのだが，
キアスムスは，特徴 Bを備える必要があるが，特徴 Aについては必須ではない．つ
まり，下記のような同心円状の構造をキアスムスと呼ぶ．
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A→ B→…→Χ→…B´→ A´

なお，キアスムスの折り返し箇所であるΧについては，本稿では「核」と呼ぶことに
する．キアスムスには，核が対になるタイプと対にならないタイプがある．この点は，
キアスムスの構造上の下位の構造である裏返し構造においても同様である．ちなみに，
上述の「神功征韓譚」の場合は，核が対にならないタイプである．
森は，キアスムスの種類を，構成する対応のあり方から次の①～③の三種類に分類
した (25)．そのうえで，「いかなる対応も，このうちのどれかに属する」(26)と述べた．

①相似的対応：キアスムスを構成するすべての対応が「相似的」である．
②対照的対応：キアスムスを構成するすべての対応が「対照的」である．
③混合的対応：キアスムスを構成する対応には「相似的」と「対照的」が混在している．

このうち，森が「対照的対応」と呼んだ構造が裏返し構造である．一般的には，キ
アスムスに注目した研究は，テキスト中にキアスムスがみいだせることを提示する
観点と，かかるキアスムスをテキスト理解に利用する観点が多いが，Pelkey(27)や
Nänny(28)らによる一連の研究では，心性とキアスムスの関連性が言及されている．
なお，他の聖書テキストを含め，聖書テキストにみとめられるキアスムス構造を示し
た先行研究は多くみられる (29)のだが，本稿でおこなうような，裏返し構造と異郷訪
問譚の関連性を検証した先行研究は，本稿の 1節で示したもの以外にはない．

5. 異郷訪問譚

大林の説によれば，裏返し構造は，異郷訪問譚における構造上の「共通の約束」で
ある．ここで，一般的には，異郷訪問譚とは，主人公（訪問者）が異郷を訪問する形
式の物語をいう．しかしながら，大林論文では，異郷訪問譚の定義は明示されていない．
一方，勝俣は，異郷訪問譚の特徴について次のように述べた (30)．

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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つまり，勝俣論文は，異郷訪問譚には以下の①から④の特徴を持つと述べた．

① 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 (31)．
②訪問者は神か人間である (32)．
③訪問者が異郷へ行くためには，特殊な手段・方法が必要とされる (33)．
④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 (34)．

ここで，特徴④では，「多くの場合」という文言がある．したがって，これについて
は異郷訪問譚における一般的な特徴であるとはいえない．そこで，本稿では，特徴①
～③のすべてを備えた物語を異郷訪問譚と呼ぶことにし，テキストが異郷訪問譚であ
るか否かを判別するための尺度とすることにする．そのうえで，特徴④を参考にする
ことにする．

6. テキスト①は異郷訪問譚であるか

本稿のテキスト①は，パウロによる手紙形式の文書である．一方，異郷訪問譚とは
物語の形式の一種である．通念に基づけば，手紙とは，宛先人に対して差出人の意思
を伝達する目的で書かれ，物語とはいえない．かつ，異郷訪問譚は物語形式の一種で
あるので，当然に，異郷訪問譚とはいえない．以上をふまえつつも，本節では，5節
における異郷訪問譚の特徴①～③と照合することにより，テキスト①が異郷訪問譚の
特徴を備えているかの確認をおこなう．

◆特徴①
テキスト①は，あくまでも，パウロがテトスに書いた手紙であり，誰かしらを主人公
とし，主人公にとっての異郷へと訪問する物語は描かれていない．仮に著者パウロを
主人公とみなしたとしても，手紙中でパウロは，テトスに依頼および指示をしており，
異郷には訪問していない．したがってテキスト①は特徴①に合致しない．

◆特徴②
テキスト①は手紙であるので，誰かを主人公とはしていない．したがって，主人公は
存在しないので神や人間ではない．仮に，パウロを主人公とすれば，パウロは人間で
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あるので，特徴②には合致する．

◆特徴③
テキスト①は手紙形式であり，主人公の訪問の様子は書かれていないので，特徴③に
は合致しない．主人公を仮にパウロとした場合，パウロはどこかに訪問をする訳では
ない．この仮定に基づいても特徴③には合致しない．

以上，テキスト①を特徴①～③と照合した結果，テキストはすべてが合致する訳では
ない．たとえパウロを主人公とみなしたとしても，特徴②には合致するが，それ以外
については合致しない．したがい，かかる仮定に基づいたとしても，テキスト①は異
郷訪問譚ではない．
さらに，参考のため，特徴④との照合もおこなう．

◆特徴④
テキスト①はあくまでも手紙形式であり，少数による訪問に関する内容は書かれてい
ない．仮にパウロを主人公としても，パウロの訪問自体がないため，テキスト①は特
徴④に合致しない．

このように，テキスト①は，特徴④にも合致しない．

7. テキスト②は異郷訪問譚であるか

テキスト②も，テキスト①と同様に手紙形式の文書であるので，通念に基づく異郷
訪問譚ではない．これを踏まえつつ，本稿では 5節の異郷訪問譚の特徴との照合をお
こない，かかる特徴を備えているか否かの確認をする．

◆特徴①
テキスト②は，伝統的にはパウロであるとされることがある人物がヘブル人に向けて
書いた手紙の形式を持つ文書であり，誰かしらを主人公に見立てて書いた物語ではな
い．主人公が存在しないため，当然に，主人公が異郷に訪問する出来事は描かれてい
ない．したがって，テキスト②は特徴①に合致しない．
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◆特徴②
テキスト②は手紙形式であり，誰かを主人公とした物語形式ではない．よって，主人
公は当然に神や人間ではないので，特徴②には合致しない．

◆特徴③
テキスト②では，物語の主人公はおらず，主人公による異郷への訪問はない．したがっ
て，特殊な手段・方法による訪問もないので，テキスト②は特徴③に合致しない．

以上のように，テキスト②は，特徴①～④のすべてに合致しないため，異郷訪問譚で
はない．
さらに，特徴④についても照合する．

◆特徴④
テキスト②には，主人公の訪問がないため，選ばれた少数者による訪問もない．した
がってテキスト②は特徴④に合致しない．

このように，テキスト②は，特徴④にも合致しない．

8. テキスト①の構造

本節では，まず，テキスト①に付したアルファベット・記号に基づいた図式を示す．

A挨拶   ⇔ A´挨拶
個人と個人   集団と集団
　↓    　↑
Bテトスの所在  ⇔ B´テトスの所在
留滞    招請
　↓    　↑
C異端者への対処 ⇔ C´異端者への対処
積極的介入   消極的介入
　↓    　↑
D不信仰者の行く末 ⇔ D´不信仰者の行く末
失格者    御国をつぐ者
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　↓    　↑
Eテトスへの勧め ⇔ E´テトスへの勧め
率先垂範   権威的な勧め
　↓    　↑
Fイエスによる救済 ⇔ F´イエスによる救済
万民を対象  → 選びの民を対象

Aと A´は，ともに，「挨拶」がテーマである．ただし，Aでは，パウロがテトスに，
つまり，個人が個人に挨拶をしている．それに対し，A´では，パウロ一同からテト
ス一同へ，つまり，集団から集団に挨拶をしている点が対照的である．

Bと B´のテーマは「テトスの所在」である．Bでは，パウロがテトスをクレテ
に留まらせた理由が述べられている．それに対し，B´では逆に，テトスがクレタに
留まることをパウロが否定し，ニコポリを訪れることを要請している．つまり，Bと
B´でのパウロにおけるテトスへの要請は，クレタでの「滞留」と「滞留の否定」で
あり，双方は対照的である．

Cと C´のテーマは，「異端者への対処」である．Cでは，「法に服さない者」，「空
論に走る者」，「人の心を惑わす者」などが多くいることを述べ，こうした人々には断
固とした対処が必要であり，かつ，改心を促すべきであるという，パウロのよるテト
スへの指導が述べられている．それに対し，C´では，かかる異端者に対しては「訓
戒を加えた上で退け」るよう，パウロはテトスに指導している．つまり，Cにおけ
るパウロの指示は，厳しく責め改心させるという積極的な介入であるが，対照的に，
C´では，訓戒し退けるという消極的な介入である．

Dと D´のテーマは，ともに「不信仰者の行く末」である．Dでは，パウロは，
かかる不信仰者を「失格者」とみなしている．対し，D´では，実はパウロたちも
かつては不信仰者であったが，「神のあわれみ」により救済されることで，「御国をつ
ぐ者」となった．これは，「失格者」の「否定」を意味するものである．

Eと E´についてである．Eと E´のテーマはパウロによる「テトスへの勧め」で
ある．Eでは，パウロがテトスに対して，人に教える場合には，「あなた自身を良い
わざの模範として示し」，「清廉と謹厳とをもってし，非難のない健全な言葉を用い」
ること，つまりは，テトス自身が「率先垂範」すべきであることが述べられている．
逆に，E´では，「権威をもってこれらのことを語り，勧め，また責め」ること，つ
まりは，「権威的な勧め」の必要性があることが述べられている．ここで，人に教え
る手法としての「率先垂範」と「権威的勧め」は対照的である．
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Fと F´は，「イエスによる救済」がテーマである．ここで，Fでは，「すべての人
を救う神の恵みが現れた」と述べられており，イエスの救済の対象が「すべての人」
（つまり普遍的）であることが示されている．それに対し，F´では，「良いわざに熱
心な選びの民を，ご自身のものとして聖別するためにほかならない」と述べられてお
り，イエスの救済の対象が，あくまでも「良いわざに熱心な選びの民」であり，限定
的であることが示されている．ここで，「普遍的」と「限定的」は対照的な概念である．
以上を，3節の裏返し構造の特徴 Aおよび特徴 Bと照合してみる．まず，テキス

ト①における，A・A´から F・F´のすべては，それぞれ同一のテーマでありなが
らも裏返しの関係である．この点は，特徴Ａと合致する．また，テキスト①は，Ａ→
Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｆ´→Ｅ´→Ｄ´→Ｃ´→Ｂ´→Ａ´の順序で配列して
いる．この点は，特徴Ｂと合致する．したがって，テキスト①は特徴Ａと特徴Ｂの双
方に合致しているので，裏返し構造である．なお，テキスト①における核は F・F´
である．
ところで，「テトスへの手紙」のテキスト全体にみとめられるキアスムス構造につ
いては，例えば Jeonは，次の図式を示した (35)．

A　1: 1–4:  Paul to Titus according to Faith on the Basis of the Hope of Eternal 
Life

　B　1: 5–13a: Exhort with Sound Doctrine and Reprove Opponents
　B´1: 13b–3: 3:  Reprove and Exhort with Sound Doctrine as We Await Our 

Savior
A´3: 4–15: Justi�ed by Grace in Faith According to the Hope of Eternal Life

ここでの Aと A´に関する解説では，A´が Aの「除去」，「否定」，「対立」，「対照」
のいずれかであることを述べていない．また，Bと B´についても，B´が Bの裏
返しであることの言及はない．したがって，Jeonの図式が示す構造は，当該図式が
キアスムスであることを述べているものの，裏返し構造であることについては述べて
いない．Jeonの図式と本稿での図式の関係性については今後考察するつもりである．

9. テキスト②の構造

以下は，Gelardiniが明らかにしたテキスト②のキアスムス構造 (36)である．
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A　1:1–2:18：Elevation and abasement of the Son
　B　3:1–6:20：Faithlessness of fathers and sons
　　C　7:1–10:18：New covenant and cult institution
　B´10:19–12:3：Faith of sons and fathers
A´12:4–13:25：Abasement and elevation of the sons

Gelardiniによれば，テキスト②は，Aと A´，Bと B´がそれぞれ要素どうしの
対応であり，Cを転回点とするキアスムスである．Aには，本来は「Son（＝御子・
イエス）」が「angels（＝天使たち）」の上位にあるにもかかわらず，それが下位にな
ることにより，「sons（＝信徒たち）」を救済することができたことが述べられてい
る．それに対し，A´には，「sons」が高められたことが書かれている．これに対し，
Gelardiniは，双方の関係を「inverse correspondence（＝逆対応）」であると述べた．
また，Bには多くの「faithlessness（＝不信仰）」に関する事柄が記されており，B´
には「faith（＝信仰）」に関する事柄が述べられている．これに対し，Gelardiniは双
方を「inverse correspondence」の関係であると述べた．ここでの，Aと A´の関係は，
Aで低かった信徒たちの立場が A´において高くなっており，双方は対照的である．
また，Bと B´についても，不信仰と信仰に関する事柄であり，双方は対照的な関係
である．つまり，「inverse correspondence」は，事実上，裏返しの関係であるといえ
る．したがって，Gelardiniが示したキアスムスは裏返し構造でもある．なお，テキ
スト②における核は Cである．
ここで，Gelardiniの構造を，8節でのテトスへの手紙における裏返し構造の図式

と同様の形式で表現した場合，以下の図式となる．

A立場の変化  ⇔ A´立場の変化
イエスの降下   信徒の上昇
　↓    　↑
B信仰と不信仰  ⇔ B´信仰と不信仰
不信仰に関する記事  信仰に関する記事
　↓    　↑
 C新しい契約と教団制度

つまり，A・A´は「立場の変化」がテーマであり，Aではイエスの立場が下降する
のに対し，A´では信徒の立場が上昇する．また，B・B´は「信仰と不信仰」がテー
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マであり，Bでは不信仰に関する記事が示されているのに対し，B´では信仰に関す
る記事が示されている．なお，Cは核であり，「新しい契約と教団制度」がテーマである．

10. 核の機能

本節では，8節で示されたテキスト①の核 F・F´，および，9節で示されたテキス
ト②の核 Cの機能を考察する．
森は，キアスムスの核は，キアスムスの中心を示す形式的機能と，テキストのメッ
セージの指標としての内容的機能を持つと述べた (37)．

さて，何対かの対応に囲まれて構造の中央に位置しているのが＜核＞である．
テキストの各要素は対応を重ねながら，この核にむかって集中する．そして，し
ばしばそこにテキストの隠れた意図の集約的表現が見受けられる．その意味では，
核はテキストの構造上の中心としての形式的機能を持つだけではなく，テキスト
に隠されたメッセージの指標として内容的機能をも担っているといえよう．

ここで，テキスト①およびテキスト②の核は，それぞれのキアスムスの中央部分に位
置するので，従来通り，これらの核はキアスムスの中心を示す形式的機能を持つ．
続いて，両テキストの核における内容的機能についてである．テキスト①の場合，
核は F・F´であり，ここには，「イエスによる救済」が配置されている．つまり，
森の見解に基づけば，かかる「イエスによる救済」が当該テキストにおける「隠れ
た意図の集約的表現」であり，「メッセージの指標」である．また，かかる核を中心
にテキストの対応が重ねられている．キアスムスを構成する対応のうちの一方の要
素だけでは，単なる出来事の記述としての意味しかない．例えば，A，B，C，D，E
は，それだけでは出来事の羅列であるといえる．また，A´，B´，C´，D´，E´
についても同様である．これらが核により連結されることにより，テキスト全体の
メッセージが完成するのである．また，テキスト②の核は，「New covenant and cult 
institution（＝新しい契約と教団制度）」であり，これがテキスト②における「隠れ
た意図の集約的表現」であり「メッセージの指標」であるといえる．

11. おわりに

本稿では，新約聖書に収納された巻であるテトスへの手紙とヘブル人への手紙をテ
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キストとし，まず，かかるテキストが本稿の定義に基づく異郷訪問譚といえるかの確
認をした．そのうえで，特徴Ａおよび特徴Ｂと照合することにより，当該テキストが
裏返し構造といえるかの検証をおこなった．その結果，当該テキストは，本稿の定義
に基づく異郷訪問譚ではなく，かつ，特徴Ａと特徴Ｂの双方と合致することから裏返
し構造であることがわかった．
ここで，こうした対応の種類に関する検討は，恣意性が介入する余地があるといえ
る．かかる恣意性の介入について，これを排除する試みもされてきた (38)ものの，こ
うした問題は，引き続き，方法論上の課題として残っているといえる．また，ひとえ
に裏返しの関係といっても，その程度や種類の差異が存在するであろう．例えば，テ
キスト①の Aと A´の関係については，「挨拶」がテーマであり，「個人と個人」と「集
団と集団」が対応している．この場合の裏返しの関係は，「個人」と「集団」という「規模」
の差異であるといえる．一方，Ｂ・Ｂ´は，「テトスの所在」についてであり，パウ
ロがテトスに「留滞」を要請したか，「招請」を要請したかの差異である．このように，
ひとえに裏返しといっても，「規模」の対照性なのか，「要請」の対照性なのかという
違いがある．つまり，裏返しに対する下位の分類を採用することによって，より詳細
な裏返し構造の特性が明らかになるといえる．以上のように，恣意性の排除や，裏返
し構造の下位概念の存在に関する検討も今後の検証すべき課題である．
従前の知見とあわせると，新約聖書では 27巻中 8巻が検証されたことになる．筆

者としては今後も引き続き，他の巻に関する検証をおこなうつもりである．

注

(1) 大林太良，1979，「異郷訪問譚の構造」『口承文芸研究』，(2)，p.1–19．

(2) 大林（1979）．

(3)  大林（1979）は，ルーマニアの論文誌『Folclor Literar』（1967 年出版）に収納されたポッ

プの論文「Metode noi in cercetarea structurii basmelor」を引用している．

(4) 本稿ではこれを「裏返し構造」と呼ぶ．

(5) 依田千百子，1982，「韓国の異郷訪問譚の構造」『口承文芸研究』，(5)，p.47–57．

(6)  大喜多紀明，2017，「映画化により 『借りぐらしのアリエッティ』 は何を 「獲得」 したのか：

原作小説 『床下の小人たち』 との対比から」『国語論集』，(14)，p.78–92.

(7)  大喜多紀明，2020，「小山ゆう 『チェンジ』 にみられる裏返し構造：漫画作品における異郷

訪問譚の事例」『人間生活文化研究』，(30)，p.146–150.

(8)  大喜多紀明，2018，「芥川龍之介 『トロッコ』 の裏返し構造：良平の 「新生」 場面の機能」『国



95〈研究ノート〉新約聖書テキストにおける異郷訪問譚と裏返し構造の関係

語論集』，(15)，p.45–52.

(9)  大喜多紀明，2016，「アイヌ口承テキストに見られる裏返し構造：異郷訪問譚によらない事例」

『北海道言語文化研究』，(14)，p.45–72.

(10)  大喜多紀明，2017，「聖書 「創世記」 冒頭の５つの物語の構造：異郷訪問譚によらない裏

返し構造の事例」『北海道言語文化研究』，(15)，p.195–216.

(11)  旧約聖書は合計 39巻により構成されている．

(12) 新約聖書は合計 27巻により構成されている．

(13)  大喜多紀明，2018，「ルカによる福音書 9章 51節～ 19章 46節にみられる裏返し構造：対

称性仮説に関する検証に向けて」『人間生活文化研究』，(28)，p.610–618.

(14)  大喜多紀明，2019，「新約聖書に収納された 「ピレモンへの手紙」 にみられる裏返し構造」

『人間生活文化研究』，(29)，p.293–298.

(15)  大喜多紀明，2019，「新約聖書 「ヤコブの手紙」 にみとめられる裏返し構造：「物語」 とは

いえないテキストの事例 . 人間生活文化研究 . 2019, (29), p.15–21.

(16)  大喜多紀明，2020，「新約聖書に収納された 「ヨハネの第二の手紙」 の構造：裏返し構造

をあてはめる観点からの分析」『人間生活文化研究』，(30)，p.308–311.

(17)  大喜多紀明，2021，「新約聖書 「ヨハネの第三の手紙」 にみられる裏返し構造」『人文×社

会』，(1)，p.451–459.

(18)  大喜多紀明，2020，「新約聖書 「ユダの手紙」 にみとめられる裏返し構造」『人間生活文化

研究』，(30)，p.353–357.

(19) 日本聖書協会 . 聖書 . 日本聖書協会 , 1989．

(20)  テキストの著者は伝統的にはパウロであるが異説もある．しかし，本稿の目的は，かかる

著者がパウロであることの真贋を問うところにない．以上を踏まえ，本稿ではテキストの

著者を，便宜上「パウロ」とする．

(21)  Gelardini, G, 2009, From“Linguistic Turn” and Hebrews Scholarship to Anadiplosis Iterata: 

�e Enigma of a Structure, Harvard Theological Review 102, 51–73.

(22)  大林（1979）．

(23) 本稿でも，かかる関係を「裏返し」と呼ぶ．

(24) 大喜多（2016）．

(25) 森彬，2007，『ルカ福音書の集中構造』，キリスト新聞社．

(26) 森彬（2007）．

(27)  Pelkey, J, 2013, Cognitive chiasmus: Embodied phenomenology in Dylan �omas. Journal 

of literary semantics, 42(1), pp. 79–114.

(28)  Nänny, M, 1988, Chiasmus in literature: Ornament or function?, Word & Image, 4(1), pp. 



96 『人文×社会』第 4号

51–59.

(29)  例えば；Lund, NW, 1941, Chiasmus in the New Testament. Diss. �e University of Chicago.

(30) 勝俣隆，2009，『異郷訪問譚・来訪譚の研究：上代日本文学編』，和泉書院 .

(31) 本稿ではこれを「特徴①」と呼ぶ．

(32) 本稿ではこれを「特徴②」と呼ぶ．

(33) 本稿ではこれを「特徴③」と呼ぶ．

(34) 本稿ではこれを「特徴④」と呼ぶ．

(35)  Jeon, SP, 2012, To Exhort and Reprove: Audience Response to the Chiastic Structures of Paul’s 

Letter to Titus. Pickwick Publications. 

(36) Gelardini（2009）．

(37) 森彬（2007）．

(38)  大喜多紀明，2019，「樺太アイヌ口承テキスト 「水汲みの話」 の分析：述語的論理が優先

された事例」『北海道言語文化研究』，(17)，p.19–36，北海道言語研究会．；この論文では，

述語の様態の観点から，対応の種類に介入する恣意性の排除を試みている．



〈研究ノート〉

イヴ・ボヌフォワ『昨日は荒寥と支配して』考

久保田 悠介

『ドゥーヴの動と不動』Du movement et de l’immobilité de Douveに続くイヴ・ボヌ
フォワの詩集『昨日は荒寥と支配して』Hier régnant désert（1958年）には多くの「物質」
が散りばめられている。「観念もまた観念が用い救えなくなる時に／放棄する物質を
乗り越える 1」という詩句が示すように、「観念」と「物質」は対比的に描かれ、この
作品の大きな主題となっているのだ。そして、本稿ではこの作品における物質性＝具
体性matérialitéから出発し、作品の輪郭を明確にすることとしたい。物質性＝具体
性とは、観念にあらがう現実的なものであり、それはボヌフォワがかつて執筆した『ア
ンチ‐プラトン』Anti-Platonで「このものがまさに問題だ（強調原文）2」とされて
いたとおり、彼が詩作において重視するものである。
そのような物質性＝具体性はタイトルからも読み解くことができるのではないだろ
うか。このタイトルについて、日本における最初期のボヌフォワ紹介者のひとりであ
る平井照敏は以下の二つの解釈を挙げている 3。
まず一つ目は、désertという語を形容詞としてとって『昨日は荒寥と支配して』と
訳す方法である。基本的に平井はこの訳題で通しており、文法として特に問題はない
ものと思われる。
二つ目は、フランス語ネイティブからの指摘という形をとったもので、hierと

1　 Yves Bonnefoy, Poèmes (1947–1975), Gallimard, Poésie/Gallimard, 2002, p. 157.(以下 Pと表
記 )

2　 P, p. 33.
3　 平井照敏『イヴ・ボンヌフォワ研究』、思潮社、1967年、149-151頁。
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désertを同格の名詞としてとるという解釈である。日本語として訳しにくいが、この
解釈では désertは形容詞よりはっきりとした具体的な物質性を持つことになるだろ
う。
この二つの解釈を提示したのち、平井は暫定的に前者の題を採用することとなるが、
彼がここで強調しているのは、「desert」という語をフランス語ネイティブが見たと
きに感じるきわめて強い物質性という点であり、その点で後者の指摘は説得的である
という旨を述べている。
そのため形容詞としてとるにしても「心虚ろに」のような精神的な面を強調した訳
にはせず、より物質感を感じさせる「荒寥と」という語を選んだということを平井は
述べている。確かに、作中においてこのタイトルは、詩「ひとつの声」のなかの、「昨
日は荒寥と支配して、私は自由に死ねる／野生の葉だった 4」という形で現れているが、
désertという語の形容詞としての「人気のない」「空疎な」といった意味よりも、よ
り物質的なものを喚起する訳としてとった方が、「野生の葉」という語とのコントラ
ストがより明瞭になり、詩として強い印象を与えるように思われる。
以上、この作品において désertという語が持っているような物質性＝具体性が如

何に位置付けられるかを、タイトルの文法的な面からまずは見てみた。そして以下で
は内容に即した形で、この詩集における物質性の主題を見ていくこととしたい。
この詩集では、「風」や「水」「火」を中心とした多くの物質が頻出するのを見るこ
とができる。最初の詩で、「外では、言葉の真実と／風の真実が戦いを終えていた 5」
と述べられているように、言葉の抽象性と風の物質性の戦い、そしてその戦いがす
でに終わったものであることを示してこの詩集は始まっている。「言葉の真実」vérité 
de paroleとは後にエッセイ集のタイトルともなるボヌフォワの鍵語であるが、ここ
では近い時代（1959年初出）に書かれたエッセイから引用しよう。

〔…〕ある真の詩の中には、もはや、あれら実在態の浮遊素、あれら可能態の範
疇、過去も未来ももたず、現在の状況の中に完全にのめり込んでいるということ
は決してなくて、いつもそれより前に出ていて、他のものを約束する、あれらの
原素、すなわち風と、火と、水――宇宙の提示する無限定なもの――しか存続し
ていない、というのは本当です。具体的でありながら普遍的な原素。〔…〕さら
にまた、それらは語である、ひとつの約束以外の何物でもないからには、と言う

4　 P, p. 166.
5　 P, p. 117.
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こともできます。それらは言語の否定性の辺境に、まだ未知のある神について語
る天使たちのように現れるのです。／一個の否定的な「神学」。私が詩に認める
唯一の普遍性。／どれほど否定的であり不安定であろうとも、おそらく私が言葉
の真実（vérité de parole）と名付けることのできるひとつの知。（強調原文）6

この引用では言葉の抽象性と、現前を表す物質的なるものとが、原素を通じて和解
することが示されている。それは語であり、言語の否定性を越えて実現する「否定神
学」なのだが、それこそが言葉の真実であるとボヌフォワはのべている。そしてそれ
は天使たちのように現れるのだと。
この詩集には、或る意味でボヌフォワのこの言葉をたどるかのように、さまざまな

「原素」、「天使」が現れることとなる。

風が沈黙する、最古の唸りの領主よ、
僕は死者たちのために武器をとる最後の者となるのだろうか？
すでにもはや火は記憶や灰と
閉じた翼の響き、死んだ顔の響きに過ぎない。

君の夜の天使が港を閉ざしにくるとき
そして港の動かぬ水のなかに
ふさがれ死んだ翼の最後の微光を見失うとき
君は灰色の水の鉄だけを愛することに同意するのか？
〔…〕
君のため僕は高めよう　場所も時間もない火を、
火を探し求める風を、枯れた樹木の梢を、
星のおちてゆくひとつの声の地平線を
そして死者たちの擾乱に溶け混ざった月を。7

この詩集のほぼ最初に位置する詩であるが、「天使」が現れること、「火」「風」「水」
をはじめとする「原素」が散りばめられていることに気づくはずだ。しかし、「言葉

6　 Yves Bonnefoy, L’improbable et autres essais, Mercure de France, 1980, p. 127. 『ありそうもな
いこと：存在の詩学』、阿部良雄・田中淳一・島崎ひとみ・宮川淳・松山俊太郎訳、現代思
潮新社、2002年、135頁。

7　 P, p. 121.
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の真実」と戦っていたはずの「風」は沈黙し、力を失っている。「閉じた翼の響き」「死
んだ顔の響き」にすぎないという「火」、「港の動かぬ水」と言ったものが示すのは、
原素的物質がもたらす幸福なヴィジョンではあるまい。ここに描かれているのは、物
質との幸福な調和が失われてしまった後の荒寥とした光景であって、最後の「僕は高
めよう」jʼélèveraiという単純未来の後に続く語たちはこの詩集がこれからそのよう
な物質を高みへと、詩的に「上昇」élévationさせるものであることを宣言するもの
だろう。「荒寥と支配」している昨日から、それによって詩人は一歩を踏み出すので
ある。それこそが「どれほど否定的であり不安定であろうとも、おそらく私が言葉の
真実と名付けることのできるひとつの知」となるのだ。
そのような態度は、この詩集が次の詩句で始まっていることからも示唆されている。

なにを君はこのテーブルの上でつくりだそうと望んでいたのか
僕らの死の二重の火でなかったら？ 8

ここで語られる「二重の火」le double feuはボヌフォワ言うところの「具体的であ
りながら普遍的な原素」であり、その意味で二重性、両義性を持っている。この詩集
に続く『書かれた石』Pierre écriteにおいても、「二重の火」は un feu doubleとして
現れており 9、ボヌフォワの好むモチーフであることがうかがえる。この詩集の始まり
を飾るこの詩句は、テーブルの上で「つくりだそう」dresserとしているのがこの詩
集であるという一種の自己言及として読むことができる。この詩集は、そのような原
素的物質が持つような両義性を主題としているのだ。
しかし先述のように、物質との幸福な調和を失った状態においては、物質の荒寥と
した面が前面に出てくることとなる。それを象徴するのがタイトルの désertが喚起
するような「砂」のイマージュだろう。

この冷たい風に押し流され
おそろしい終末となるかのように砂ははじまりにある。
君は言う、何処に多くの星たちの果てがあるのか、
何故僕らはこの冷たい場所の中を進んでいるのか。10

8　 P, p. 117.
9　 P, p. 247.
10　 P, p. 125.
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ここで語られているのは、砂漠を思わせる不毛の大地だ。しかし続く個所の「泡が
つくる線に近づいて歩み」という部分や、最後の「岸辺がすこしずつ大きくなっていっ
た」という表現が示すように、そのような不毛の大地は水と境を接するようなものと
して描かれている（詩のタイトルも「もう一つの死の岸辺」となっている）。その意
味でこの作品での砂は、砂漠の砂のようでありつつ、岸辺の砂でもある。

〔…〕そして僕は知っていた
その飢えた眼のなかで
岸辺の砂と海のように
過去と未来がいつも互いに壊しあうことを 11

岸辺とは砂と海のあわいであり、過去と未来のあわいにも譬えられる場である。
そしてまた、砂漠の荒寥さと海の豊饒さのコントラストを示すような空間ともなる
だろう。ここではタイトルのような「昨日」hierという「過去」と、「荒寥とした」
desert砂の物質性が結びついているように思われる。
このような砂と海が争う両義性の場としての「岸辺」は、この作品の主な舞台とし
て何度も現れることとなる。

鳥が裂けて砂に変わるようにと、君は言っていた、
夜明けのその空の高みで私たちの岸辺になるようにと。
だが鳥は、歌う穹窿の難破者は、
すでに泣きながら死者たちの粘土のなかに落ちていた。12

ここでは、「鳥が裂けて砂に変わるように」なること、「夜明けのその空の高みで私
たちの岸辺になるように」なることが祈願されながらも、すでに「歌う穹窿の難破者」
であるところの鳥は、泣きながら「死者たちの粘土」に落下しているとされている。
そして、ここでも両義性の場である「岸辺」こそが問題となる。さらに、その場は「夜
明け」という夜と朝のあわいの時間を背景にしている。そのような両義性の場を「空
の高み」で実現したいという祈願は、結果として実現しないのだが、それは必ずしも
悲劇的なものではない。むしろ「死者たちの粘土」に落下する鳥たちは、より現実的

11　 P, p. 135.
12　 P, p. 151.
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なるものにおいてその両義性の場を実現させるのである。『ドゥーヴの動と不動』に
おいて、詩人は「種子のねむるもっとも重苦しい粘土 13」を呼び覚まそうとしていた
のだが、その粘土はボヌフォワが言うところの「現前」を生み出すために必要な材料
となるだろう。「死者たちの粘土」は、その意味で生と死の両義性を含んだ物質なの
である。
そしてこのような両義性は、空と地上とを結びつける鳥たちの落下によって実現さ
れる。このような天上と地上を結びつける鳥の犠牲のイマージュにはキリストの磔刑
の象徴を見て取ることができようが、ボヌフォワは意図的にそういった名を出してい
ない。しかしアルベール・ベガンから引きついだ『聖杯伝説』の翻訳をこの作品と同
時に進めていたボヌフォワが、キリスト教化された「聖杯」をめぐるエピソードを踏
まえて、鳥という象徴に仮託していたことは小倉和子の指摘する通りであろう 14。

鳥は不死鳥であることから離れ
死ぬためにひとり樹木にとまっている。15

『ドゥーヴの動と不動』においても頻出した「死」を知らぬ観念的存在としての不
死鳥のモチーフは、今作においては「死」という現実に帰還した「鳥」へと変形して
ゆく。それは「死者たちの粘土」という物質性への転落として表現される。
歌を歌う鳥たちは死を伴う落下によって、物質世界へ回帰し、両義的なものを実現
させる。そのような両義性の場とは「イマージュ」の場であり「歌」の場ともなる。

けれどもその中で
水が岸辺の悲しみを消しに来たとき
不在のイマージュをつくりだした影と泥のように
僕がもっていた歌の悲しい場所を
うちたてたこと。16

そのような両義性の場で展開される「歌」とはどのようなものだろうか。「僕が持っ

13　 P, p. 82.
14　 小倉和子、「イヴ・ボヌフォワの神話学的詩学 : プレザンス探求におけるドゥーヴの変貌と

媒介の形象」、『仏語仏文学研究 (4)』所収、 151-172頁、1990年。
15　 P, p. 123.
16　 P, p. 135.
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ていた歌」とは詩人にとっての「詩」のことであろう。「岸辺」を舞台にして語られ
た以下の詩は、ボヌフォワ自身のマニフェストのような意味も持っている。

僕が幼げに歩いた長い通りのはずれには
おそらく今も変わらず油の沼がある、
黒い空のもと重々しい死の三角形。

詩が
その水を他の水と引き離してから、
どんな美やどんな色彩も詩を引きつけはしない、
詩は鉄と夜のため慄いている。

詩は死んだ岸辺の長い苦悩を
育んでいるのだ、なおいっそう深い夜の
対岸に架けられた鉄橋は
詩のただひとつの思い出でありただひとつの真なる愛なのだ。17

ここで語られるのは、或る荒寥とした光景だ。そこでは詩は橋になぞらえられてお
り、卑近な現実としての「油の沼」「黒い空」「重々しい死」と、「美」や「色彩」の
世界を結びつけるものだ。このイマージュをのちの「ジャコメッティの異邦人」でボ
ヌフォワは反復することとなる。

私は思い出す。〔…〕この家の一つに私は見たのだった、むき出しの内壁の白さ
の上に切り抜かれたように、一人の男のぼんやりとしたシルエットを。〔…〕そ
れが私にとっての〈異邦人〉だった。／そしてまた別の時にも――鳥の鳴き声、
とある丘の頂に孤立した一本の樹木、黒い油の溜まっているところ、木々の下の
鉄橋。私はこの暗闇の騎士の紋章を細部にわたって描写することもできるだろ
う、彼が眼差しを仮面で蔽って、対岸に最も近い点に現れたときの姿に――さほ
どに私の記憶は、それらの押し黙った出現に区切られているのだった、すくなく
とも、幼年期の終わりを印づける一季節に関しては。出来事、それはいつも同じ
だった、世界の実質のなかで黙り込む声たち、味わいの低下、どう言ったらいい

17　 P, p. 133.
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だろうか？色彩の君臨していたところで、黒や白への移行。〔…〕〈異邦人〉はじっ
と動かずにいる、閾の上に。口をきくのだろうか？いや違う、口をきくのは私だ、
彼がひらく時間、私がすべっていく時間、私の言葉が、まったく空虚でしかなく
起源なきものでありつつ、私の唯一の希望、私の唯一の存在であるような、時間
の中で 18。

このテクストでは、世界との幸福な合一が存在しなくなった世界において、「黒や
白への移行」が行われたとされている。この詩集においても、物質としての「灰」に
とどまらず「黒」「灰色」、さらには「ことばのグリザイユ 19」など色彩の単調さが強
調されている。そのような荒寥とした世界において、「対岸」にある世界との合一を
示すモーメントであるのがジャコメッティの「異邦人」であり、ボヌフォワ自身の詩
もそれを目指すものなのである。
ここで強調しておきたいのは、あくまで問題とすべきは「鉄橋」が示すようなその
あわいの場所であり、抽象的な「美」ではないし、また反対に荒寥とした現実が良し
とされているわけでもないということだ。それは以下の詩がより明瞭に示しているだ
ろう。

存在を砕くもの、美は、
死刑に処せられ、車裂きの刑を受け、
辱められ、罪人と言われ、あらゆる歓びを
奪いとられ、血と叫びと、夜となるだろう
――おお　夜明け前のあらゆる鉄格子のうえで裂かれたものよ、
おお　あらゆる道のうえで踏みにじられたものと遮られたものよ、
僕らの甚だしい絶望は君が生きていることだろう、
僕らの心は君が苦しむことだろう、僕らの声は
君が涙にまみれ己を卑下し、君を嘘つきと
呼び、黒い空の元凶と呼ぶものだ、
僕らの欲望はしかし君の病弱な躰であって、
僕らの憐憫は泥まみれとさせられたこの心なのだ。20

18　 Yves Bonnefoy, op. cit, 1980, p. 317-319. 前掲書、359-361頁。文脈に合わせ一部改訳した。
19　 P, p. 138.
20　 P, p. 136.
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「美」は「嘘つき」であり「黒い空の元凶」la pourvoyeuse du ciel noirであると、ペジョ
ラティフに語られている。先ほどの詩では卑近な現実の象徴だった「黒い空」は、美
をその供給者 pourvoyeuseとしているのである。ここで示されているのは、卑近な
現実か抽象的な美かという二項対立ではなく、後者は前者の原因としても存在してい
るということである。つまりどちらかを否定しどちらかを肯定するのではなく、その
二項のあわいを生きることこそが詩人の課題となるのである。不死鳥が「死」によっ
て、両義性の場を実現するように、「美」もまたその破壊によって、両義性の場を作
り出すのではないだろうか。

破壊し破壊し破壊しなければならないのだった、
救いはこの代償を払うことでしか存在しないのだった。

大理石の中に浮かび上がる剥き出しの顔を滅ぼすこと、
あらゆる形　あらゆる美を打ち叩くこと。

それが入口であるが故に完成を愛すること、
だが知ったらすぐにそれを否定すること、死んだらすぐにそれを忘れること、

未完成が頂だ。21

「美」を破壊するとは、「死」を知らない非物質的で抽象的な観念としての「美」に
「死」を導きいれることである。それは単なる否定ではなく、「愛すること」と「否定
すること」のあわいにある営みである。「入口」seuilという語もまた、「ジャコメッティ
の異邦人」に「閾」として現れた語であり、外部と内部のあわいにある場なのである。
そして「頂」cimeが「私たちの上方のあの山頂 22」cette cime au de-ssus de nousとして、
失われた世界との統一性を示す語であったこともまた指摘しておこう。このような「破
壊」のモチーフを、ボヌフォワはこの作品でオイディプス神話になぞらえている。

破壊したものの声は
なおも石の木のなかで鳴り響く、

21　 P, p. 139.
22　 Yves Bonnefoy, op. cit, 1980, p. 316. 前掲書、358頁。
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戸口の上の危うい足音は
なおも夜に打ち勝つことができる

通り過ぎるオイディプスはどこから来たのか？
見よ、けれども、彼は勝利した。
不動の智慧は
彼が答えるやいなや消え去っていく。

黙りこくるスフィンクスは
観念の砂の中にとどまる。
しかしスフィンクスは話しかけ、敗北する。

言葉の故に？信頼によって、
そして救われたオイディプスの声が
一つの火を再び横切るために。23

ボヌフォワがここで関心を持っているのは、オイディプスではなくスフィンクスで
あることは明らかであろう。「不動の智慧」を持つはずのスフィンクスは語ることで
敗北するのだが、言葉というよりそれは信頼によってなのである。「観念の砂の中」
にとどまって自己完結するスフィンクスよりも、話し、信頼することで敗北するスフィ
ンクスを好意的に示している。それは自己完結した「美」を破壊すること、かつて不
死鳥だった鳥たちが落下していくことと並行関係にある。

答えるよりはむしろ問うこと、それだけでも、概念的思考にとっては名誉です。
如何なる思考にとっても名誉です。西欧はオイディプスによって悪しき出発をし
たのです 24。

西洋的な主体としてのオイディプスではなく、問いかけ死んでゆく者としてのス
フィンクス。そのようなスフィンクスにこそボヌフォワは概念的思考を脱する契機を
見ていたに違いない。スフィンクスの沈黙は不死鳥の沈黙と等価なものである。

23　 P, p. 173.
24　 Yves Bonnefoy, op. cit, 1980, p. 121. 前掲書、129頁。文脈に合わせ一部改訳した。
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不死鳥は沈黙で火を養う。不死鳥は望む
永遠の沈黙の襞のそれぞれが
己の上に砂のように置かれ
その不死を悪化させてゆくことを。25

不死鳥もまたスフィンクスのように「観念の砂」のなかに沈黙している。しかし「死」
を経験することで現実へと回帰していくのである。
しかし、「死」を経由することは重要なのだが、それは「死」を絶対化することで
はないし、現実へと回帰することがゴールなわけでもない。それらを架橋するあわい
こそが問題であった以上、ひとたび一方へと振り切れてしまえばそれはすぐに消え
去ってしまうものであろう。物質が支配する現実でもなく、観念が支配する「美」の
世界でもなく、めざすべきはそのあわいの場である「岸辺」なのだ。

そして鳥は歌いながら岸辺から岸辺へと遠ざかってゆくだろう。26

故に死を経験した鳥は死を終着点とすることなく、新たな生を開始しなければなら
ない。この詩集の掉尾を飾るのは以下の詩である。

廃墟の鳥は死から解き放たれ、
陽の差す灰色の石のなかに巣をつくる、
鳥はすべての苦しみ、すべての記憶を乗り越えた、
鳥は永遠のなか明日であるものをもはや知らない。27

死から離れ新たな生を始める鳥は、破壊された廃墟に住んでいながら、死からは遠
い。それは不死鳥から離れたはずの鳥が、死を経由しもう一度この荒寥とした現実
において不死鳥となったかのようである。1953年初出のエッセイ「ラヴェンナの墓」
の以下の表現を詩の中でたどりなおしたものだろう。

〔…〕灰色の石のこれらの傾斜、彫刻された石と壁のこの無限の積み重なりを横

25　 P, p. 162.
26　 P, p. 163.
27　 P, p. 175.
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切って、古い熱望がとび立つ、不死鳥がヘリオポリスめざしてとび立つように。
私は可感なものの問題を哲学的に提出するつもりはない。断言すること、私が是
が非でもしたいのはこのことだ。露わな大地と廃墟は断言することが絶対的な義
務であることを教える、それが露わな大地や廃墟の徳なのだ。〔…〕精神は二つ
のグリザイユの間でためらう。第一に概念の単彩画、第二に、石の通路や円形競
技場の深く、激しい灰色、それは現実的なものの入口なのだ。〔…〕私はただ名
づけることだけを要求する。ここに可感な世界があると 28。

「可感なもの」とは、「死」を知らぬ概念の世界に対する、荒寥とした物質的現実で
ある。そのような現実を所与のものとして、新たな生を開始しなくてはならない。そ
の生とは以下の引用が示すようなものだ。

いまここに、奉仕する偉大な石がある、それなしにはすべてが悲惨と恐怖の中に
亡んでしまっていたことだろう。ここに死を怖れない生（私はここでヘーゲルを
揶揄しているのだ）があり、死の中においてまでみずからをとり戻す生がある。
それらを理解するためには、概念とは別の言語が、もうひとつの信仰が必要だ。
概念はそれらの間で沈黙する、理性が希望のなかで沈黙するように 29。

しかし、最後の詩においてはじめてタイトルの「昨日」と対をなす「明日」という
語が現れつつも、それがどのようなものであるかは示されないまま終わることとなる。
「永遠のなか明日であるもの」は、「永遠」という語が示す通り、この詩集で描かれて
きた物質性を超越したものなのだ。物質性―非物質性というこの対立はどちらが終着
点というわけではなく、一方にたどり着いたらまた別の方向へと向かう、この移行こ
そが重要なのである。そしてその移行を示すモーメントとしてこの詩集で特権的な地
位を占めているのが「死」や「破壊」という行為だ。「死」や「破壊」によって、逆
説的に神的なものが描かれるのだが、その意味でこの詩集はボヌフォワの標榜する「否
定神学」的な詩観に基づくものと言える。そのような「明日」につながる新たな生の
在り方に関しては、続く『書かれた石』、『閾の惑わしのなかで』で展開されていくこ
とになるだろう。

28　 Yves Bonnefoy, op. cit, 1980, p. 21. 前掲書、21-22頁。文脈に合わせ一部改訳した。
29　 Yves Bonnefoy, op. cit, 1980, p. 28. 前掲書、29頁。文脈に合わせ一部改訳した。



〈エッセイ〉

学校図書館という文化資源
私の学校図書館史

伊達 摩彦

「僕たちは過去のすべてを背負って生きている。だから、そのすべてを受け入れな
ければならない」。高校 3年生の私は、当時所属していた図書局という部活動（厳密
には生徒会外局）の同期と制作した卒業記念同人誌のあとがきに、こう記していた。
自分が過去に書いた文章を読み返すのはおもしろい。そうだ、あの頃の私はこんなこ
とを真剣に考えていたのだ。〈現在〉とは、無数の〈過去〉が蓄積した上に成り立つ
ものなのだと。言われてみれば、たしかにそうかもしれない。しかしなぜあの頃の私は、
こんなにも〈過去〉の存在感にこだわっていたのだろうか。おそらくそれは、〈過去〉
の自分を殺したくなかったから、だと思う。私は、小学 3年生の時に幼馴染を病で喪っ
た。スポーツ万能で活発な少年だった彼は、あっという間に天国へ旅立った。身近な
人間の死に遭遇した、生まれて初めての体験だった。その体験があったためだろうか、
私は、死というものは自分のすぐ近くにあるのだという意識を常に持ち続けてきた。
死と隣り合わせの中で、〈過去〉の一瞬一瞬を必死に生き抜いてきた自分「たち」の
おかげで、〈現在〉の自分はある。だからこそ、〈過去〉の自分「たち」を、いつまで
も心のどこかで生き続けさせたかったのだと思う。それは、有り体に言ってしまえば
「童心を忘れたくなかった」というだけのことなのかもしれないが。
無数の〈過去〉を反映したものが〈現在〉である。そんな観念に半ばとらわれてい
るものだから、他人の発言や行動や思想から、ついその人の生い立ちを推し量ってし
まいたくなる。研究においてもそうだ。つまり、内容云々もさることながら、その研
究テーマに関心を抱くようになったきっかけや原体験を深掘りしてしまいたくなるの
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だ。これは研究という営みにおいてはナンセンスなことかもしれない。情報学環の吉
見俊哉先生も述べているように、研究において大切なのは、パーソナル・ヒストリー
に基づく個人的「動機」ではなくて学問的「問い」なのだから 1。それでも私は、研究
という理性的営為の内奥にある、生々しい人間としての研究者に興味を抱かずにはい
られない。アンドロイド研究の第一人者でおられる大阪大学の石黒浩先生は、「あら
ゆることの基本問題となるのは〈物事の起源〉と〈人間〉しかない」と喝破し、原子
分子の世界や宇宙のはじまりといった〈物事の起源〉を追究する物理学のような学問
以外はすべて、〈人間〉につながっているのだと説いた 2。Humanitiesとは、人間探究
の極致だと思う。私は、「人間とは何か」を知りたくて文学部にきた。目の前にいる
あなたのことが、知りたくてたまらないのだ。しかし、もっとも不可思議で知りたく
なるもの、それは他でもなく、自分自身だ。
私の研究対象は学校図書館である。学校図書館とは、小学校、中学校および高等学
校に設置される図書室（図書館）のことを指す。なぜ私は、学校図書館を研究してい
るのだろう。それも、あえて文化資源学という領域において。厚かましくも他人のこ
とをあれこれ詮索する前に、自分のことをもっと知る努力をしてみよう。そう思い、
本稿の筆を執った次第である。

＊

文学部の人間であれば誰しも本というものに対して何かしら特別な思いを持ってい
るのではないか、と期待してはいけないことを私は知っている。はるばる北海道から
上京し、文科 3類→文学部→人文社会系研究科と渡り歩いてきた私は知っている。私
が物心ついた時にはすでに、若者の読書離れが巷で叫ばれていたが、それはきっと東
大も例外ではないのだと思う。高校生の頃の私は、ほとんど強迫観念に駆られながら
本を読んでいた。多くの本を読んでいることが教養ある大人へ仲間入りするためのス
テータスであり、また、東大はそんな教養あふれる学生に満ち溢れていると信じて疑
わなかったからである。今思えば、その時の私はまだ、夏目漱石や三島由紀夫やドス
トエフスキーを読んでいなくても東大に入学できるということを知らなかったとしか
思えない。
それはさておき、今の私は学校図書館を研究していることもあり、本に対してそれ

1　 吉見俊哉（2016）『「文系学部廃止」 の衝撃』集英社新書 , 218頁 .
2　 石黒浩（2009）『ロボットとは何か――人の心を映す鏡』講談社現代新書 , 36頁 .
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なりに特別な思いを抱いているつもりだ。しかし幼い頃は、まったく本を読まない子
どもだった。小学校低学年の頃なんかはよく両親に「本を読みなさい」と諭されたも
のだ。姉が幼い頃からの本好きで、いつも家で読書に耽っていたので、それと比較さ
れていた面もあったのだと思う。祖母が遊びに来てくれた折には、祖母に読み聞かせ
をせがむ姉の真似をして、あまんきみこ『車のいろは空のいろ』や中川李枝子『いや
いやえん』などを祖母に読んでもらったりもしたが、それでもやはり一人で黙々と活
字に向き合うことはしなかった。とは言え、いくら周りの人間に「面白いから読んで
みなよ」と勧められたところで、興味が湧かなかったのだから仕方がない。当時の私
にとっては、公園で友達と鬼ごっこをしたり、家で発売されたばかりのゲームに興じ
たりする方が、ずっと魅力的なことだったのだ。
転機となったのは、家の本棚にあった神沢利子『くまの子ウーフ』をなんとなく手
に取ってみた時だろうか。1頁、また 1頁とめくっているうち、気がつけばウーフら
動物たちの世界に引き込まれていた。初めて自力で最後まで読み通して、「自分にも
本が読めた！」という達成感に包まれた。その後、アストリッド・リンドグレーン『長
くつ下のピッピ』、ジュール・ヴェルヌ『十五少年漂流記』と続き、次第に児童文学
の奥深い森へと足を踏み入れていった。小学 4年生の終わり頃のことである。それと
呼応して学校の図書室にも足繁く通うようになるのだが、このことはおそらく、ちょ
うど同時期からクラスメートとの人間関係に綻びが生じ始めたこととも無関係ではあ
るまい。
反抗期にさしかかる小学校高学年あたりから「グレた」態度を取り始める児童が登
場するというのは、多かれ少なかれどの学校にもみられる現象だと思う。ご多分にも
れず、私のクラスもそうだった。小学 4年生の終盤から一部の男子児童の間で兆しが
みえはじめ、小学 5年生では一時学級崩壊にまで陥った。私は、荒れた男子集団から
爪弾きにされた存在だったので、随分と嫌な思いをさせられた。しかし頼れる大人は
いなかった。学級崩壊を経験し、辛い毎日を過ごしていたにも関わらず誰からも手を
差し伸べられなかった子どもが、周りの大人を簡単に信用できるはずがあろうか。
そんな私が救いを求めたものこそ、本という世界であり、図書室という空間であっ
た。荒れる前の男子集団と私とは、休み時間に校庭でサッカーを楽しむほどの仲だっ
た。しかしやがて私はその輪に入れなくなり、休み時間の居所は校庭から図書室に変
わった。図書室にいるだけで、心の底から安心した。書架に並ぶ本に囲まれていると、
あたかもそれらの本が鋼の鎧となって外界の敵から身を守ってくれているような気持
ちになれた。当時の私にとって図書室は、自分という存在を救済してくれる聖域だっ
た。その聖域で私はたくさんの素晴らしい本と出会った。中でも特に夢中で読んだの
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は、ヒュー・ロフティング『ドリトル先生』シリーズだ。動物と会話ができる獣医師
のドリトル先生と、数々の動物たちが織りなす愉快な物語は、私の心をガッチリとつ
かみ、遠く胸躍るファンタジーの世界へと連れて行ってくれた。これほどまでに想像
力と好奇心に満ち溢れた作品を私は他に知らない。それから、梨木香歩『西の魔女が
死んだ』も思い出深い一冊で、繰り返し読んでは感動的なラストに心が洗われた。ファ
ンタジックでありながら同時にリアリティも感じさせる「梨木ワールド」とも言うべ
き独特の世界観を生み出す筆力は、見事というほかない。そうしてすっかり図書室の
常連となった私は、当然のごとく図書委員会に入ることとなり、小学 6年生の時は図
書委員長にまでなった。
中学校に進学すると、児童文学を中心に読んでいた小学校時代から一転、背伸びを
したい年頃になった私は少しずつ「大人な」本に挑戦するようになり、国語の授業で
使う国語便覧を手がかりに近現代の「名作」に手を伸ばし始めた。村上春樹『海辺
のカフカ』、よしもとばなな『TUGUMI』、三浦綾子『塩狩峠』、太宰治『人間失格』、
安部公房『砂の女』、アーネスト・ヘミングウェイ『老人と海』、ヘルマン・ヘッセ『車
輪の下』など、印象深い作品を数え上げればきりがない。とりわけ強く印象に残って
いる作品は、遠藤周作『沈黙』だ。キリシタンが迫害された江戸時代、なぜ神は「沈
黙」していたのか――？　タブーとも言える宗教的問いに正面から向き合った本書に
大きな衝撃を受けるとともに、文学の持つ力強さに思わず身震いした。また芥川賞受
賞作に惹かれ、過去の受賞作品もいくつか読んだ。宮本輝『螢川』、池澤夏樹『スティ
ル・ライフ』、柳美里『家族シネマ』、辻仁成『海峡の光』……。綿矢りさ『蹴りたい
背中』を読んだ時は、「これを 19歳が書いたのか」と嫉妬に近い感情を抱いたこと
を覚えている。
中学 1年生の途中から、図書局にも入った。私の中学校では図書「委員会」ではな

く図書「局」という名称が使われており、各クラス男女 1名ずつが選ばれる他の委員
会とは違って、全校生徒のうち希望者のみが任意で加入する部活動のような組織だっ
た。入局届に担任教師のサインをもらうべく職員室を訪れた時、担任から「本当は君
には生徒会に入ってほしいんだけどね～」と言われた。当時のことを思い出すと、今
でも静かな怒りが湧いてくる。図書局（図書委員会）には、しばしば地味なイメージ
がつきまといがちだ。おそらく担任にもそのイメージがあって、「生徒会が上、図書
局は下」とでも考えていたのではないかと思う。担任から投げかけられた言葉に私は
嫌悪感を抱き、「自分がやりたいことは図書局活動なのだから、図書局に入って何が
悪い」と怒りさえ覚えた。そして、「なにがなんでも図書局を続けてみせる」と意気
込み、図書局長にも立候補した。
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局長時代、私はどうにかして図書室をもっと魅力的な空間にできないものかとあれ
これ考えていた。そんな矢先、図書局の活動をサポートしてくださっていた図書ボラ
ンティアの方から薦められた本が、成田康子『みんなでつくろう学校図書館』であっ
た。同書は、札幌市内の高校で 30年以上に渡って学校司書を務めてこられた成田康
子氏が、勤務先の高校の図書局員とともに実践してきた学校図書館づくりの様子を紹
介した新書である。この本の中に登場する札幌南高校の図書館に、私は強く心を惹か
れた。同高校の図書館には、生徒がくつろげるソファがいくつも置かれていたり、片
隅に囲碁将棋コーナーがあったりと、それまでの私が抱いていた学校図書館のイメー
ジを覆すような、活気に満ちた空間だったのだ。「自分の中学校の図書室も、これく
らいワクワクする空間にしたい！」と思った私は、図書室内のレイアウトの変更を提
案した。他の図書局員もすぐに賛同してくれた。動線を確保し、以前よりも入りやす
くなった図書室は生徒からも好評で、図書局を担当していた先生も「いいね～！」と
絶賛してくれた。そして中学卒業後、私は憧れの図書館がある札幌南高校に進学した。
高校に入学してすぐ、私は図書局に入局した。図書局で過ごした 3年間は、実に濃

密なものであった。入局して間もない 1年生の夏、全国高等学校総合文化祭（総文祭）
の図書部門大会に参加するため、はるばる長崎へ飛び、他校の図書局（図書部・図書
委員会）と交流する機会を得た。通常、総文祭に図書部門が設けられることはないの
だが、開催県の長崎県が学校図書館活動の盛んな県であったため特別に協賛部門とし
て追加され、札幌南高校の図書局が招待されたのだ。棚から牡丹餅とはこのことであ
る。2年生の時は、全国高等学校ビブリオバトルの北海道予選に出場した。遠藤周作
『沈黙』を携え、5分間という短いプレゼン時間のうち 30秒間を「沈黙」に費やすと
いう奇行に走った結果、まさかの準チャンプ本に選んでいただいた。副賞としてもらっ
たふかふかの大きなテディベアは、今でも札幌南高校の図書館で図書局員たちにモフ
モフされているらしい。3年生の時は、TED Talksを図書館内で企画した。プレゼンター
が全校から集まり、政治や海外医療、生物多様性など、幅広いテーマを持ち寄って熱
い議論が交わされた。高校時代の私にとって、学校図書館はもはや単なる聖域などで
はなかった。多様な本や人との偶然の出会いが誘発され、知的好奇心を刺激し、自ら
の世界を拡張してくれる、とびっきり豊かな学びの場であった。

＊

学校図書館は、文化資源なのではないか。研究対象としての学校図書館と向き合っ
て 1年以上が経過したいま、その予感は次第に確信へと変わりつつある。学校図書館
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と文化の関係については、学術的な議論が十分に積み上げられてきたとは言い難い。
これまで学校図書館が論じられてきた学問領域と言えば、図書館情報学や教育学が中
心である。学校図書館の役割や性質を鑑みれば、上記の学問領域で研究されてきたと
いうのは至極当然の成り行きであろう。そして、これもまた当然と言ってしまって良
いものだろうか、学校図書館が文化資源学という領域において論じられたことはな
かった。
しかしながら、そもそも「文化資源」とは何かという根源的な問いに立ち返ってみ
た時、学校図書館が極めて文化資源学的な対象であり、まさに文化資源そのものでは
あるまいかという期待感を抱かずにはいられないのである。
「文化資源とは何か」ということを考える上で私がもっともよく参照しているのは、
文化資源学研究室を長らく牽引してこられた木下直之先生（現・静岡県立美術館館長）
による説明だ。木下先生は、「文化資源」という言葉は「資源ゴミ」の資源だと説明
している。つまり、ただのゴミとしか認識されていなかったものを「資源ゴミ」とし
て再認識しリサイクルするように、社会の各所に眠るものを「文化資源」として再評
価し再利用しようと試みることが、文化資源学の営みだというわけだ 3。
現在、日本全国には 30,000館を超える数の学校図書館が存在する 4。一方、公共図
書館の数は約 3,000館である。つまり、学校図書館は公共図書館の 10倍以上多く存
在するのだ。もっとも、両者に求められる役割や利用対象者の範囲、蔵書数、予算規
模などは異なるので、館数だけで単純に比較することはできない。だが、本稿を読ん
でいる方のうち、学校図書館に深い馴染みを覚える人ははたしてどれくらい存在する
だろうか。小・中・高時代、学校図書館をどれくらい頻繁に利用していただろうか。
公共図書館の 10倍使いこなしていたと胸を張って言えるだろうか。そもそも、学校
図書館はどれほど充実していただろうか。

30,000館以上ある学校図書館のすべてが、質的に十分なサービスを提供できてい
るとは到底言えないのが現実である。学校の図書室は薄暗くて気味が悪いから利用し
なかったという人や、そもそも校内のどこにあるか知らないまま卒業したという人も、
中にはいるかもしれない。だがそれは、あまりに「もったいない」事態である。学校
図書館をゴミに例えるのはいささか憚られるものの、現状として「眠っている」学校

3　 木下直之（2003）「創刊の辞　人が資源を口にする時」, 『文化資源学』（1）文化資源学会 , 1-5頁 .
4　 文部科学省が実施している「学校図書館の現状に関する調査」（令和 2年度）を参考にすると、

2020年度の学校数は小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・義務教育学校・中等教育
学校をすべて足し合わせて約 37,000校にのぼる。学校図書館法は、すべての学校に学校図
書館の設置を義務付けているので、学校数と同じだけ学校図書館数が存在することになる。
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図書館は多い。とすれば、それらを「資源」として再評価し、より良い活用方法を模
索していくという文化資源学的な発想は、意義のあるものなのではないか。
私は、文化とは社会のクッションであると捉えている。今般のコロナ禍を契機に、
文化は不要不急なものなのかが問い直された。文化ないし文化的権利というものを考
えるとき、似た概念として「余暇」「レジャー」等がしばしば引き合いに出されるこ
ともあってか、なんとなく文化は余り物のように捉えられてしまう節がある。だが文
化は、あってもなくても特に困らないような余り物ではなく、なくてはならないとい
うか、人間が何かしらの生活を営む中で不可避的に存在してしまう代物である。余白
のない文章が読みにくいように、背骨のクッションである椎間板の一部が外に飛び出
してしまうと椎間板ヘルニアになってしまうように、文化のない生活は窮屈極まりな
い。仕事や家事や勉強に追い立てられる中で、文化はホッと安らぐ間を創り出してく
れる。文化は、我々の生活時間の合間を柔らかく埋めてくれる緩衝材のような存在な
のだと思う。
学校図書館もまた、ある意味で私にとっては文化であり、クッションであった。人
間関係に疲弊し、心にゆとりのない生活を送っていた私に、束の間の安らぎを提供し
てくれた。しかし、ただの憩いの場にとどまらないところが、学校図書館のすごいと
ころである。学校図書館は教育設備である。しかし、学校図書館が児童生徒を「教育」
してくれるわけではない。学校図書館での読書や学習、交流といった知的な遊戯を通
して、他でもなく児童生徒自身が自らを「教育」していくのだ。そう考えると、学校
図書館とは、規律・訓練装置として存在してきた学校という強固な近代システムにとっ
て、重要なクッションであるような気がしてくる。学校図書館という文化資源にも、
どうやら可能性はありそうだ。





〈史料研究〉

『船山遺書』の版本目録についての再考察
日本所蔵資料を手掛かりに

　顧 嘉晨

はじめに

周知の如く、『船山遺書』は、明末清初の遺民思想家王夫之 1の大半の作品を収めた
書物であり、王夫之研究者にとって最も基礎的な文献と言える。60年代から 90年代
まで、特に湖南の学者が王夫之の著述などを考察する動きが次第に現れてきた 2。それ
にもかかわらず、従来『船山遺書』の書誌情報に関しては議論が分かれており、文献

1　 王夫之は晩年衡陽の「石船山」というところに隠居したことため、学術論文でも「王船山」
「船山」または「船山先生」のような呼び方が用いられている。本論文で、人物の字、諡号、
尊称ではなく姓名の「王夫之」で表記する主な理由は、「王船山」「船山」があくまで晩年
の王夫之のみを指していると考えるためである。本論文は、意味上の誤解を回避する目的
で上のように表記する。

2　 王夫之の著述に関して、以下の先行研究が挙げられる。
（1） 欣子、石舟「王夫之著作目錄考略」（『船山學報』、1985年、第 2期、pp103-112）こ

の論文は、馮友蘭『中國哲學史史料學初稿』（寫書一百多種，現在著錄的有八十八種）、
周調陽『王船山著述考略』（現在著錄的有九十五種，除其中十五種不知卷書未計外，尚
有三百八十種）などの研究を踏まえたものである。周調陽は実際に『船山遺書』の整
理に参加した。代表作に『王船山遺書勘記』、『王船山學術思想』、『王船山各種著述完
成的時間』などがある。※『船山学刊』は 1915年に創刊された王夫之研究の学術雑誌
である。（雑誌改名の経緯：1915年～ 1917年 『船山學報』、1930年 『船山雑誌』、1932
年～ 1938年 『船山學報』、1984年 『船山學報』、1991年 『船山學刊』）

（2） 劉志盛 劉萍『王船山著作叢考』（湖南人民出版社、1999年）ただし、この本は共産主
義イデオロギーの傾向がやや強い。

（3） 王夫之著　船山全書編輯委員會編校『船山全書』（嶽麓書社、1992年）
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学的整理や研究などが十分に行われているとは言い難い。王夫之を研究する際には、
実際の書誌情報や様々な議論を再考察しなければ、大きな混乱を惹起する恐れがある。
そもそも『船山遺書』と一口に言っても、様々な版本が現存しており、中には相違
する書誌情報も存在しているため、史料文献を整理し、様々な『船山遺書』の版本を
見出すことで、書誌情報がなぜ異なっているのかを確認することも肝要である。一方
で、日本所蔵の『船山遺書』の現状は未だ解明されていない。関連研究が進まない限り、
『船山遺書』の研究に大きな欠陥が残るであろう。このような問題意識のもと、本稿
では日本、とりわけ東京の主な大学図書館と蔵書機関に所蔵されている『船山遺書』
を調査し、従来の考察を補いつつ、『船山遺書』の版本目録について出来る限り明ら
かにする。
具体的には、『船山遺書』の刊刻に関する基礎情報を把握した上で、先行研究の不
備を指摘し、可能な限り書誌情報に関する相違の原因を見極める。その成果を利用し、
改めて実証的な分析、計算などによって、より正確な種卷数を導き出す。すなわち、
王夫之の著作が刊刻された背景の整理も含めて再考を加えつつ、『船山遺書』の書誌
情報の補訂を試みるものである。
なお、将来における王夫之研究、『船山遺書』研究の便宜をはかるため、末尾には
詳細な一覧表を付した。付表においては基本的に『船山遺書』原文の字体（旧字体）
を用いる。その対応関係を重視して、本文において王夫之著作の書名に関係する内容
を記す際にも旧字体のままとしている。また、本稿は主に東京所蔵の『船山遺書』を
史料として提示したが、残念ながら『船山遺書』の全てに目を通すことは叶わなかっ
た。そのため、ここでの調査はあくまでも予備的なもので、傍証不充分のそしりを免
れず、諸賢のご訂正を乞う次第である。

一、王夫之と『船山遺書』

本題に入る前に、まず、王夫之と『船山遺書』について紹介しておきたい。王夫之、
字は而農、号は薑斎、一瓠道人など、通称船山先生は、1619年 (明万暦 )に湖広行
省衡州府衡陽県 3 に生まれ、1692年 (清康煕 )に七十四歳で没した。「船山」または
「船山先生」と呼ばれるのは、晩年衡陽の「石船山」というところに隠居したからで
ある 4。

3　 現在の中国湖南省衡陽市
4　 王敔「大行府君行述」「亡考船山府君 ,諱夫之 ,字而農 ,別號薑齋 ;中歲稱一瓠道人 ,更名壺 ; 
晚歲仍用舊名。居於湘西蒸左之石船山 ,自為之記。蒸湘人士莫傳其學 ;間有就而問字者，稱
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王夫之は顧炎武（1613-1682）、黄宗羲（1610-1695）とともに明末清初の三大師（三
大儒 5）に数えられる。しかし、清末の『船山遺書』の刊行までは顧炎武、黄宗羲と比
べてその知名度がかなり低かったため、「忘れられた巨匠 6」とも称される。清末湖南
出身の曽国藩、曽国荃兄弟が太平天国の乱を平定した直後に、1865年に南京におけ
る大規模な再刊（金陵本）によって、王夫之の名が一気に高まり、その学説も次第に
広まっていった。王夫之の思想はのちに章炳麟、孫文、毛沢東ら多くの思想家、革命
家にも大きな影響を及ぼしたと想定することができよう。

二、清初における刊行

前述したように、現在一般的に王夫之は清末に曽国藩兄弟が再発見するまで、埋も
れつづけていたと考えられている。しかし、注目すべきは、曽国藩兄弟の刊行以前に
王夫之の著作が世間に知られていなかったわけではないという点である。本章では、
俯瞰的に清初における刊行の流れを振り返った上で、現存の王夫之著作に関する整理
を行う。
まず王夫之死後の康熙年間に、息子の王敔がいちはやく王夫之の遺作を選び、衡陽
の湘西草堂（王夫之晩年の隠居地）で約 20余種 7、60余卷 8（湘西草堂本）を刊刻した。
以下に列挙する。『周易稗疏』、『周易考異』、『周易大象解』、『書經稗疏』、『尚書引義』、
『詩經稗疏』、『詩經考異』、『春秋家説』、『春秋世論』、『四書稗疏』、『四書考異』、『老

為船山先生。」
5　 王夫之、顧炎武、黄宗羲が「三大儒」と称されたのは同治、光緒の頃。明末清初に称された「三
大儒」は孫奇逢、李顒と顧炎武のこと。詳しくは何冠彪『顧炎武、黃宗羲、王夫之合稱清
初三大儒考—兼説清初四大儒及五大儒之成員』（『故宮學術季刊（台北）』7卷 4期、1990年、
pp71-80）を参照。

6　 「忘れられた巨匠」という言葉は小島毅の『儒教の歴史』（山川出版社、2017年、p204）で
提示された。本文では小島の用語を採用する。

7　 王興國 陳遠寧「研究王船山生平思想資料的一個重要新發現――評王敔 『大行府君行述』 『薑
齋公行述』 手抄本」（『中國哲學史研究』、1983年、第 3期 )は「51種」に作る。
『船山全書』は「10余種」に作る。

8　 蕭萐父、許蘇民は「27種 60余卷」と指摘した。
（『王夫之評傳』、南京大學出版社、2002年、p628）
劉泱泱は「10余種 60余卷」と指摘した。
（「『船山遺書』 的刊布」、『衡陽師專學報（社會科學）』、1992年、5期、p66）
雷樹德は「20余種」と指摘した。
（「『船山遺書』 流布、影響論例｣、『船山學刊』、2017年、第 4期、p51)
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子衍』、『莊子解』、『俟解』、『思問録』、『楚辭通釋』、『張子正蒙注』、『船山自定稿』、『薑
齋五十自定稿』、『薑齋六十自定稿』、『薑齋七十自定稿』、『五言定體』、『七言定體』、『夕
堂永日緒論』、『夕堂戲墨』、『船山鼓棹』などの王夫之遺作が刊行されるようになった。
加えて同様に、王夫之の著作をまとめたものとして、『王船山先生書集五種』（すなわ
ち『老子衍』1卷、『莊子解』33卷、『楚辭通釋』14卷＋末 1卷、『張子正蒙注』9卷、
『俟解』1卷 合計５種 58卷＋ 1卷）、『王船山先生詩稿』（すなわち『船山自定稿』３卷）、
『夕堂戲墨』合計 7種 9も湘西草堂で刊行された。王敔は王夫之の思想を世に広めた先
駆者として、大きな役割を果たし、輝かしい功績を残したのである。
ところが、乾隆年間に『四庫全書』が編纂されたのに伴い、湖南巡撫の採進によっ
て、王夫之の著作経著録 6種 16卷（『周易稗疏』4卷、『周易考異』1卷、『尚書稗疏』
4卷、『詩經稗疏』4卷、『詩經考異』1卷、『春秋稗疏』2卷 10）の収録されるようになった。
また、存目には 2種 9卷（『尚書引義』6卷、『春秋家説』3卷）が確認される。一方で、
文字の獄の影響で、9種の王夫之の著作が出版・流通を禁じられるに至っている（『船

9　 『夕堂戲墨』王敔校編　門人曽栄向、曽栄旺訂梓
（1）王鍾翰 等輯『四庫禁燬書叢刊』（北京出版社、1998年）景印本 補編「夕堂戲墨七種七卷」
（2） 湖南省図書館蔵『夕堂戲墨七種』の中で「夕堂戲墨」と題する文章は 6種のみである。

具体的に、『雁字詩』1卷、『落花詩』1卷、『和梅花百咏』1卷、『洞庭秋』1卷、『愚鼓詞』
1卷、『仿體』1卷となる。また、『南窗漫記』（「夕堂戲墨」と題されていない）1卷が
加えられる。（金陵版では、『南窗漫記』が「薑齋詩話卷第三」に該当する。）

（3）金陵版の『船山遺書』では
「落花詩　　　　即夕堂戲墨卷第一
遺興詩　　　　即夕堂戲墨卷第二
和梅花百詠詩　即夕堂戲墨卷第三
洞庭秋詩　　　即夕堂戲墨卷第四
雁字詩　　　　即夕堂戲墨卷第五
倣體詩　　　　即夕堂戲墨卷第六
瀟湘怨詞　　　即夕堂戲墨卷第七
愚鼓辭　　　　即夕堂戲墨卷第八」
合計 8種となっている。

（4） 周調陽『王船山著述考略』「『夕堂戲墨』七種（一說為八種，又說是書名『九戲墨』，計九種。）」
劉審吾『衡陽劉氏珍藏王船山先生遺稿記』（王夫之家藏『九戲墨』）

10　 歐陽兆熊「重刊船山遺書凡例」「船山遺書著録於四庫者，有易、書、詩、春秋四種稗疏。
前鄒氏校本增删攛易，非復本真，或託言先生晚年改本，以掩其跡。兹據文淵閣本及舊抄本，
悉行改正，不使魚目混珠。」
鄧顯鶴「船山著述目録著」「録於四庫者，曰周易稗疏四卷、考異一卷，曰尚書稗疏四卷，
曰詩稗疏四卷、考異一卷，曰春秋稗疏二卷，凡六種。存目於四庫者，曰尚書引義六卷，曰
春秋家説三卷，凡二種。」
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山自定稿』、『薑齋五十自定稿』、『薑齋六十自定稿』、『薑齋七十自定稿』、『夕堂戲墨』、『船
山鼓棹』、『五言定體』、『七言定體』、『夕堂永日緒論』11）。その後、嘉慶年間に入ると、
衡陽滙江書室刊本の約 10余種も出版されたことも判明した。
ここまでのことから、王夫之著作が清初においても確かに刊行されていたことが明
らかになった。しかし、結局その流通範囲は全国には至らず、ほぼ湖南地域に限定さ
れる。現存する清初の刊本も大半が湖南省社会科学院、湖南省図書館に所蔵されて
いる 12。いずれも王夫之初期の著作の様子を窺い知る上での貴重な史料と言って良い。
清末からの大規模出版については次章に整理する。 

三、清末からの刊行

前章では清初における王夫之の著作刊行情報を整理した。こうした点を踏まえて、
本章では、清末以来における『船山遺書』の 4回（＋『船山全書』1回）の大規模刊
行状況について明らかにする。清末から現代までに大規模刊行された『船山遺書』に
は、主に以下の 4種類が存在する。以下では、刊行順に詳細を検討していくことにする。

（１）守遺経書屋本（王刻本）（18種 150卷 13）
道光二十二年（1842）

11　 特に『夕堂永日緒論』の板木が全て燃やされた。（雕版奏繳焚毀）
12　 ただし、湖南省以外に清初の刻本も現存する。一々は列挙しないが、例えば上海図書館所

蔵の『王船山先生詩稿』（五十自定稿、七十自定稿）は清康熙年間の湘西草堂刻本である。
13　 （1） 守遺経書屋本：『周易内傳』12卷、『周易大象解』1卷、『周易稗疏』2卷、『周易考異』1卷、『周

易外傳』7卷、『詩經稗疏』4卷、『尚書引義』6卷、『詩經稗疏』5卷、『詩經考異』1卷、『詩
廣傳』5卷、『禮記章句』49卷、『春秋稗疏』2卷、『春秋家説』7卷、『春秋世論』5卷、
『續春秋左氏傳博議』2卷、『四書訓義』38卷、『四書稗疏』2卷、『四書考異』1卷（計

18種 150卷）
（2） 曾國藩「船山遺書序」「道光十九年，先生裔孫世全始刊刻百五十卷，新化鄧顯鶴湘皋

實主其事，湘潭歐陽兆熊曉晴贊成之。」(計 150卷 )
（3） 鄧顕鶴「船山著述目錄」「經類二十二部，已見二十部都一百六十四卷，未見二部無卷

書。史類三部四十五卷。子類十七部，已見十二部五十一卷，未見五部無卷數。集類十
部，已見六部都六十三卷，未見四部無卷書。衡陽王先生著書五十二種，已見三十八種
都三百二十三卷。」（合計 52部 已見 38部 323卷）

（4） 鄒世鷂（鄒漢勳の息子）「顯考叔績府君行述」「（道光）二十年，應湘潭王氏聘，校衡
陽二王遺書。二王者，楨獻介之，船山夫之兄弟也。府君既校刊船山經類廿有一部，史
類三部，子類是有七部，集類十部，共五十有一部，都為三百十有一卷，又校貞獻書五種。」
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道光年間では、昭代叢書（壬、癸集）本（『三種稗疏』など 5部、28種）、聴雨軒本（『宋
論』『思問録』）、衡陽学署刻本（『船山遺書子集』5種）などの王夫之の著作が相次い
で刊行されたが、その中でも、最も有名なのはいわゆる守遺経書屋本であり、それ以
後、これを範として『船山遺書』の刊行が本格的に成立してきたのである。
湘譚王氏の守遺経書屋本は王夫之の七世孫である湘潭の王世全 14の出資によって、
文献上に初めて『船山遺書』という名で王夫之の遺作が刻されたものである。実際に
具体的な編集作業を担当したのは鄧顕鶴、欧陽兆熊などの湖南学者である。ちなみに、
鄧顕鶴も初めて王夫之を取り上げ、顧炎武、黄宗羲と並び称した人物として知られて
いる。彼らは膨大な王夫之の遺作を丹念に整理し、王夫之の思想を包括的に伝えた点
は高く評価できる。
現在では、守遺経書屋本の種卷数が合計 18種 150卷（全ては経部）であることが

明らかになっている。しかし、欧陽兆熊の書いた「重刊船山遺書凡例」には「船山遺
書舊刻於道光二十二年、共成百八十卷」と記されていることからすれば、その卷数は
150ではなく、180である 15。180卷となった理由は、おそらく後に史部の『讀通鑑論』
30卷を加えたためと推測される（150＋ 30＝ 180）16。その上で、『船山遺書』のみな
らず、鄧顕鶴が考察した王夫之著書の数は合計 52部 （そのうち実際に本文を確認し
たのは 38部 323卷である）に上っている 17。

(計 51種 311卷 )
「道光二十九年寳慶府志藝文略目録類」「衡陽二王著述目録：新化鄒漢勛編。二王者，
王貞獻介之、而農夫之兄弟也。是書乃漢勛為湘潭王氏校刊船山遺書時所手編者。船山
書目凡經類廿一部、史類三部、子類十七部、集類十部，共五十二部，都三百十一卷；
貞獻書目五種。均録其序跋，間附以按語。」(計 52種 311卷 )

（5） 楊堅「『船山全書』的前史和重新整理出版的設想」（『船山學報』、1984年、第一期 p151）「數
年後又由俞焜補刻子、集著作五種，合計二十四種，一百五十七卷」(計 24種 157卷 )

（6）『船山全書』は「收船山經部著作十八種、一百五十一卷」（18種 151卷）に作る。
14　 王世全は曽国藩の師匠汪覺庵の家と姻戚関係にある。
15　 歐陽兆熊「重刊船山遺書凡例」「船山遺書舊刻於道光二十二年，共成百八十卷，新化鄒叔

績漢勳實司其役，兆熊時亦與校讎之事，流傳未廣，旋罹兵燹。幸先生裔孫在衡陽者，能守
遺經。因請於勳伯中丞湘鄉曾公，出貲重刊，廣為搜輯，合以鄒氏舊刻，計經類二十部、史
類四部、子類十部、集類二十四部，都二百八十八卷。惟四書訓義為先生口授講章，姑從緩刻。」

16　 『船山全書』「道光二十二年湘潭王氏守遺經書屋本船山遺書今所見者惟經部十八種
一百五十一卷，此言一百八十卷者，蓋十八種刻成後又嘗刻讀通鑑論三十卷也。惟湘潭版讀
通鑑論今無傳本。」

17　 鄧顕鶴「船山著述目錄」「經類二十二部，已見二十部都一百六十四卷，未見二部無卷書。
史類三部四十五卷。子類十七部，已見十二部五十一卷，未見五部無卷數。集類十部，已見
六部都六十三卷，未見四部無卷書。衡陽王先生著書五十二種，已見三十八種都三百二十三
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残念ながら、戦時中の 1854年に、太平軍湘潭への攻撃によって、守遺経書屋本の
板木は全て破壊されてしまったが 18、その後の曽国藩・曽国荃兄弟の再刻の土台を築
いたという点は特筆に値する。

（２）金陵本（金陵節署本・曽刻本）（56種 288卷 19）
同治四年（1865）

今日では『船山遺書』といえば、一般に『重刊船山遺書』を指す。前述のように、
1865年『船山遺書』の再刊は、王夫之思想の復活および再伝播にとって大きな節目
である。その再刊活動に最も貢献したのは、同じく湖南省出身の清朝に仕えた漢族軍
人政治家の曽国藩・曽国荃兄弟だと考えられる。こうした出来事の最初のきっかけ
は、1862年曽国荃が安徽を訪れた際に、友人の趙惠甫から守遺経書屋本の板木全滅
の件を耳にしたことである。この時期に曽国荃は既に『船山遺書』の再刊を決意し、
8000金を寄付している。さらに、以前、守遺経書屋本の担当者であった欧陽兆熊を
招いて、劉毓崧（劉師培の祖父）、張文虎などの学者とともに再刊の大任を委託した。
書局は最初、安徽省の安慶に設置され 20、欧陽兆熊と劉毓崧はそれぞれ董其事（編
集長）、校讎を務め、実際の再刊事業の責任者と言える 21。欧陽兆熊は七世孫である王
夫之の七世孫湘潭の王世全の協力を得て、六世孫衡陽の王承佺を訪ね王夫之の遺作を

卷。」（合計 52部 已見 38部 323卷）
18　 曾國藩「船山遺書序」「咸豐四年，寇犯湘潭，板毁於火。」
19　 『船山全書』は「56種 288卷」に作る。
（金陵節署本船山遺書，同治四年刻本，收船山著作五十六種、二百八十八卷。）
『王船山著作叢考』は「58種 297卷」に作る。

20　 歐陽兆熊「重刊船山遺書凡例」「此書開雕於同治甲子，未及三載而事已竣，由安慶而金陵
而揚州而長沙，俱以書局自隨，一時江介名宿，分任審閲編校之役，卷帙既繁，事多急就，
亥豕魯魚之弊，恐尚不免，閲者幸有以見教焉。」

21　 主な参加者・『船山遺書』校刊姓名一覧：
「儀徵の劉毓崧（伯山）、吳熙載（讓之）
南匯の張文虎（嘯山）
陽湖の趙烈文（惠甫）、周世澄（孟輿）、方駿謨（元徵）、劉翰清（開生）
仁和の湯裕（衣谷）
歙縣の汪宗沂（仲伊）
歸安の楊峴（庸齋）
常熟の楊沂孫（詠春）
長沙の湯亦中（子惠）、張福保（樹人）、曹耀湘（鏡初）
湘潭の王榮蘭（子佩）、歐陽兆熊（曉晴）」
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徹底的に収集した。1864年に曽国藩の率いた湘軍が太平天国の首都である天京（南京）
を陥落させ、太平天国の乱を平定した。その後官辦の金陵書局（のちの江南官書局）
を設立し、王夫之の学説を広めるために、『船山遺書』の再刊に力を入れた。例えば、
金陵節署で再刊した『船山遺書』のうち、曽国藩自ら校勘したものには、『禮記章句』
19卷、『張子正蒙注』9卷、『讀通鑑論』30卷、『宋論』15卷、『四書稗疏』1卷、『四
書考異』1卷、『周易稗疏』4卷、『周易考異』1卷、『詩經稗疏』4卷、『詩經考異』1卷、『春
秋稗疏』2卷が窺える 22。一方で、金陵本には□□のような欠字が随所に散見されてお
り、一般的には清末に再刊する際に、中国を支配していた清朝満州族にとって不都合
な言葉を避けるために、編集者があえて「華夷」、「夷狄」などの言葉を消したものと
認識されている。
金陵本の種卷数に関して、欧陽兆熊の題した『船山遺書』前付の「重刊船山遺書
二百八十八卷」（内題）と「重刊船山遺書凡例 23」（凡例）では、金陵本の正確な種卷
数は 58種、288卷と記されている。つまり、曽氏兄弟の意を奉じて、『船山遺書』の
実際の編集担当である欧陽兆熊が鄒漢勳の旧刻と合わせ、経 20種、史 4種、子 10種、
集 24種、合計 58種、288卷を刊行したのである。それに対して、『船山全書』（嶽麓
書社）と『船山遺書』（中国書店）は「56種 288卷」と示している。一方、王夫之の
著作に触れた代表的な先行研究である『王船山著作叢考』では「58種 297卷」とさ
れている。ここには、大きな混乱が生じていると言わざるを得ない。以下では金陵本
の内容を通じて、その種卷数の問題や留意点などを詳しく探っていく。
まず、指摘しなければならないのが、曽国藩の撰した「船山遺書序」では、その卷
数は 322卷 24となっているという事実である。なぜ、この卷数は欧陽兆熊の統計した
288卷と異なるのであろうか。重要な情報源として、続く部分に「同治初元、吾弟國
荃乃謀重刻、而增益百七十二卷 25」と記されていることが挙げられる。ここから、弟

22　 曾國藩「船山遺書序」「王船山先生遺書，同治四年十月刻竣，凡三百二十二卷。國藩校閲者，
禮記章句四十九卷，張子正蒙注九卷，讀通鑑論三十卷，宋論十五卷，四書、易、詩、春秋
諸經稗疏、考異十四卷，訂正譌脱百七十餘事。軍中鮮暇，不克細紬全編。」

23　 歐陽兆熊「重刊船山遺書凡例」「船山遺書舊刻於道光二十二年，共成百八十卷，新化鄒叔績(鄒
漢勳 ) 漢勳實司其役，兆熊時亦與校讎之事，流傳未廣，旋罹兵燹。幸先生裔孫在衡陽者，
能守遺經。因請於勳伯中丞湘鄉曾公，出貲重刊，廣為搜輯，合以鄒氏舊刻，計經類二十部、
史類四部、子類十部、集類二十四部，都二百八十八卷。惟四書訓義為先生口授講章，姑從
緩刻。」

24　 曾國藩「船山遺書序」「王船山先生遺書，同治四年十月刻竣，凡三百二十二卷。」
25　 曾國藩「船山遺書序」「同治初元，吾弟國荃乃謀重刻，而增益百七十二卷，仍以歐陽君董其役，

南匯張文虎嘯山、儀徵劉毓崧伯山等分任校讎，庀局於安慶，蕆事於金陵，先生之書於是粗備。
後之學者，有能秉心敬恕，綜貫本末，將亦不釋乎此也。」
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の曽国荃が 172卷を増やしたことが分かる。つまり、ここで曽国藩が語った卷数は
守遺経書屋本の 150卷に 172卷を加えて、合計 322卷と計算したもの (150+172=322)
と解釈して良いであろう。しかし、そもそも守遺経書屋本と金陵本では卷数の数え方
が異なるため、曽国藩の計算した 322卷と欧陽兆熊の統計した 288卷は決して矛盾
するものではない。また、もちろん曽国藩が『船山遺書』の一部を校勘したことは確
実であったが、曽国藩の場合は軍事政治に忙しかったため、実際の編集作業への参加
はわずか一部に過ぎず、主な仕事を担当したのは欧陽兆熊らの専門家とみてよいであ
ろう。従って、実際に編集の主要担当であった欧陽兆熊の統計のほうがよりふさわし
いものと判断できる。
ただし、1865年の時点では 58種全てが刊行されたわけではない。そのことの証拠
として、劉毓崧による「王船山叢書校勘記自序」の記述を調査したところ、目録で確
認できるのは 75種であり、そのうち実際に手に入れたのは 61種であり、甲子（1864）
の春から丙寅（1665）年夏までに合計 53種を刊行したこと 26が明らかになった。また、
実際の金陵本『船山遺書』には『説文廣義』が収録されており、「未經覆校者」とさ
れていた『説文廣義』27が後ほど刊行され、実際の種数が 53種を超えるものであった
ことが確認できる。
ここまで、『船山遺書』の種卷数を確認した。その他にも、金陵本「船山遺書目錄」
における各部の統計を単純に計算した結果、合計 77部であり、そのうち 58部 282
卷が既刊であったこととなる 28。部数（種類）は欧陽兆熊の統計した58種と一致するが、
卷数について 288卷よりやや少ないことが伺える。実際そこから派生する『船山遺書』
の種卷数問題に関して、なお検討を要すべき点も多い。
次に、見返しの刊記に「同治四年湘郷曽氏栞于金陵節署」と明記される『船山遺書』
を拾って整理しておく。本の所蔵を調査した範囲では、東京大学文学部漢籍コーナー
（東大漢籍本）、東京大学東洋文化研究所図書室（東文研本）、東京大学総合図書館（東
大総図本）、東洋文庫蔵請求記号 V-2-37-0（東洋文庫本 V-2-37-0）、東洋文庫請求記

26　 劉毓崧「王船山叢書校勘記自序」「衡陽王氏船山叢書，其目録可考者七十五種，稿本訪得
者六十一種。湘鄉爵相及介弟爵帥捐俸授梓，自甲子春至丙寅夏，刻成五十三種。此三年中，
延致諸同人或校稿本，或校寫本，或校刻本。」

27　 劉毓崧「王船山叢書校勘記自序」（慶應本参照）「毓崧亦在局中，專司覆校稿本。合計已刻
未刻各書，除未經覆校者六種，説文廣義、相宗絡索、夕堂八代詩選、四唐詩選、明詩選、
詞選。餘五十五種，皆檢其所引原書、所用故實，為之校勘。」

28　 「船山遺書目錄」（金陵本）「經類二十三部，已刻二十部都百九卷，未刻一部三十八卷，未
見二部無卷書。史類四部七十五卷。子類十七部，已刻十部五十一卷，未刻一部三卷，未見
六部無卷數。集類三十三部，已刻二十四部四十七卷，未刻五部二十二卷，未見五部無卷書。」
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号 V-2-38-0（東洋文庫本 V-2-38-0）、慶應義塾大学（慶応本）、国立国会図書館（国会本）
にそれぞれが所蔵されている。以上調査した『船山遺書』は一つの系統だと推測でき
る。またいずれも「同治四年湘郷曽氏栞于金陵節署」の刊記が記載されている。しか
し、周知のように、修訂本や増刻本の刊行の際に必ずしも「〇〇年〇〇月補刻」など
と追加するわけではなく、むしろ丁寧な刊記こそが珍しく、数年後に印刷したもので
も古い刊記そのままを用いたとしても不自然ではない。そのため、特に『船山遺書』
の「刊」、「印」、「修」について再考察すべきである。これらの刊本の目録や内容など
を比較検討した上で、大別すると、慶応本と東洋文庫本 V-2-38-0は他の本にはない
増補の内容が付されている。このようなことから、東大漢籍本、東文研本、東洋文庫
本 V-2-37-0、国会本は金陵本だと考えられる。それに対して、慶応本と東洋文庫請
求記号 V-2-38-0が後ほど金陵本を底本として、補足内容が加えられた衡陽補刻本で
あることは疑いない。一方、東大総図本の中身は『俟解』、『噩夢』、『黄書』、『識小録』、『龍
源夜話』のみであるため、金陵本かどうかは、現時点では判断を下すことはできない。
こうして見ると、やはり今回調査した金陵本の中で、筆者が目睹した東大漢籍本、
東洋文庫本 V-2-37-0、国会本それぞれの具体的な内容、順番については多少の差が
あり、当然完全に一致するものと即断することはできないが、ほぼ近似的に等しい版
本（同版の早印・後印）と考えられる。以下は、各蔵本の欠落、保存状態を考え上で、
最も完全な姿で保存されている国会本を主なテキストとし、種卷数を考察する。順に
みてゆくと、「船山遺書目錄」の既刊の 58種は、それぞれ「已刻」の経 20部、史 4
部、子 10部、集 24部とされている。ここで唯一問題があるのは集部である。筆者
の集計によると、その数は実際には 23部である。ただし、『嶽餘集』の下に「賸稿
附」と記されており（東文研本を除く）、「賸稿附」を単独の一種として数えれば、確
か 23＋ 1＝ 24となり、合計の 58種に当てはまる。しかし、後に卷数に関するとこ
ろで、他の版本なども交えて改めて検討するように、ここで新たな問題が生じる。
「船山遺書目錄」では、「已刻」の卷数は経 109卷、史 75卷、子 51卷、集 47卷、
合計 282卷とされている。国会本の「船山遺書目錄」における著作を数えると、刊
行された「経部」の卷数は 109ではなく、117であることが分かる。また、有力な手
掛かりとして、国会本「集部」の『龍舟會雜劇』の卷数に関して、目録には 2卷と記
されているが、実際の版本は 1卷しかない 29。その原因については不明であるが、お

29　 例えば、東洋文庫のデータベース（2021年時点）によると、東洋文庫蔵『船山遺書』（V-
2-37-0）と『船山遺書』（V-2-38-0）の書誌詳細では「龍舟會雜劇二卷」となっているが、
実際現物を確認したところ１卷しかない。おそらく、「船山遺書目錄」に拠ってしまった
と考えられる。
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そらく単純に集計時の計算ミスであるものと思われる。
そのほか、目録の中にあって特に目を引くのは「集部」の最後の『薑齋詩賸稿』である。

『薑齋詩賸稿』（船山遺書七十六）は実際の金陵本では当時刊行されていないため、集
部の実際の卷数は 47-1-1=45卷である。ここから、金陵本の正確な卷数は経 117+史
75+子 51+集 45=288卷で、すなわち欧陽兆熊の統計した数に丁度一致すると判断で
きる。
ところが、「賸稿」は特に興味深いところが多く、より複雑な問題を含んでおり、
むしろ欧陽兆熊の 58種説を再考するための重要な証拠と言える。それを念頭に置き
つつ、「船山遺書目錄」を見て見よう。「目録」では「賸稿」に関わる部分が 2回登場
する。1回目は『嶽餘集』の下に書かれた「賸稿附」で、2回目は先ほど言及した「船
山遺書七十六」とされる『薑齋詩賸稿』である。筆者は「賸稿附」の正体は『薑齋詩
賸稿』のことを指すと推測する。なぜなら、国会本の『嶽餘集』の次丁の、「賸稿附」
にあるはずの箇所には、『夕堂詩賸稿』の内題（扉）のみが存在しており、しかも中
身は『薑齋詩賸稿』（巻首題は「薑齋詩賸稿 船山遺書補遺一」に作る）となっている
からである。周知のように、「夕堂」と「薑齋」は王夫之の作名によく登場する名前
である。ここまでのことを総合して考えるならば、「賸稿」（『夕堂詩賸稿』）の正体は
『薑齋詩賸稿』である可能性が極めて高いと推測できる。
次に、現時点では憶測の域を出ないが、一つの仮説を提示しておきたい。仮に『夕
堂詩賸稿』が『薑齋詩賸稿』と同一ものとだすれば、先ほど計算した集部の種数 24
（23＋ 1）という数え方が成立しなくなり、23種のみであることになる。加えて、目
録では『薑齋詩賸稿』は「船山遺書七十六」と表記されているが、国会本（東洋文庫
本 V-2-37-0）における『薑齋詩賸稿』の本文では「船山遺書補遺一」とされている。
本来であれば、『薑齋詩賸稿』は金陵本で刊行されておらず、確実に衡陽補刻本にお
いて加えられた書物である。当然ながら金陵本『船山遺書』の最後は『船山經義』で
終わっているため、『薑齋詩賸稿』が金陵本に収められることは不可能である。それ
に従うと、集部の種数はさらに１種減り、23-1=22種のみで、合計の数は経 20＋史
4＋子 10＋集 22＝ 56部となる。反対に、正体不明の「詩賸稿」と金陵本未刊の『薑
齋詩賸稿』を数え入れた場合には、種数が 58種に登ることになる。欧陽兆熊がこの
ように数えた可能性も否定できないものの、『薑齋詩賸稿』に関する他の問題も指摘
しておきたい。
第一に、『船山遺書』の『薑齋詩賸稿』が金陵本に収録されていること自体が不自
然である。さらに、国会本における『薑齋詩賸稿』（船山遺書補遺一）には史料とし
て別の問題もある。上記の版本考察に鑑みると、『船山遺書』は、その後何度か出版
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されていたが、その出版年については冒頭処に記された年「同治四年湘郷曽氏栞于金
陵節署」とあることをそのまま事実として受け入れるわけにはいかない。『薑齋詩賸稿』
が載せられた版本は最初期の金陵本ではないと言えるであろう。故に、前の内容と
合わせて考えれば、金陵本である国会本や東洋文庫本 V-2-37-0における『薑齋詩賸
稿』はいずれも東文研本（後述）の増補版であるとみなすことができる。従って、現
存する「同治四年湘郷曽氏栞于金陵節署」に記された金陵本とされる本の底本の一部
も、実際には初版以後のものである可能性が極めて高いと考えられる (すなわち「刊」、
「印」、「修」の差異 )。ただし、現存する金陵本の『船山遺書』の内、どれだけが実
際に最初期に金陵で刊行されているかは未だ不明である。本考察の結果として、少な
くとも従来同治四年金陵本（1865）とされる、国会本や東洋文庫本 V-2-37-0が最初
期の金陵本とは言い難く、より遅い時期に加筆、刊行された版本ということが妥当だ
と考えられるであろう。現時点ではまだ判断できない問題も残っているため、今後も
少しずつ各版本を考察しながらさらに進めていきたい。
第二に、補刻本における『薑齋詩賸稿』の問題である。前述したように筆者は慶應
義塾大学蔵の『船山遺書』（慶応本）は金陵本ではなく、衡陽補刻本だと考えている。
その根拠は非常に単純なもので、その「船山遺書目錄」にある。慶応本の「船山遺書
目錄」には「補刻」とはっきり記されている。基本的に、「補刻」と付されているの
は補刻された本である。例えば金陵本で「未見」とされる『龍源夜話』、『憶得』に関
して、後の発見に伴い、衡陽補刻本では増補されるようになったため、「補刻」と表
記することでそれが示されている。『薑齋詩分體詩』、『薑齋詩編年稿』、『薑齋詩文補稿』
のような新たなものも、末尾に「補刻」として纏められている。しかし、『薑齋詩賸稿』
（「賸稿」）は金陵本のままという扱いであり、特に「補刻」と表記されていない。一方、
慶応本における『嶽餘集』の直後には、直ちに『船山鼓棹初集』が現れており、「賸稿」
と『薑齋詩賸稿』のいずれも欠いている。慶応本の「船山遺書目錄」には、確かに『薑
齋詩賸稿』は収録されていない 30。加えて、慶応本の「船山遺書目錄」の計算はやや
粗雑なものである。例えば、子部の已刻の種数を「10」から「11」に修正しているが、
その卷数と未見数は金陵本のままであり、さらに集部已刻の種数を「24」から「25」、
卷数を「47」から「48」に修正したが、未見数も金陵本のまま修正を行っていない。

30　 「船山遺書目錄」（慶応本）:
「經類 二十三部、已刻二十部百九卷、未刻一部三十八卷、未見二部無卷數
史類 四部七十五卷
子類 十七部、已刻十一部五十一卷、未刻一部三卷、未見六部無卷數
集類 三十三部、已刻二十五部四十八卷、未刻五部二十二卷、未見五部無卷數」
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以上のことから顧みると、『薑齋詩賸稿』は『船山遺書』の種卷数を考察するため
の手がかりを与える史料であると言えるだろう。また『船山遺書』における種卷数の
計算はそもそも完全に厳密なものではないと思われる。それは『船山遺書』が全て刊
行する前に、統計としての「船山遺書目錄」の板木が既に彫られたためだと考えられる。
その根拠の一つとして、東京大学東洋文化研究所図書室蔵の『船山遺書』（東文研本）
が挙げられる。
ところで、現在一次史料としてもっぱら利用されているのは、入手が比較的容易で
ある国会本のような通行本と慶応本のような補刻本であるが、いずれもおそらくある
程度加筆、補完が加えられたものである。しかし、『船山遺書』は一度にすべてが刊
行されたわけではない。今回の調査によって、東文研本が最古の金陵本（最初の 「刊」）
に近いことを明らかにした。これは『船山遺書』の版本目録研究に関する極めて重要
な手掛かりとなるであろう。東文研本は劉毓崧の「王船山叢書校勘記自序」の丙寅
（1665）年夏より早い段階のものと推測できる。その証拠として、東文研本の「船山
遺書目錄」の国会本との相違が挙げられる。以下に相違点をまとめる。国会本と比べ、
東文研本の中で「未刻」と表記される書目は非常に多い。具体的には、史部の『永曆
實録』、子部の『噩夢』、『黄書』、集部の『柳岸吟』、『和梅花百咏』、『洞庭秋』、『雁字詩』、
『仿體』、『船山鼓棹初集』、『船山鼓棹二集』、『瀟湘怨』、『詩譯』、『夕堂永日緒論内篇』、『夕
堂永日緒論外編』、『南窗漫記』、『薑齋詩賸稿』のような国会本で既刊とされる書名の
下部に「未刻」という 2文字を窺うことができる。さらに、仔細に観察すると、「未刻」
の 2字の角度はそれぞれ微妙に異なる角度に傾斜しており、他の部分と明らかに一致
していない。これは、「未刻」の 2字は、後から補われたためであると考えられる。
このように東文研本は、比較的初期の刊行段階を反映している極めて重要な資料で
ある。例えば、細部を検討すると、経部にある『續春秋左氏傳博議』の「續」の字が
「讀」となってしまっているといった誤字が観察できる。また、東文研本は卷数も少
し異なっている。例えば国会本の『周易稗疏』4卷に対して、東文研本では『周易稗
疏』2卷と表記されている。国会本『永曆實録』26卷 卷 16未見に対して、東文研本
は『永曆實録』25卷 未刻とされている。国会本の『嶽餘集』 1卷　謄稿附（題のみ）
に対して、東文研本はただ『嶽餘集』1卷のみに作る。最初期の段階であるからこそ、
このようなミスや異同も認められるのではないか。最後に、東文研に収蔵される『船
山遺書』を実際に確認したところ、合計 41種 257卷（経 21種 124卷、史３種 51卷、
子７種 49卷、集 10種 33卷 31）で、金陵本の最後の仕上げの数と比べて大幅に足りて

31　 東文研本の構成：
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いないようである。以上を勘案すると、東文研本は最初の板木を用いて、成立時に近
い姿を止めた初期段階の刊本である可能性が非常に高いと判断して良いであろう。
もう一つの傍証として、より興味深いのは、各金陵本「船山遺書目錄」の数情報に
関する部分（何類何部、已刻の部卷、未刻の部卷、未見の部卷）はかなり曖昧であり、
完全に同じ数字を示しているという事実である。これは、既に刊行した本を数えて、
種卷数を計算したのではなく、あくまでも刊行見込みの『船山遺書』の種類と卷数は
最初から定められたからであると推論する。実際の刊行数と「船山遺書目錄」におけ
る種卷数との間に多少の食い違いが生じたのはこのためである。
総じて東文研本の『船山遺書』は古い形に近いと考えられ、示唆に富む史料と言え
るだろうが、残念ながら現時点では東文研本との対比史料（ほかの初版とされる 『船
山遺書』）がない限り、史料的価値を十分に検証することは困難である。さらなる調
査のための史料の充実が俟たれる。

（３）衡陽補刻本（62種 298卷 32）
光緒十三年（1887）

衡陽補刻本は金陵本より後発の版本と考えられている。前節で確認したように、金
陵本の板木は最初南京の金陵節署に収蔵されたが、1884年曽国荃がその板木を湖南
省衡陽に建てられた船山書院に寄贈し、その板木の一部が現在衡陽市博物館に残され

経：周易内傳 6卷發例 1卷、周易大象解 1卷、周易稗疏 4卷、周易攷異 1卷、周易外傳 
7卷 、書經稗疏 4卷、尚書引義 6卷、詩經稗疏 4卷、詩經攷異 1卷、詩經叶韻辨 1卷、詩
廣傳 5卷、禮記章句 49卷、春秋家説 3卷、春秋稗疏 2卷、春秋世論 5卷、春秋稗疏 2卷、
春秋世論 5卷、續春秋左氏傳博議 2卷、讀四書大全説 10卷、四書稗疏 1卷、四書攷異 1卷、
説文廣義 3卷
史：宋論 15卷、讀通鑑論 30卷末 1卷、蓮峰志 5卷
子：張子正蒙注 9卷、思問録 内篇 1卷外篇 1卷、俟解 1卷、識小録 1卷、老子衍 1卷、
莊子解 33卷、莊子通 1卷、愚鼓詞 1卷
集：楚辭通釋 14卷末 1卷、薑齋文集 10卷、五十自定稿 1卷、六十自定稿 1卷、七十自
定稿 1卷、柳岸吟 1卷、落花詩 1卷、遣興詩 1卷、龍舟會雜劇 1卷、經義 1卷」
ただし、東文研本自体が一部欠損する可能性も考えられる。

32　 『船山全書』（嶽麓書社）は「62種 298卷」に作る。（光緒十三年衡陽船山書院又以相同版
式補刻六種、十卷，附於其後，共為六十二種、二百九十八卷。後者又另稱衡陽補刻本。）
楊堅は「62種 298卷」と指摘した。（｢『船山全書』 的前史和重新整理出版的設想｣、『船山
學報』、1984年、第一期、p151）
劉泱泱は「62種 298卷」と指摘した。（｢『船山遺書』 的刊布」、p67）
『船山遺書』（中國書店）は「62種 298卷」に作る。
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ている。
衡陽補刻本は基本的に金陵本を底本として、板木をそのまま利用したため、冒頭の
刊記も同じく「同治四年湘郷曽氏栞于金陵節署」となっている。金陵本と内容がほぼ
合致するが、補足箇所が多いものである。そこに現れた補刻内容を丹念に考察した結
果、衡陽補刻本は船山書院の刊行によって、金陵本に比して 6種類 10卷 33（子部 1種
1卷、集部 5種 9卷：『龍源夜話』 1卷、『憶得』 1卷、『薑齋詩賸稿』 1卷、『薑齋詩
分體詩』 4卷、『薑齋詩編年稿』 1卷、『薑齋詩文補稿』 2卷）が加えられ、増補され
たことが明らかとなった。

（４）太平洋書店本（排印本）（70種 358卷 34）
民国二十二年（1933）

辛亥革命以後には、王夫之の作品も大量に出版された 35。その中で、太平洋書店本は、
1933年に上海で出版され、最も広く流通した『船山遺書』である。太平洋書店本は
金陵本に基づき、改めて編集し鉛板印刷されたものであり、あくまでも金陵本の継承
の一つであるとみなすべきである。
最初は 1930年３月に陳銘枢、胡漢民、周仏海、章士釗など国民政府の元革命派の

約 30人の提案より、重刊が決定された。太平洋書店本は誕生以来、評価に関して賛
否が分かれている版本である。金陵本と比べて、そのサイズが小さく、携帯する際に
便利であるが、逆に校正ミス、誤字が比較的に多いことも認められる。その後、太平
洋書店が改めて 1935年に 1933年本に従って再刊した。その際、冒頭に章炳麟、戴傳賢、
韓復渠の書いた序文と「重刊 『船山遺書』 再版紀略」も載せられた。
具体的には、太平洋書店本は、新たに発見された作品『四書訓義』38卷、『搔首問』

33　 劉泱泱は「5種 6卷」と指摘した。（｢『船山遺書』 的刊布｣、p67）
34　 「重刊船山遺書序」「按船山遺書，前曾氏金陵刊本所未見者。今太平洋書店重刊新增之。共

有六種。‥經部 四書訓義三十八卷、子部 搔首問一卷、相宗絡索一卷、集部 古詩評選六卷、
唐詩評選四卷、明詩評選八卷」（新たに加えたもの 合計６種、58卷）
「重刊船山遺書紀略」「本書編輯依據新化鄧氏顯鶴刻本、湘鄉曾氏國藩刻本、瀏陽劉氏人
熙補刻本及長沙潭衡陽坊間各散刻本并船山先生手稿之獲見者，參訂綜合集其大成。又云：
本書依原集編分四部，一經部，凡二十二種，都一百五十五卷；二史部，凡四種，都七十七卷；
三子部，凡十四種，都五十四卷；四集部，凡三十種，都七十二卷，合經史子集四部，凡七十種，
三百五十八卷。又云：開工于民國十九年三月，中間疊經阻障，直迄今二十二年十一月始全
部竣事，歷時葢四載于也。」

35　 清末（光緒、宣統）～民国における主な刊行機関：邵陽曾氏菜香山館、湖北藩署、潞河啖
柘山房、滌塵館、長沙船山學社、船山學報
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1卷、『相宗絡索』1卷、『古詩評選』6卷、『唐詩評選』4卷、『明詩評選』8卷合計 6種、
58卷が加えられ鉛字で再刻されたものである。完成したものは経 22種 155卷、史 4
種 77卷、子 14種 54卷、集 30種 72卷、合計 70種 358卷である。ただし、その種
卷の分け方が金陵本と異なる 36点には注意が必要である。

（５）嶽麓書社本『船山全書』（1983年初版、2003年修訂版）

ここまで、清末以来における『船山遺書』の 4回の大規模刊行の中身を整理してきた。
特に『船山遺書』の種卷数にも留意して、その上梓背景を考察した。以下では 1949
年以後の大規模刊行、とりわけ『船山全書』の編纂を概観しておきたい。1949年以後、
大陸、台湾では『船山遺書』が次々に出版されたが 37、その中で最も完成度の高いも
のは嶽麓書社の『船山全書』である。
『船山全書』は 1982年から大陸の嶽麓書社の計画により、精密な校勘、訂正が行
われ、1996年までに合計 16冊を出版したものである。前の 15冊は経子史集の順に
基づき、王夫之の著作 73種類を収めており、最後の第 16冊には付録として、伝記、
年譜、雑録などの資料が纏められている。量的な観点からは、嶽麓書社本は、金陵本
と上海太平洋書店本と比べて、現在世に伝わる王夫之の著作を最も多く収録している
全書であり、研究者にとって最も有用なものである。また、嶽麓書社本は以前の『船
山遺書』の各版本を集め、さらに新たに発見した大量の手稿本、家刻本、旧抄本など
を用いて精密な校勘を行いつつ、過誤を丁寧に訂正している優れたものである。特に
王夫之研究者には、是非手に取られることをお勧めしたい。

四、余論　『船山遺書』刊刻における政治目的

以上、稚拙ながら『船山遺書』の片鱗を窺い、その版本目録の紹介を略述した。さ

36　 例えば、金陵本では、『周易内傳六卷 發例一卷』が 1種とされている。それに対して、太
平洋書店本では、『周易内傳六卷』と『周易内傳發例一卷』が 2種と見なされている。

37　 1949年以後に出版された主な『船山遺書』：
『船山全集』（華聯出版社 [台北 ]、1965年）
『船山全集』（大源文化服務社 [台中 ]、1965年）
『船山遺書』（中國書店 [北京 ]、2016年）　
全集のほか、王夫之の一部作品も人民文學出版社 [北京 ]、古籍出版社 [北京、上海 ]、
中華書局 [北京、台北 ]などによって出版された。その中で最も影響力を持つのは中華書
局 [北京 ]である。
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らに、『船山遺書』の史料的価値を考える際には、その刊刻目的が極めて大切で、検
討に価すべきものと付言しても良いであろう。
次に余論ではあるが、『船山遺書』刊刻における政治目的について一瞥する。王夫
之は生前無名のままこの世を去ったが、清末の『船山遺書』刊刻以来、その名が次第
に高まったことは言うまでもない。なぜなら明末清初以来ほぼ 200年間看過され続
けた王夫之が再び話題と論争の的になったためである。王夫之の思想が復活したとは
いえ、そこには清末以来の政治目的に応じ、創成された清末の王夫之に対する認識が
色濃く反映されていると考えられるため、本章では『船山遺書』刊行における政治的
な諸問題について一言して指摘しておく。
特に、アヘン戦争以来、清朝末期には満清、西洋からの二大勢力からの圧迫に対し
て漢族の民族意識が再び高まった。一方で、近代の民族主義者である章炳麟によって、
1908年の「王夫之從祀與楊度參機要」において「立憲政体の師」である黃宗羲とと
もに史上初めて王夫之が「民族主義の師」と称された 38。高田淳の言葉を借りると、「同
じ湖南省出身の毛沢東の革命思想に連続するものとして、その唯物主義や民族思想が
強調された。……王船山の革命思想が船山の死後二百余年、清末の排満革命運動と
共に復活したのは、明末から清末へかけた壮大な歴史のドラマというべきである 39。」
ということである。それとともに、王夫之の代表的な著作も民族主義的なものとして
捉えられ、その後王夫之が民族主義者であるとの解釈が確立してしまった。また、同
じ文書で、章炳麟は漢族政権である太平天国の乱を鎮圧した曽国藩を漢奸として批判
しながら、『船山遺書』の再刻がいわゆる曽国藩の悔いであると解釈している 40。さら
に、1949年以後において、台湾、香港や日本と比較した場合の、中国大陸の王夫之
研究は、王夫之の思想と科学社会主義（マルクス主義）の唯物史観との繋がりを特に
強調し、朱熹、王陽明以後の中国を代表する哲学者として賞賛する傾向が最大の特徴
だと言える。このような王夫之のイメージは重要視され、今日に至るまで頻繁に語ら
れている。
いずれにしても、当時の状況を鑑みれば、王夫之の遺作の刊行は常に刊行当時の政
治環境の影響を強く受けているものと考えられる。結果として、王夫之の思想は常に

38　 章炳麟「王夫之從祀與楊度參機」（湯志鈞編『章太炎政論選集（上）』、中華書局、1977年、
p427）「衡陽者，民族主義之師。餘姚者，立憲政體之師。」

39　 高田淳『「王船山詩文集」 修羅の夢』(平凡社、1981年、p458)
40　 章炳麟「王夫之從祀與楊度參機」（湯志鈞編 『章太炎政論選集（上）』、中華書局、1977年、

p428）「昔曾國藩身為漢奸，獮薙同種，而衡陽遺書數十種，素未現世，實際國藩為之刊行，
湘人父老相傳，以為國藩悔過之舉也。」
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粉飾されて広められたものであるという認識が不可欠であろう。以下では一例として、
これまで見逃されてきた北京中華書局出版の『黄書 噩夢』の「出版社説明」を取り
上げて、この問題を考察する。
嶽麓書社本『船山全書』が出版される以前に、北京の中華書局も既に王夫之の遺作
の一部を出版している。管見の限り、1983年に王夫之著、王伯祥校点の中華書局の
1956版の『黄書 噩夢』が再版される際に、「出版者説明」のところが意図的に大き
く改訂された。その中に、消されたところが 5カ所、言葉の入れ替えが行われたとこ
ろが１カ所ある。２つの原文を比較してみると、その差は一目瞭然である。具体的は、
「避難」、「漢奸」、「愛國主義者」、「異族的」、「對異族的侵略中國、十分痛恨」など反
満的な言葉が削除され、「異族」という差別用語が「外患」と入れ替えられた。1956
年版の『黄書 噩夢』と 1983年版の『黄書 噩夢』では「出版者説明」だけで、最初
から読者に全く異なるイメージが与えられるので、王夫之の華夷思想研究者にとって、
非常に危険な民族主義の落とし穴として、注意しなければならない。一方で、2009
年に『思問錄』と『俟解』を加えて、再編集した中華本『思問錄 俟解 黄書 噩夢』の「出
版者説明」には民族主義的傾向に緩和が見られる。
現段階で指摘しうる違いは以上のようなものである。ところで、翌年の 1984年に
復活させられたばかりの『船山学刊』第 2期の 34篇の文書の中で、直接「民族主義」
に関わる論文は最も多く 7つであり 41、間接的に民族主義に関わる文書も若干ある。
同じ 1984年第 2期において、その７つの王夫之の民族主義に関する論文に対して、
高田淳の「清末における王船山」が、武漢大学の徐水生（程華校）により翻訳された「清
末的王船山」という名で、その 7つと並存する珍しい光景となった。同年（1984）9
月 25日（旧暦九月一日）王夫之誕生 365周年の際、高田淳と原島春雄が湖南省王夫
之故居である石船山湘西草堂へ墓参りに行った記録 42も知ることができる。高田淳は

41　 唐田　「關於愛國主義的歷史型態」
楊遜　「船山反民族壓迫的精神是不朽的」
徐泰來「船山是愛國主義者」
陳家鼎「船山愛國主義的重要部分是民本思想」
尹旦侯「維護漢民族君主專制的愛國主義」
胡劍書「船山愛國思想以忠君為內核」
彭大成「船山愛國主義的特點及其影響」

42　 高田淳の王夫之研究の経緯について詳しくは、
高田淳『「王船山詩文集」修羅の夢』（平凡社、1981年）
高田淳『王船山易学述義』（汲古書院、2000年）
高田淳「わが "自定年譜 "( 高田淳先生退任記念号 )」

（『学習院史学』、第 34号、1996年、pp14-29）
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戦後初めて王夫之を訪ねた日本人学者であり、日本の王夫之研究に大きな進歩をもた
らした人物といっても過言ではなかろう。
『船山遺書』の出版が最初から世間輿論と密接に関わっていたのは否定できない事
実である。編集、出版者が如何なる意図で『船山遺書』を出版したのかも王夫之研究
の重要な一角を占めていると言えるだろう。場合によっては、王夫之に対する解釈が
あえて取捨選択され、客観性を欠く研究となることもある。従って、今後、王夫之研
究の史料文献を用いる際には、特にその点を特に留意しなければならない。この点に
注意するならば、後世における王夫之遺作の出版に対する研究にとって、それぞれの
時代において王夫之思想がどのように利用されてきたのかを示す第一級の資料である
ことは言を俟たない。

おわりに

最後に本稿の内容を要約した上で、若干の今後の課題と展望を述べて結びとしたい。
拙稿は、『船山遺書』書誌情報の混乱問題に取り込むにあたり、4章に亘って『船

山遺書』刊行状況を整理した上で再考察してきた。従来未踏の地である日本所蔵の『船
山遺書』を渉猟してこそ得られる情報は、さらに今後その意義が検討されるべき余地
を残している。ここまで各『船山遺書』の刊行状況（「刊」、「印」、「修」 などを含む）
を把握した上で、各版本の分析や種卷数の計算を積み重ねることによって、相違の原
因をより明確化し、その種卷数を導くことを試みた。また、余論を通じて、王夫之研
究者に対して重要な示唆を提示した。すなわち『船山遺書』の刊行は政治目的に応じ
るものであった点を考慮することが不可欠である。以上の結論は、現時点で利用可能
な史料の分析に基づいた解釈の域を超えるものではなく、確認に止まった箇所もあっ
た。加えて、史料整理の点からは、今後王夫之を研究するために『船山遺書』を用い
るにあたっては、本稿で明らかにした『船山遺書』の情報や文末の一覧表が、王夫之
研究の基礎資料を使用する際の一助になればと思う。
なお、紙幅の関係もあって、『船山遺書』の版本目録について必要最低限の概要を
示すに留まり、課題は尽きない。『船山遺書』の写本などに関する本格的な検討は別
稿を期したい。

佐藤錬太郎「湖南大学岳麓書院建院一〇四〇周年記念国際学術フォーラムに参加して」（『日
本中國學會便り』､ 第 31号、2017年、pp6-7）などを参照されたい。
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史料一覧：

東京大学　文学部漢籍コーナー蔵　金陵本『船山遺書』
（周易内傳發例、周易外傳、周易大象解）

東京大学　東洋文化研究所図書室蔵　金陵本『船山遺書』
東京大学　総合図書館蔵『船山遺書』

（俟解、噩夢、黄書、識小録、龍源夜話）
東京大学　文学部漢籍コーナー蔵　太平洋書店本『船山遺書』
東京大学　文学部漢籍コーナー蔵　嶽麓書社本『船山全書』
東京大学　文学部漢籍コーナー蔵　中華本『黄書 噩夢』1956年版 1983年版
東洋文庫蔵　金陵本『船山遺書』（V-2-37-0）
東洋文庫蔵　衡陽補刻本『船山遺書』（V-2-38-0）
東洋文庫蔵　太平洋書店本『船山遺書』（V-2-301）
国立国会図書館蔵　金陵本『船山遺書』
慶應義塾大学蔵　衡陽補刻本『船山遺書』

謝辞： 本稿を成すにあたり、貴重資料の利用にご高配を賜りました各所蔵機関の皆
様に深謝申し上げます。
なお、本研究は JSPS科研費 21J21339の助成を受けたものです。
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付表

表１. 清初に刊行された王夫之の著作（湖南省中心）

蔵書機関 書名 出版年 版本 冊数 登録番号

湖南省社
会科学院 43

楚辭通釋 不分卷 清康熙四十八年 (1709) 湘西草堂刻本 2 430000-2461-
0003779 51/16

莊子解 3卷 清康熙四十八年 (1709) 江都秦氏刻本 4 430000-2461-
0002966 412/34

王船山先生書集
五種 清康熙年間 湘西草堂刻本 14 430000-2461-

0005478 77/7

湖南省図
書館 44

莊子解 不分卷
清康熙四十八年 (1709)
道光二十八年 (1848) 補

刻
不明 6 善 397/65

莊子解 不分卷 清康熙四十八年 (1709) 湘西草堂刻本 6 善 397/65-2

楚辭通釋 14卷 清康熙四十八年 (1709) 不明 2 善 42/16

莊子解 不分卷 清康熙四十八年 (1709) 湘西草堂刻本 6 善 397/65-2

夕堂戲墨七種 
7卷 清康熙年間 湘西草堂刻本 1 善 437/118

張子正蒙 2卷 清康熙五十六年 (1717) 湘西草堂刻本 5 32/304

表２. 『船山遺書』（金陵本、衡陽補刻本）目録内容一覧 45

版本 金陵本 衡陽補刻本

分類 通行本
（一部補刻含む）

初期本
（初版） 補刻本

四部分類 内容 国会本 東大
漢籍本

東洋文
庫本

V-2-37-
0

東文研
本 慶応本

東洋文
庫本

V-2-38-
0

43　 湖南省社會科學院圖書館古籍普査登記目録編委會編『湖南省社會科學院圖書館古籍普査登
記目録』（國家圖書館出版社、2014年）を参照。

44　 筆者が 2019年 10月に湖南省図書館で行った現地蔵書調査及び入手した資料に基づくもの
である。

45　 各底本の第一冊目における「船山遺書目錄」参照。本稿では紙幅の都合で同一の部分を「〃」
で表記する。



138 『人文×社会』第 4号

經 經類 23部
已刻 20部
109卷 46

未刻 1部
38卷
未見 2部
無卷數

周易内傳 6卷發
例 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

周易大象解 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

周易稗疏 4卷 〃 〃
周易稗
疏

2卷
〃 〃

周易考異 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

周易外傳 7卷 〃 〃 〃 〃 〃

書經稗疏 4卷　 〃 〃 〃 〃 〃

尚書考異 未見 〃 〃 〃 〃 〃

尚書引義 6卷 〃 〃 〃 〃 〃

詩經稗疏 4卷  〃 〃 〃 〃 〃

詩經考異 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

叶韻辨 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

詩廣傳 5卷 〃 〃 〃 〃 〃

禮記章句 49卷 〃 〃 〃 〃 〃

春秋家説 3卷 〃 〃 〃 〃 〃

春秋稗疏 2卷 〃 〃 〃 〃 〃

春秋世論 5卷 〃 〃 〃 〃 〃

續春秋左氏傳博
議 2卷　 〃 〃

讀春秋
左氏傳
博議 2
卷

〃 〃

四書訓義 38卷 未
刻 〃 〃 〃 〃 〃

46　 経部の実数は 117卷である。
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四書詳解 未見 〃 〃 〃 〃 〃

讀四書大全説 10
卷 〃 〃 〃 〃 〃

四書稗疏 1卷 . 〃 〃 〃 〃 〃

四書考異 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

説文廣義 3卷 〃 〃 〃 〃 〃

史 史類 4部
75卷

讀 通 鑑 論 30 卷
（末 1卷） 〃 〃 〃 〃 〃

宋論 15卷 〃 〃 〃 〃 〃

永 曆 實 録 26 卷
（卷 16未見） 〃 〃

永曆實
録 25卷 
未刻

〃 〃

蓮峰志 5卷 〃 〃 〃 〃 〃

子 子類 17部
已刻 10部
51卷
未刻 1部 3
卷
未見 6部
無卷數 47

張子正蒙注 9卷 〃 〃 〃 〃 〃

近思録釋 未見 〃 〃 〃 〃 〃

思問録内篇外篇 
2卷 〃 〃 〃 〃 〃

俟解 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

噩夢 1卷 〃 〃
噩夢 1
卷
未刻

〃 〃

呂覽釋 未見 〃 〃 〃 〃 〃

淮南子注 未見 〃 〃 〃 〃 〃

黄書 1卷 〃 〃 黄書 1
卷未刻 〃 〃

識小録 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

47　 慶応本は「子類十七部、已刻十一部五十一卷、未刻一部三卷、未見六部無卷數」に作る。
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搔首問 未見 〃 〃 〃 〃 〃

龍源夜話 未見 〃 〃 〃
龍源夜
話
補刻

〃

老子衍 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

莊子解 33卷 〃 〃 〃 〃 〃

莊子通 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

愚鼓詞 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

相宗絡索 3卷 未
刻 〃 〃 〃 〃 〃

三藏法師八識規
矩論贊 未見 〃 〃 〃 〃 〃

集 集類 33部
已刻 24部
47卷 48

未刻 5部
22卷
未見 5部
無卷數 49

楚 辭 通 釋 14 卷
（末 1卷） 〃 〃 〃 〃 〃

薑齋文集 10卷 〃 〃 〃 〃 〃

買薇稿 未見 〃 〃 〃 〃 〃

漧濤園初集 未見 〃 〃 〃 〃 〃

薑齋五十自定稿 
1卷 〃 〃 〃 〃 〃

薑齋六十自定稿 
1卷 〃 〃 〃 〃 〃

薑齋七十自定稿 
1卷 〃 〃 〃 〃 〃

柳岸吟 1卷  〃 〃 柳岸吟 1
卷未刻 〃 〃

落花詩 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

遣興詩 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

48　 集部の実数は 45卷である。
49　 慶応本、東洋文庫本 V-2-38-0は「集類三十三部、已刻二十五部四十八卷、未刻五部二十二卷、

未見五部無卷數」に作る。
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和梅花百咏 1卷 〃 〃
和梅花
百咏 1
卷未刻

〃 〃

洞庭秋 1卷 〃 〃 洞庭秋 1
卷未刻 〃 〃

雁字詩 1卷 〃 〃 雁字詩 1
卷未刻 〃 〃

仿體 1卷  〃 〃 仿體 1
卷未刻 〃 〃

嶽餘集 1卷　謄
稿附 50 〃 〃

嶽餘集 1
卷　（謄
稿附な
し）

〃 〃

船山鼓棹初集 1
卷 〃 〃

船山鼓
棹初集 1
卷未刻

〃 〃

船山鼓棹二集 1
卷 〃 〃

船山鼓
棹二集 1
卷未刻

〃 〃

瀟湘怨 1卷 〃 〃 瀟湘怨 1
卷未刻 〃 〃

詩譯 1卷 〃 〃
詩譯 1
卷
未刻

〃 〃

夕堂永日緒論内
篇 1卷 〃 〃

夕堂永
日緒論
内篇 1
卷未刻

〃 〃

夕堂永日緒論外
編 1卷 〃 〃

夕堂永
日緒論
外編 1
卷未刻

〃 〃

南窗漫記 1卷 〃 〃
南窗漫
記 1卷
未刻

〃 〃

南窗外記 1卷未
刻 〃 〃 〃 〃 〃

憶得 未見 〃 〃 〃 憶得補
刻 〃

50　 国会本の『嶽餘集』の次丁の「賸稿附」にあるはずの箇所には、『夕堂詩賸稿』の内題（扉）
のみが存在しており、中身は『薑齋詩賸稿』となっている。（巻首題は「薑齋詩賸稿 船山
遺書補遺一」に作る）
一方、慶応本の目録は「嶽餘集 1卷謄稿附」に作るが、実際『嶽餘集』の次は、直ちに『船
山鼓棹初集』となっている。
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夕堂永日八代文
選評 未見 〃 〃 〃 〃 〃

夕堂永日八代詩
選評 6卷 未刻 〃 〃 〃 〃 〃

夕堂永日四唐詩
選評 7卷 未刻 〃 〃 〃 〃 〃

夕堂永日明詩選
評 7卷 未刻 〃 〃 〃 〃 〃

詞選 1卷 未刻 〃 〃 〃 〃 〃

龍舟會雜劇 2卷 51 〃 〃 〃 〃 〃

船山經義 1卷 〃 〃 〃 〃 〃

船山制義 未見 〃 〃 〃 〃 〃

薑齋詩賸稿 1卷 52 〃 〃
薑齋詩
賸稿 1
卷 未刻

〃 〃

表３. 補刻部分（衡陽補刻本）53

子 龍源夜話 1卷

集

憶得 1卷
薑齋詩賸稿 1卷
薑齋詩分體稿 4卷
薑齋詩編年稿 1卷
薑齋文集補遺 2卷

表４. 補刻部分（太平洋書店本）54

經 四書訓義 38卷

子
搔首問 1卷
相宗絡索 1卷

51　 『龍舟會雜劇』の実数は１卷のみである。
52　 『薑齋詩賸稿』が金陵本に収められていない。国会本では『嶽餘集』の次が 「謄稿附」（『薑

齋詩賸稿』船山遺書補遺一）となっている。
53　 慶應本、東洋文庫本 V-2-38-0の衡陽補刻本『船山遺書』を参照。
54　 東大漢籍、東洋文庫本 V-2-301の太平洋書店本『船山遺書』を参照。
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集
古詩評選 6卷
唐詩評選 4卷
明詩評選 8卷

表５. 各『船山遺書』における実際の種卷数

四部分類
種数 卷数 種数 卷数 種数 卷数 種数 卷数
守遺経書屋本 金陵本 衡陽補刻本 太平洋書店本

經 18 150 20 117 20 117 22 155
史 (1) (30) 4 75 4 75 4 77
子 0 0 10 51 11 52 14 54
集 0 0 22 45 27 54 30 72
合計 18 150 56 288 62 298 70 358

表６. 嶽麓書社『船山全書』内容一覧 55

四部分類 冊 書名

經

1 周易内傳 附發例、周易大象解、周易稗疏 附考異、周易外傳
2 尚書稗疏 、尚書引義
3 詩經稗疏 附考異・叶韻辨 、詩廣傳
4 禮記章句
5 春秋稗疏、春秋家説、春秋世論、續春秋左氏傳博議
6 四書稗疏、四書考異、四書箋解、讀四書大全説
7 四書訓義
8 四書訓義

※ 9 説文廣義

史
10 讀通鑑論
11 宋論、永暦實録、籜史、蓮峰志

子
12 張子正蒙注、思問録、俟解、黄書、噩夢、識小録、掻首問、龍源夜話
13 老子衍、莊子通、莊子解、相宗絡索、愚鼓詞、船山經義

集
14 楚辭通釋、古詩評選、唐詩評選、明詩評選
15 薑齋文集、薑齋詩集、薑齋詞集、薑齋詩話、龍舟會雜劇、詩文拾遺

その他 16 傳記、年譜、雜録、船山全書編輯紀事

55　 東京大学文学部漢籍コーナー蔵　嶽麓書社本『船山全書』を参照。
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表７. 王夫之の主要著作一覧（始作成書 時間順）56

書名 四部
分類 始成 57 年

西暦
年

中国暦（推定年） 干支 年齢
数え年

漧濤園初集 集 成 1643 明崇禎十六年 癸未 25

悲憤詩 集 作 1644 明崇禎十七年
清順治元年 甲申 26

續悲憤詩 集 作 1645
南明弘光元年
南明隆武元年
清順治二年

乙酉 27

周易考異 經 1646 約 清順治三年
南明隆武二年 丙戌 28

桃花詩 集 作 1646 清順治三年
南明隆武二年 丙戌 28

蓮峰志 史 成 1646 清順治三年
南明隆武二年 丙戌 28

老子衍 子 成
重

1655
（1673）

清順治十二年
南明永暦九年 乙未 37

周易外傳 經 始 1655 清順治十二年
南明永暦九年 乙未 37

黃書 子 成 1656 清順治十三年
南明永暦十年 丙申 38

落花詩 集 1661 約 清順治十八年
南明永暦十五年 辛丑 43

尚書引義 經 1663 約 清康熙二年
周易外傳の後 癸卯 45

遣興詩 集 成 1663 清康熙二年 癸卯 45

永曆實錄（大行錄） 史 1664 約 清康熙三年 甲辰 46

籜史 史 1664 約 清康熙三年 甲辰 46

和梅花百咏詩 集 成 1665 清康熙四年 乙巳 47

讀四書大全說 經 重 1665 清康熙四年 乙巳 47

四書訓義 經 1666 約 清康熙五年
讀四書大全說の後 丙午 48

春秋稗疏 經 1668 約 清康熙七年 戊申 50

56　 この表は、王敔「大行府君行述」、劉毓崧『王船山先生年譜』、王之春『船山公年譜』、劉春建『王
夫之学行糸年』、張西堂『明王船山先生夫之年表』に基づくものである。

57　 年譜の原文に従い、「作」、「編」、「著」、「訂」、「識」、「序」、「述」、「撰」はそれぞれの動
詞の意味である。また、「始」は「書き始める」、「成」は「完成」、「重」は「書き直し、
再編」である。　
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春秋家說 經 成 1668 清康熙七年 戊申 50

春秋世論 經 成 1668 清康熙七年 戊申 50

續春秋左氏傳博議 經 編 1669 清康熙八年 己酉 51

薑齋五十自定稿 集 1669 約 清康熙八年 己酉 51

洞庭秋詩 集 成 1669 清康熙八年 己酉 51

雁字詩 集 成 1670 清康熙九年 庚戌 52

仿體詩 集 1670 約 清康熙九年 庚戌 52

瀟湘怨詩 集 作 1671 清康熙十年 辛亥 53

愚鼓詞 子 1671 約 清康熙十年 辛亥 53

周易大象解 經 始 1676 清康熙十五年 丙辰 58

薑齋詩編年稿 集 1676 清康熙十五年 丙辰 58

禮記章句 經 成 1677 清康熙十六年 丁巳 59

柳岸吟 集 1679 約 清康熙十八年 己未 61

莊子通 子 著 1679 清康熙十八年 己未 61

薑齋六十逢定稿 集 成 1680 清康熙十九年 庚申 62

莊子解 子 1681 約 清康熙二十年 辛酉 63

相宗絡索 子 訂 1681 清康熙二十年 辛酉 63

說文廣義 經 識 1682 清康熙二十一年 壬戌 64

噩夢 子 識 1682 清康熙二十一年 壬戌 64

船山經義 集 序 1683 約 清康熙二十二年 癸亥 65

詩廣傳 經 1683 約 清康熙二十二年
尚書引義の後 癸亥 65

俟解 子 作 1684 清康熙二十三年 甲子 66

楚辭通釋 集 成 1685 清康熙二十四年 乙丑 67

思問錄內篇外篇 子 1685 約 清康熙二十四年
張子正蒙注の前 乙丑 67

張子正蒙注 子 1685 約 清康熙二十四年
讀四書大全說の後 乙丑 67

周易内傳 附周易發例 經 始
成

（1646）
1685 清康熙二十四年 乙丑 67

憶得 集 述 1686 清康熙二十五年 丙寅 68

嶽餘集 集 1686 約 清康熙二十五年 丙寅 68
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四書箋解 經 1686 約 清康熙二十五年 丙寅 68

南窗漫記
（薑齋詩話卷第三） 集 成 1688 清康熙二十七年 戊辰 70

南窗外記 集 1688 約 清康熙二十七年 戊辰 70

識小錄 子 成 1689 清康熙二十八年 己巳 71

薑齋七十自定稿 集 編 1690 清康熙二十九年 庚午 72

夕堂永日緒論內外編
（薑齋詩話卷第二） 集 序 1690 清康熙二十九年 庚午 72

古詩評選
（夕堂永日八代詩選） 集 1690 約 清康熙二十九年 庚午 72

唐詩評選
（夕堂永日四唐詩詩選） 集 1690 約 清康熙二十九年 庚午 72

明詩評選
（夕堂永日明詩詩選） 集 1690 約 清康熙二十九年 庚午 72

讀通鑑論 史 始
撰

(1687)
1691 清康熙三十年 辛未 73

宋論 史 1691 約 清康熙三十年 辛未 73

書経稗疏 經 不明 尚書引義の前 不明 不明

尚書考異 經 不明 不明 不明 不明

詩經稗疏 經 不明 約 詩廣傳の前 不明 不明

詩經考異 經 不明 約 詩經稗疏の後 不明 不明

詩經葉韻辯 經 不明 不明 不明 不明

詩廣傳 經 不明 不明 不明 不明

四書稗疏 經 不明 約 讀四書大全説の前 不明 不明

四書考異 經 不明 約 四書稗疏の後 不明 不明

四書集成批解 經 不明 不明 不明 不明

四書詳解 經 不明 不明 不明 不明

呂覽釋 子 不明 不明 不明 不明

淮南子注 子 不明 不明 不明 不明

搔首問 子 不明 不明 58 不明 不明

58　 正確な成立年代は不明であるが、『搔首問』の中に方以智（1611―1671）の死に関する記
述が見られることから、この本は 1672年以後のものであると考えられる。
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龍源夜話 子 不明 不明 不明 不明

三藏法師八識規矩論贊 子 不明 不明 不明 不明

李詩評 集 不明 不明 不明 不明

杜師評 集 不明 不明 不明 不明

劉復愚集評 集 不明 不明 不明 不明

詞選 集 不明 不明 不明 不明

薑齋文集 集 不明 不明 不明 不明

薑齋文集補遺 集 不明 不明 不明 不明

買薇稿 集 不明 不明 59 不明 不明

遣興詩 集 不明 不明 不明 不明

薑齋詩分體稿 集 不明 不明 不明 不明

薑齋詩賸稿 集 不明 不明 不明 不明

鼓棹初集 集 不明 不明 不明 不明

鼓棹二集 集 不明 不明 不明 不明

詩譯
（薑齋詩話卷第一） 集 不明 不明 不明 不明

龍舟會雜劇 集 不明 不明 不明 不明

船山制義 集 不明 不明 不明 不明

59　 『買薇稿』は 1649年に既に成書していたことが確認できる。
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付図

一、湖南省図書館蔵 湘西草堂本及び守遺経書屋本 60

1. 湘西草堂本 莊子解

2. 守遺経書屋本 王船山傳、周易內傳

60　 筆者が 2019年 10月に湖南省図書館で行った蔵書調査において撮影したものである。調査
するにあたっては、湖南省図書館古籍閲覧室の先生方及び職員の皆様のご協力を得た。お
世話になった各氏の御好意に感謝して御礼を申し上げる。
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二、種卷数に関する底本資料（国会本）61

　　　　

1. 内題：重刻船山遺書二百八十八卷 　　2.1 目録：龍舟會雜劇二卷

　　　　

2.2 扉の内題：龍舟會一卷  　　3.1 目録：嶽餘集一卷 謄稿附

61　 国立国会図書館デジタルコレクション 公開資料　請求記号：082.6-O124s
『船山遺書』第 1册 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2598770
(4コマ目、14コマ目、15コマ目 )
『船山遺書』第 109册 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2598878
(75コマ目、76コマ目 )
『船山遺書』第 111册 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2598880(58コマ目 )



150 『人文×社会』第 4号

3.2 扉の内題 (嶽餘集の次丁 )：夕堂詩賸稿

3.3 巻首題 (扉の次丁）：薑齋詩賸稿 船山遺書補遺一
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3.4 目録：薑齋詩賸稿 船山遺書七十七





以下は縦組み原稿です



以下は横組み原稿です
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え
て
議
論
さ
れ
た
梅
原
郁
氏
の
﹃
宋
代
官
僚
制
度
研
究
﹄︵
同
朋
舎
︑

一
九
八
五
年
︶
が
あ
る
︒
著
者
は
﹃
宋
代
文
官
選
任
制
度
諸
層
面
﹄︵
河

北
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
二
一
年
︶
と
い

う
︑
文
官
中
心
の
選
任
制
度
の
考
察
に
つ
い
て
の
著
書
を
出
版
し
て
お

り
︑
一
九
九
〇
年
代
に
は
︑
中
嶋
敏
氏
が
編
集
す
る
﹃
宋
史
選
挙
志
訳

注
﹄
で
も
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
︑

本
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
は
一
九
八
六
年
よ
り
一
九
九
七
年
に
至

る
ま
で
執
筆
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
度
︑
新
た
に
改
訂
さ
れ
た
本
書
は
﹃
宋

代
文
官
選
任
制
度
諸
層
面
﹄
の
姉
妹
篇
と
し
て
読
む
べ
き
論
文
集
だ
と

言
え
よ
う
︒



本
書
は
宋
代
官
僚
選
任
制
度
を
テ
ー
マ
と
し
て
︑
著
者
の
主
要
論
文

を
集
成
し
た
論
文
集
で
あ
る
︒
著
者
で
あ
る
北
京
大
学
歴
史
学
系
鄧
小

南
教
授
は
長
年
に
わ
た
り
中
国
宋
代
史
︑
と
り
わ
け
宋
代
官
僚
制
に
つ

い
て
研
究
し
て
き
た
︒
本
書
は
再
改
訂
さ
れ
た
六
編
の
論
文
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
︒
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
え
が
き
は
﹁
永
遠
の

挑
戦
―
歷
史
研
究
に
お
け
る
資
料
と
議
題
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︑
第
一
章
は

﹁
北
宋
前
期
に
お
け
る
任
官
制
度
の
形
成
に
つ
い
て
﹂︑
第
二
章
は
﹁
北

宋
時
代
に
お
け
る
循
資
原
則
と
そ
の
普
遍
作
用
に
つ
い
て
﹂︑
第
三
章
は

﹁
宋
代
に
お
け
る
資
序
体
制
の
形
成
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
﹂︑
第
四
章

は
﹁
北
宋
文
官
磨
勘
制
度
の
初
探
﹂︑
第
五
章
は
﹁
宋
代
文
官
差
遣
除
授

制
度
の
研
究
に
つ
い
て
﹂︑
第
六
章
は
﹁
宋
代
地
方
官
員
の
政
績
に
対
す

る
考
察
機
制
の
形
成
に
つ
い
て
﹂︒

本
書
は
綿
密
な
論
証
を
行
い
︑
鮮
明
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
お
り
︑

そ
し
て
宋
代
官
僚
選
任
制
度
に
お
け
る
幾
つ
か
の
重
要
課
題
を
扱
っ
て

い
る
︒
そ
の
制
度
の
中
に
お
い
て
︑﹁
官
人
へ
の
授
受
の
別
に
は
︑
官
・

職
・
差
遣
が
有
る
﹂︵﹃
文
献
通
考
﹄
巻
四
七
を
参
照
︶
と
い
う
点
が
最

も
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑﹁
官
﹂
と
は
官
員
の
身
分
等
級
を
指

し
︑﹁
差
遣
﹂
と
は
実
際
の
職
任
で
あ
る
︒
本
書
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こ
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を
取
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上
げ
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お
り
︑
先
ず
は
唐
代
の
歴
史
に
遡
り
︑
北
宋
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﹁
官
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職
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遣
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﹂
と
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分
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︑
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す
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﹁
磨
勘
﹂
制
度
の
分
析
を
厳
密
に
行
い
︑
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﹁
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遣
﹂
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︑
宋
代
官
僚
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資
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っ
て
︑
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︑
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方
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員
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績
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対
す
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的
に
評
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す
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︒
要
す
る
に
︑
本
書
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扱
う
問
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︑
宋
代
史
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け
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課
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︒
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代
官
僚
制
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先
行
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究
に
は
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内
藤
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南
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宮
崎
市
定
氏
ら

が
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唱
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代
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説
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り
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ま
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伊達摩彦（Date Mahiko）
東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻修士課程。専門は文化経営学。

顧嘉晨（Gu Jiachen）
東京大学人文社会系研究科博士課程 1年、日本学術振興会特別研究員 (DC1)。専
門は中国思想史。
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李霊均（Li Lingjun）
北京大学歴史学系博士課程 4年、東京大学大学院人文社会系研究科特別研究学生。
専門は中国宋代史。
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