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〈論文〉

名前を正しく読むことはなぜ難しいのか
Why Reading Japanese Names Correctly Is Difficult

荻原 祐二
Yuji Ogihara

要旨

先行研究では、名前を正しく読むことがどのようにそしてどの程度難しいのかは
説明されていた。しかし、名前を正しく読むことがなぜ難しいのかについての説
明は十分に行われていなかった。そこで本論文では、名前を正しく読むことが難
しいのは、漢字の読みが分からないという理由と、可能な読みが複数あり、どれ
が正しい読みか分からないという理由の、少なくとも 2つの理由があることを解
説した。一般的には、漢字の読みが分からない場合が想定されがちであるが、可
能な読みが複数あるために正しい読みが分からない場合も考慮されるべきである。
名前を正しく読むことはなぜ難しいのかを正確に理解することで、日本における
名前の特徴やその変化、人々に与える影響などを明らかにすることに貢献する。
また、名前を正しく読む難しさが生じている理由を明らかにすることによって、
その難しさを低減させることにも貢献する。

Abstract
Previous research has explained how and to what extent Japanese names are 
difficult to read correctly. However, why Japanese names are difficult to read 
correctly was not explained sufficiently. Therefore, this article presents two reasons: 
1) some Chinese characters are difficult to read, and 2) some Chinese characters 
have plural possible readings, causing cases where the correct reading is difficult 
to choose. Generally, it might be easy to think first of the cases where some 
Chinese characters are difficult to read, but the cases where the correct reading 
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of some Chinese characters with plural readings is difficult to choose should also 
be considered. Understanding why Japanese names are difficult to read correctly 
contributes to revealing the characteristics of Japanese names, their historical 
changes, and their influences on people. Moreover, clarifying why Japanese names 
are difficult to read correctly can decrease the difficulty itself. 

キーワード : 名前・読み・表記・命名・名乗り

Keywords: name, reading, writing, naming, nanori

1. 名前を正しく読むことの難しさとその理由

読みがなやふりがなが明記されていない日本人の名前 1を初見で正しく読むことは
難しい（e.g., 小林 , 2009; 大藤 , 2012; 坂田 , 2006; 佐藤 , 2007）。ここで「名前を正し
く読む」とは、「命名者が与えた通りに名前を読む」という意味で用いる。漢字には
複数の読みがあり得るため、漢字を用いた名前に「客観的に正しい読み」は存在しな
い。あくまで、命名者が決めた読みと一致した読み方ができるかどうかということに
なる。名前を正しく読むことがいかに難しいかは、日本で生活したことがある人から
すれば容易に想像ができるであろう。少なくとも 1979年から 2018年の間の 40年に
わたって個性的な名前が増加していることもあり（Ogihara, 2021a; Ogihara, 2022a; 
Ogihara et al., 2015; Ogihara & Ito, 2022）、近年生まれた新生児や子どもの名前を正
しく読むことは難しい（荻原 , 2015; Ogihara, 2021b）。
実際に、Ogihara（2021c）は、2004年から 2018年に与えられた新生児の名前を

分析し、同一表記に多くの読みが存在することを実証的に示し、名前を正しく読むこ
との難しさを明らかにした。さらに Ogihara（2022b）は、Ogihara（2021c）に補足
する形で、名前を正しく読むことの難しさについてさらに詳細な説明を加えている。

1.1 名前を正しく読むことはなぜ難しいのか？
しかし、そうした難しさが、なぜ生じているのかは十分に説明されていない。そう
した難しさが現実に存在し、どのようにそしてどの程度難しいのかは説明されている
が（Ogihara, 2021c; Ogihara, 2022b）、その理由の包括的な説明は行われていない。

1　 本論文では、「名前」と表記した際には、氏名の「名」（ファーストネーム・パーソナルネ
ーム）を意味する。
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日本における名前の特徴やその変化、人々に与える影響などを明らかにするために
は、名前を正しく読むことはなぜ難しいのかという現象を正確に理解することが重要
である。また、名前に用いられる漢字とその読みの関連を明らかにすることによっ
て、漢字とは何か、日本語とは何かといった問いについても情報を提供することがで
きる。それは、日本だけでなく、中国や韓国を含めた東アジア圏や、シンガポール・
マレーシア・ベトナムなどの東南アジア圏を含めた漢字文化圏全体にとっても意義が
ある。そして、名前を正しく読むことの難しさが生じている理由を明らかにすること
によって、その難しさを低減させることにも貢献する。

1.2 本論文
そこで本論文では、名前を正しく読むことはなぜ難しいのかについて説明する。

「漢字の読みが分からないために読むことが難しい」と「可能な読みが複数あり、ど
れが正しい読みか分からないために読むことが難しい」という、少なくとも 2つの
理由がある。それぞれが具体的に何を意味しているのかについて、以下に述べる。

2. 漢字の読みが分からないから

第 1に、漢字の読みが分からないために、名前を正しく読むことが難しい場合が
ある。漢字の読みには、音読み・訓読みがある。こうした読み方は日常的な他の文脈
でも用いられるが、その読みが分からないこともある。例えば、人名用漢字である
「侃」（カン、つよい）や「匡」（キョウ、コウ、オウ、すくう、ただす）などは、そ
の読みが一般的には難しいかもしれない。
また、名前に用いられる漢字には、名乗り（名乗り訓・人名訓）という、一般的
な音読み・訓読みとは異なる慣用的な読み方が存在する。例えば、「和」を「かず」
と読み、「和也（かずや）」や「和子（かずこ）」としたり、「智」を「とも」と読み、
「智宏」（ともひろ）や「智子」（ともこ）とする読み方が挙げられる。これらは、一
般的な音読みでも訓読みでもないものの、漢字を日本語に翻訳する過程で使用される
ことが増え、次第に慣用的なものとして認識・共有されるようになったとされている
（佐藤 , 2007）。よって、小学校や漢字の参考書等の一般的な漢字学習の場面では接触
することが少ない 2。また、名前や一部の固有名詞以外ではほとんど用いられず、現在

2　 漢字学習の場面よりも、むしろ日本史や地理などの学習において偶発的に学ばれることが
多いようである。例えば、「朝」を「とも」と読むことは、平安・鎌倉時代の源氏の武将の
名前から学習されているだろう（「頼朝（よりとも）」・「実朝（さねとも）」・「義朝（よしと
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ではあまり使用されていないものや市民権がないような読みもあるため、それらを
正しく読むことが難しい場合も多い。実際に、「和」を「かず」と読む名乗りは現在
でもしばしば見られるが、「あつし」や「むつぶ」といった名乗りを適切に読むのは
難しいかもしれない。同様に、「智」を「とも」と読む名乗りは現在でもしばしば見
られるが、「あきら」や「まさる」といった名乗りを適切に読むのは難しいかもしれ
ない。佐藤（2007）によれば、名乗りに関する書籍は少なくとも平安時代からあり、
名乗りの読みの難しさについては江戸時代から指摘され、その手引書が出現するに至
っている。
さらに近年では、漢字の一般的な音読み・訓読みと慣用的な名乗りという読みだけ
でなく、これまでにはほとんど見られなかったような個性的な読みを与える場合があ
る（レビューとして , 荻原 , 2015; Ogihara, 2021b）。名前に用いられる漢字の読みに
は制限がなく、どう読むかは自由である。そのために、命名者が与えた通りの読み方
をすることが難しい名前が生まれる。例えば、「海」を「まりん」と読んだり、「光」
を「らいと」と読むといった外国語読みをする場合が挙げられる。また、「星」を
「あかり」と読んだり、「月」を「らいと」と読むといったイメージ読みをする場合も
ある。他にも、表記はされるが読まないという場合もある。例えば、「大空」を「そ
ら」と読んだり（「大」は読まない）、「心結」を「こころ」と読む（「結」は読まな
い）場合がある。名前に漢字が用いられている場合、それぞれの漢字に読みがあると
考えるのが一般的であるため、読まないという可能性を考慮することは難しい。
この難しさを低減するには、一般的・慣用的な読みだけでなく、個性的な読みの規
則性を学習することが挙げられる（Ogihara, 2022b）。個性的な読みには規則性があ
ることが多く、その規則性を学習することで、その規則性を用いて予測し、名前の読
みが全く思い浮かばないという状況は減らすことができるだろう 3 。実際に、先述の
名乗りは、元来は個性的な読みをしていたものが、多くの人々に共有されることによ
って、慣用的なものとしてみなされるようになったとされている（佐藤 , 2007; 法務
省 , 2022）。

も）」など）。また、「真」を「ざね」と読むことは、菅原道真（みちざね）や今川氏真（う
じざね；今川義元の子）から学習されているであろう。

3　 しかし、規則性は複数存在し、どの規則が応用されるかの予測は困難であり、かつ新たな
規則性も生まれるため、この難しさを完全に解消することは容易ではないと考えられる。
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3. 可能な読みが複数あり、どれが正しい読みか分からないから

第 2に、可能な読みの選択肢が多く、どれが命名者によって与えられた読みか分
からないために、名前を正しく読むことが難しい場合がある。漢字を読むことはでき
るが、その可能な読みが複数存在するために、どれが正しい読みなのかがわからない
状態を意味する。そして、複数の漢字で構成された名前の場合、それぞれに可能な読
みが複数あり、その組み合わせが生じるため、正しい読みを推測することがさらに難
しくなる。
「名前を正しく読むことが難しい」と言われると、先述の「漢字の読みが分からな
いために読むことが難しい」状態が想像されることが多いかもしれないが、現実には
漢字の可能な読みが思いついても、名前を正しく読む難しさが解消されるとは限らな
い。むしろ、漢字の可能な読みがより多く分かるほど、その中から正しいものを選ぶ
ことは困難となる。
実際に、近年の名前には多くの読みが存在することが、データを基に報告されてい
る。例えば、近年人気のある表記である「大翔」には少なくとも 18種類の読みが、
「結愛」には少なくとも 14種類の読みが与えられている（Ogihara, 2021c）。これら
の表記に対して、どの読みが命名者によって与えられたものかを初見で正しく推測す
ることは容易ではない。
この難しさを低減する方法のひとつに、事前情報を把握しておくことが挙げられる

（Ogihara, 2022b）。例えば、表記に対する読みの選択肢と各選択肢の相対的出現頻度
を知っていれば、正しい読みを選択できる確率は高まる。「大翔」という表記に対し
てどういった選択肢があるのか、そして「ひろと」や「はると」が多く、「ひろき」
や「はるき」は割合としては少ない可能性が高い（Ogihara, 2021c）ということを知
っていれば、現実に「大翔」という表記に遭遇した際に利用できる。同様に、「結愛」
は「ゆあ」や「ゆいな」と読まれることが多く、「ゆら」や「ゆうみ」は割合として
は少ないことが既知であれば、この情報を応用できる可能性がある。また、兄弟姉妹
で共通した読みを与えたり（例えば、「ひろと」と「ゆうと」、「さな」と「みな」）、
両親や祖父母の読みと共通した読みを与えるパターンが存在するため、兄弟姉妹・両
親等の名前の読みが既知であれば、正しく読める確率は高まる。しかし、こうした事
前情報がない場合、それぞれの可能な読みは独立で、確率分布も未知となるため、推
測は一般的に困難である。
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4. まとめ

先行研究では、名前を正しく読むことがどのようにそしてどの程度難しいのか
（Ogihara, 2021c; Ogihara, 2022b）は説明されていたが、名前を正しく読むことがな
ぜ難しいのかについての説明は十分に行われていなかった。そこで本論文では、名前
を正しく読むことがなぜ難しいのかについて説明した。本論文では、名前を正しく読
むことが難しいのは、漢字の読みが分からないという場合と、可能な読みが複数あり
どれが正しい読みか分からない場合という、少なくとも 2つの理由が存在すること
を解説した。一般的には、前者の漢字の読みが分からない場合が想定されがちである
が、後者の読みが複数あるために正しい読みが分からない場合も考慮されるべきで
ある。名前を正しく読むことはなぜ難しいのかを正確に理解することで、日本におけ
る名前の特徴やその変化、人々に与える影響などを明らかにすることに貢献する。ま
た、その難しさが生じている理由を明らかにすることによって、その難しさを低減さ
せることにも貢献する。
実際に、それぞれの難しさを低減させる方法についても言及した。漢字の読みが分
からない場合については、一般的・慣用的な読みだけでなく、個性的な読みの規則性
を学習することが挙げられる。そして、可能な読みが複数あり、どれが正しい読みか
分からない場合については、事前情報を可能な限り参照することを挙げた。しかし、
様々な読み方の規則性を学習すればするほど、可能な読みの選択肢が増えることにな
り、その中のどれが正しい読みか推測することが確率的により困難になるというジレ
ンマがある。名前を正しく読むために、新しい読み方の規則性を学んだり、様々なバ
リエーションを理解すればするほど、その複数の可能性から正しい読みを選択する難
しさが増加してしまう。いずれにせよ、読みがなやふりがなが明記されていない状態
では、名前を正しく読むことの難しさを解消することは困難と言える。
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〈論文〉

山田潤の教育と労働に関する問題意識
『ハマータウンの野郎ども』と不登校を中心に

田中 佑弥

はじめに

本稿では、『ハマータウンの野郎ども』（Willis 1977＝ 1985）を翻訳し、「学校に
行かない子と親の会（大阪）」を立ち上げた山田潤の経歴を紹介し、彼が教育と労働
についてどのような問題意識を持っていたかを考察する 1。そして、訳者である山田の
視点を踏まえ、社会学における重要文献である『ハマータウンの野郎ども』をどのよ
うに読むことができるかを考察する 2。
山田の略歴は以下の通りである。1948年、岡山県新見市生まれ。1952年に大阪府
寝屋川市に移り、1971年に京都大学文学部を卒業後、職業訓練校に 1年間通い、板

1　 筆者は「学校に行かない子と親の会（大阪）」の定例会に参加した 2010年から山田と面識
があり、筆者が武庫川女子大学教育研究所に勤務していた折には同学において講演を依頼
するなど、山田と対話する機会を得ることができた。
また、NPO法人全国不登校新聞社が 2016～ 2018年に実施した「不登校 50年証言プ
ロジェクト」には共に委員として参加した。「不登校 50年証言プロジェクト」の目的は、
1966年に学校基本調査によって不登校（学校ぎらい）の調査が始まって 50年になるのを
機に、不登校経験者、親の会・フリースクール関係者、医師、教員、研究者など、さまざ
まな人びとの声をアーカイブすることであった。山田へのインタビューも行われており、
筆者はインタビュアーの一人として参加している。詳細は同プロジェクトのウェブサイト
を参照。http://futoko50.sblo.jp/

2　 本稿は山田の了承を得て 2017年 7月 1日に日本子ども社会学会第 24回大会（東京学芸大
学）にて行った報告「山田潤の教育と労働に関する問題意識―― 『ハマータウンの野郎ど
も』 「学校に行かない子と親の会（大阪）」 を中心に」を基にしている。
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金工場に就職。1977年に転職し、大阪府立工業高校定時制課程に英語科教員として
勤務。その傍ら 1991年には「学校に行かない子と親の会（大阪）」を立ち上げ、学
校に行かない子どもの保護者が語り合う場を継続して開いてきた。また、『ハマータ
ウンの野郎ども』のほか『大英帝国の子どもたち』（Humphries 1981＝ 1990）、『匪
賊』（Billingsley 1988 = 1994）を翻訳している。2022年 7月 16日、死去。

１　京都大学から板金工場へ

山田の人生における重要な転機の一つは、京都大学文学部を 1971年に卒業した後、
松原専修職業訓練校（大阪府）に入校したことである 3。山田は、当時をつぎのように
振り返っている。

卒論を書いていた当時、私は「哲学の散歩道」に面した下宿に住んでいまし
た。吉田山を越えて京大まで 30分ぐらいの道のりで、実に風光明媚なよいとこ
ろでした。ちょうど「哲学の散歩道」がアンアン族、ノンノ族の脚光を浴びはじ
める時期で、おそらく京都市も観光地として整備しようとしたんでしょうね。疎
水沿いのひなびた散歩道だったんですけども、古い木製の電信柱をコンクリート
製の新しいものに取りかえる工事が始まっていました。卒論を書きあぐねていた
私は、その電柱の取りかえ作業を下宿の窓からよく眺めていました。電気工事士
は、ガンベルトみたいなやつにいっぱい工具をぶら下げてるんですが、そのベル
トを外して、倒したばかりの電柱にみんなで腰かけて弁当を食べてるんですね。
また、こっちの電柱に登って電線を結び、声をかけ合いながらあっちの電柱との
あいだに電線を張っていくという作業を見ていて、私はこういう仕事を自分でも
やってみたいと思ったのです。4

松原専修職業訓練校には電気工事科もあったが、山田はより魅力を感じた板金工科
を選択し、そこで 1年間、中卒や高校中退の若者たちとともに板金を学んだ。

3　 以下の山田の経歴に関する記述は主に、武庫川女子大学教育研究所で開催された 2016年度
第 2回臨床教育研究懇談会（2016年 10月 1日、武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科
主催）における山田の講演を参照した。なお講演の概要は、山田（2017）としてまとめら
れている。

4　 2016年度第 2回臨床教育研究懇談会における山田の発言。
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松原専修職業訓練校における山田潤（同氏提供）

上掲写真で山田が腕を掛けているのは柱上トランスである。山田は「大学を去って
どうしようかと思っていたときに、改修中の哲学の散歩道で電気工事士たちが電柱に
取りつけ直していたのがやっぱりこの柱上トランスだったんです。職業訓練校の板金
工科で訓練用のトランスを造る責任者に私がなったわけで、おもしろいめぐり合わせ
ですよね。こういうトランスの模型を 5本ほど造って、塗装科で錆止めの塗料を塗っ
た模型を電気工事科の生徒が実際に担いで電柱に上る姿なんかもこの目で見ました」5

と振り返っている。中卒や高校中退の少年たちとともに職業訓練に臨む経験は、山田
につぎのような影響を与えることになった。

大学教育まで受けることによって私はいったい何を得たのか、あるいは、何を
失ったのか。この子たちは高・大と進むことなく、1年間の職業訓練を受けて職
場に入っていくわけですが、高・大に行かないことによって何を失ったのか、あ
るいは、何を得るのか。そんなことを真剣に考えるようになりました。思い返せ
ば、私が中学校を卒業するときにも、高・大へと進まずにすぐ働きに出た同級
生、仲のよい友達もいたわけです。彼らの想いはどうだったろう、ということを
考えるきっかけにもなりました。6

『ハマータウンの野郎ども』への着目の根底には、このような山田の個人的経験が
あると考えられる。山田は 1972年に職業訓練校を修了し、大阪の吉田板金工作所に

5　 同上。
6　 同上。



12 『人文×社会』第 8号

就職した。
日本社会臨床学会での記念講演（2011年）において山田は、彼の 1970年代のブッ
クリストを公開している（山田 2011, p.56）。山田が板金工場に就職した 1972年前後
には、中岡哲郎『工場の哲学』（平凡社、1971年）、シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』
（講談社、1972年）、鎌田慧『自動車絶望工場』（現代史出版会、1973年）などが出
版されており、同時代に工場や労働が注目されていたことが伺える。当時を山田は、
つぎのように振り返っている。

金属加工の実際に触れると、私たちの暮らしを支えているいろんなものに目が
行くようになるんですね。高速道路などの工事現場で、パチパチ火花を散らして
いる電気溶接の光景、また、その溶接のできぐあいなんかにも目が止まるように
なります。喫茶店に入るとミルクを注ぐ小さなカップがありますよね。あれもよ
く見ると、持ち手がスポット溶接で本体にとめられた跡がついてるんですよ。そ
ういう細かいものまで目に入ってくる。私たちの暮らしを支えているものたち
が、どんな人たちのどういう労働によってつくられているのか。そういうことが
やっとこのころ目に見えてくるようになったのです。……鉄板がどれほど加工性
にすぐれているか。どんな加工技術があり、工員たちのどんな技能によって加工
されているか。7

山田は、板金という「手の労働」から多くを学んだ 8。なお、山田は『ハマータウン
の野郎ども』でmanual labourを「手の労働」と訳している。この点については、つ
ぎのように述べている。

普通は「筋肉労働」とか「肉体労働」と訳すのでしょうが、私は文字通り「手
の労働」としました。……手足を十分に動かす仕事に就くことで大いに救われ
たという想いが私には強いのです。大学で専攻したのはドイツ近現代史でして、
19世紀後半のドイツの工業化が卒論のテーマだったのですが、確かな手応えは
ぜんぜんえられませんでした。自分で書いていることはみんな作り話ではない
か、史料を正確に読むとはどういうことか、などと考え詰めると気が変になりそ
うなときがありました。

7　 同上。
8　 この点については山田（1977）で詳述されている。
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その種の悪戦苦闘のことを思えば、さっきお見せしたような工具を使って具体
的に鋼板を切ったり曲げたり溶接したりして、図面に描かれたものが目の前で姿
を整えていく、そんな仕事を持つことの、精神の安定にとっての重要さみたいな
ことをつくづく思い知るのですね。そういう経緯があって、「筋肉労働」ではな
く「手の労働」と訳したのです（山田 2016, p.50）

２　『ハマータウンの野郎ども』と定時制工業高校の若者たち

山田は 5年間の工場勤務を経て、1977年に大阪府立工業高校定時制課程に転職し
た。奇しくもこの年に『ハマータウンの野郎ども』の原著が出版されている。山田は
「生徒たちと向き合いながら、80年代の前半にこの翻訳にとりかかっていたのです。
イギリスのセカンダリー・モダン校の、やんちゃな生徒たちとたいして異なることの
ない生徒たちが、日本の私の目の前にいたのです」（山田 2016, p.49）と述べている。
なお『ハマータウンの野郎ども』は熊沢誠（甲南大学名誉教授・労働社会学）との
共訳になっているが、実質的には山田による翻訳である。熊沢は、つぎのように述べ
ている。

本当に偶然に、山田さんと私が同じ頃別々に読みました。私は大きな示唆を受
け翻訳してはどうかと思ったのですが、この原書の英語はとても難しくてね、こ
れはもう山田君しかできないと思い、その前提で筑摩書房に話を持ちかけたので
す。いちおう「共訳」というかたちですが、率直なところこれはすべて山田潤の
仕事で、私は名前を貸して、訳文の日本語をちょっと手直ししただけです。（熊
沢 2016, p.60）

山田は『ハマータウンの野郎ども』に着目した理由をつぎのように述べている。

私が『ハマータウンの野郎ども』に興味を持ったのは、一刻も早く学校からお
さらばして、大人の味がする職場に出たいというのが、イギリスの、あまり勉強
が好きじゃないやんちゃな少年たちの望みなんだという、そこのところですね。
イギリスの当時の社会には、「さっさと学校なんかやめて働きに出たほうがよっ
ぽどいいよ」と、その子たちを支える大人の側の構えもあったのです。戦後の日
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本は急速にそういう対抗文化を失っていったのです。9

山田によれば、かつての日本の定時制高校には正社員として働き、職場での学びに
よって成長する生徒たちが多くいたが、製造業の衰退とともにそのような生徒たちは
少なくなり、次第に不登校経験のある生徒が彼の勤務する定時制課程に進学してくる
ようになった。この経緯について、つぎのように述べている。

若い先生が工事費用の見積もりにかかわって「積算」ということを教えていま
すと、「センセ、そんな積算やってたら仕事にならへんで。そんなことやってた
ら工務店は破産やわ」などと言いはじめる生徒が出てくるのです。職員室に帰っ
てきて、「授業で生徒にこんなこと言われたんやけど、どうなんやろ」といって
教員たちで話し合うというような、非常におもしろいことがいくらでもあった。
そういうことが定時制高校のなかからどんどん消えていって、逆に小学校や中

学校で不登校して全日制高校には行けないので、仕方なく、ほんとうは定時制高
校なんかに来たくないんだけれども、親や先生に勧められて入学して来る生徒が
目立ってきます。
教員たちの側でも、定時制高校の統廃合に反対して、就学促進に力を入れるよ

うになり、さかんに中学校訪問をやりはじめる。いじめられて不登校気味になっ
ていた生徒にも夜間に通学する道もあると勧めたりするのです。
そういう活動のなかで、非常にしんどい生徒の状況に私も目が向くようになり

ました。9年間の義務教育でここまで子どもを痛めつけなきゃならないのか、と
いう怒りさえ持つようになりました。10

３　不登校と「work」

山田は 1991年に「学校に行かない子と親の会（大阪）」を立ち上げた。その契機
は京都の「学校に行かない子と親の会」に参加したことである。当時、中学校と高校
の教員懇談会に参加した山田は、中学校教員が高校に進学しない生徒を高校に「行け
ない」「かわいそう」と捉えることに違和感を覚えた（山田 1998）。数日後、京都の
「学校に行かない子と親の会」の開催案内を新聞で見つけ、世話人に電話すると「学

9　 2016年度第 2回臨床教育研究懇談会における山田の発言。
10　 同上。
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校に行けない、かわいそうな子を、なんとか行けるようにしてやろうという会では
ありません。「行かない」 という子どもの選択を正当に受けとめようという考え方を
基本にしています」という説明があった（山田 1998, p.197）。この趣旨に賛同した山
田は京都の「学校に行かない子と親の会」に通った後、「学校に行かない子と親の会
（大阪）」を立ち上げることになった。同会では、専門家に答えを求めるのではなく、
当事者自身が問題に向きあうことが最重要視され、子どもは大人によって善導される
べき存在ではないと考えられている（田中編 2017）。
教師に反発する「野郎ども」と、学校に行かない子どもたちは、まったく違うよう
にも思われるが、山田の経験に即して考えるならば、彼らは学校教育から距離を取ろ
うとしている点で共通点があり、学問の世界から労働の世界へと進んだ山田の軌跡と
も重なる。山田にとって「野郎ども」は、職業選択の幅を自ら狭めてしまう、かわい
そうな愚か者たちではない。『ハマータウンの野郎ども』の「訳者あとがき」では、
つぎのように指摘されている。

共訳者の共通する思いを述べるならば、イギリスの〈野郎ども〉は、学校から
「落ちこぼれ」ても、職業世界に根づいている（逞しさも退嬰もあわせもつ）労
働者階級の文化に抱擁されて、それなりに屈せずにやってゆく。しかし日本の生
徒たちは、ひとたび学校教育から脱落すれば、すなわち「勉強して下積みでない
仕事につく」という「順接」に失敗すれば、「無階級」をたてまえとする国柄で
あるだけに、みずからの労働生活を支えるに足る「対

カウンター･カルチャー

抗文化」をどこにも見い
出せないまま、劣等感にさいなまれることになるのではないか。そういう思いを
禁じえないのである。日本の若者が〈野郎ども〉を真似る必要こそないが、いま
ひとつの「学

ワ ー ク

びかた」「働
ワ ー ク

きかた」を模索しなければならないと痛感する。（熊
沢・山田 1985, p.390）

「学びかた」と「働きかた」の双方に「ワーク」（work）とルビが振られているこ
とに注意したい。「学ぶ」と「働く」は別物ではない 11。
山田の問題意識においては、不登校とは「学ぶ」と「働く」の関係性、つまり

「work」の失調なのである。かつては「学ぶ」と「働く」は生活のなかで結びついて
いたが、「手の労働」（manual labour）の衰退とともに分離され、「学ぶ」は四角い学

11　 「訳者あとがき」では、『ハマータウンの野郎ども』の原題 Learning to Labourの「Learning」
と「Labour」の関係性について詳しく述べられている。
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校のなかに囲い込まれてしまったと考えられているのである。

４　『ハマータウンの野郎ども』をどう読むか

『ハマータウンの野郎ども』は魅力的なテクストであり、さまざまな読み方があ
る。山﨑（2000）などのようにカルチュラル・スタディーズの文脈を重視する読解
もあるが、教育社会学領域では再生産論として読まれることが多いように思われる。
2000年頃以降、非正規雇用に就く日本の若者たちと『ハマータウンの野郎ども』と
の類似性が強調されるようになったと指摘されている（大前・石黒・知念 2015）。
しかし、「ハマータウンの雇用状況は比較的安定」（Willis 1977 = 1985, p.14）し
ており、「野郎ども」は苦労なく労働への移行を果たしていた。また、金槌の町
（Hammertown）の「野郎ども」が製造業に従事していたのに対し、現代日本の非正
規雇用は主としてサービス業である。
日本における社会的排除と『ハマータウンの野郎ども』における階級の再生産を同
列に論じることは適切ではないだろう。なぜなら、社会的排除が解決されるべき課題
である一方、労働者階級は――たとえ限界があったとしても――ウィリスを含むカル
チュラル・スタディーズの研究者たちが依拠するものであったからである。ターナー
は、つぎのように『ハマータウンの野郎ども』における階級の重要性を指摘してい
る。

英国のカルチュラル・スタディーズが、「階級」と「文化」の概念を緊密に結
びあわせ、それと関連して、労働者階級の文化の分析に傾倒してきた過程をあと
づけるのは困難なことではあるまい。ホガートによる戦前の英国における日常生
活の個人史、ウィリアムズによる人類学的な「生活の全体的なあり方」へと向
けた文化の定義の戦略的な再方向づけ、トムソンによる「下からの歴史」の回
復、これらはみな（ウィリアムズの場合は暗示的な仕方ではあるけれども）、新
たに労働者階級の文化に着目しながら、階級を、カルチュラル・スタディーズの
中心においている。そしてまた、一九七〇年代以降試みられたさまざまの重要
な企て、すなわち、CCCSの論文集である『儀礼を通じた抵抗』と『労働者階級
の文化』や、ポール・ウィリスの『ハマータウンの野郎ども』も、同様である。
（Turner 1996 = 1999, p.299）

ウィリスはバーミンガム大学 CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies) 所
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属時に「ハマータウン」調査を実施しており、CCCSのWorking Papers in Cultural 
Studies no.7/8として 1975年に刊行された『儀礼を通じた抵抗』(Resistance through 
Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain)、1979年刊行の『労働者階級の文化』
(Working Class Culture: Studies in History and �eory)に共著者として参加しているこ
とに留意しなければならない 12。
山田の読解は、この系譜に位置づけることができるだろう。『ハマータウンの野郎
ども』の「訳者あとがき」は、「野郎ども」に好意的な印象を与える。山田にとって
「野郎ども」とは、彼が接したかつての工業高校定時制課程の生徒たちであり、板金
を通して多くを学んだ彼もまた「野郎ども」の一人である。
テクストをどう読むかは読者の自由であり、訳者の問題意識が読解を制約するわけ
ではない。しかし、そのテクストがどのようにして異文化に紹介されたかを考えるに
あたっては訳者の問題意識は重要であり、それを踏まえることでより深く読み込むこ
とも可能になるのではないだろうか。

12　 CCCSの初代所長であったリチャード・ホガートは、労働者階級文化の研究（Hoggart 
1957 = 1974）で知られていることも付記しておく。ホガートと CCCSについてはバーミ
ンガム大学のウェブサイトを参照。https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/
richard-hoggart-connell-and-hilton.aspx
なお、ホガートの異動により 1年間だけであったが、ウィリスの当初の指導教員はホガ

ートであった（Mills and Gibb 2001, p.394）。
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〈論文〉

＜植民地期台湾における言語的特徴＞と＜現代語
の変遷の萌芽的動向＞との語形的類似について

上出 大河†

1. はじめに

1895年から 1945年に至る約半世紀の期間、台湾が日本の植民地支配下に置かれた
のは周知の史実である。
植民地期台湾においては、鉱山開発、衛生環境の改善、農林水産業の近代化といっ
たインフラストラクチャー整備と同様に、異言語を用いる本島人 1に対する国語教育
（日本語教育）が急務であり、領有最初期にあたる 1895年 7月時点で既に伊沢修二
と学務部員らによって芝山巌で本島人児童に対する国語教育（日本語教育）が開始さ
れている。1881年に慶應義塾及び同人社が留学生を受け入れ、事実上の日本語教育
を行った例等これ以前にも日本語母語教師主導の日本語教育は存在したが、台湾領有
に際して行われた国語教育（日本語教育）はその規模や組織性から日本人による国家
的、集団的な自国語教授の嚆矢的実践であったと位置づけてよいであろう。
当時文部省図書監修官の任にあった竹下直之が、

† y224206＠ kokugakuin.ac.jp
1　 植民地期台湾において特に行政事務は、日本語母語で台湾在住の内地出身者（大和民族を
中心として元来日本国の領土に居住していた人々であるが、諸事情により当時台湾に居住
していた人々が中心となる）を「内地人」と呼称し、閩南語や客家語等を母語とする台湾
ルーツの人々を「本島人」と呼称した。本稿においても特記なき場合にはこの意味で用い
るものとする。
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日本語を離れて、日本人は成立せず、逆にまた日本人を離れて日本語はない。新
しい日本人の形成は、ただ日本語によつてのみ、日本人たり得るもの、と考へざ
るを得ぬ。わが日本語を駆使することによつて、始めて日本人としての思想が形
成されるからである。この意味から、すなわち日本民族を中核と仰ぐ人間社会の
理想的な構造は、当然すぎるほど当然に、日本語の進出を以て、その先駆的な要
件となす 2

と述べ日本語普及による「日本人としての思想」の「形成」を、「日本民族を中核と
仰ぐ人間社会」を形作る「先駆的な要件」と位置づけていたこと等は植民地期台湾に
おける教育を振り返る上で極めて重大な示唆を与えうる。むろんこれは竹下の個人的
見解の表明に過ぎないが、植民地における国語教育（日本語教育）を単なる知的素養
の涵養を目指す営みと捉えるのではなく皇民化に際しての最重要事項と捉える言説が
濃淡の差はあるにせよ領有期間に社会的影響力を有す階層に属する人物から度々表明
されたことは植民地における国語教育（日本語教育）の一種の特殊性を示しているも
のと思われる。
つまり、当時の国語教育（日本語教育）はいわば当時の日本の東アジア戦略 3、植
民地政策と密接不可分の関係を有しているということであり、この点については石
（1993）やイ (1996)等の先行研究が既に多くの重大な示唆を与えているところであ
る。これらの先行研究を含め、植民地期台湾における国語教育（日本語教育）をめぐ
る様々な学術領域からの知見の蓄積は、国語（日本語）普及が領有地で果たしたイデ
オロギッシュな側面に批判的検討を加えるという点や教材、教具の歴史的変遷を明ら
かにするという点で極めて多大な意義が認められる一方、その当時の領有地における
言語状況をニュートラルに検討するという意味では未だ知見の蓄積が不充分であると
言わざるを得ない。
そこで本稿では、このような問題意識に立脚し、当時の日本の東アジア戦略、植民
地政策がもたらした植民地期台湾の言語状況の一端について、現代日本語の変遷の萌
芽的動向との語形上の類似という観点から少しく分析を加えてみることとしたい。ま

2　 竹下直之「言語の道義性」『日本語』第二巻十一号、1942年、6頁。
3　  「アジア」とはあくまで「物語」であり、捏造されたイメージであるというエドワード・サ
イード『オリアンタリズム』以来の指摘を踏まえればこの表現は必ずしも妥当ではないか
も知れない。本稿ではこのような指摘を踏まえた上で、あくまで便宜的に当該表現を用い
るものであることに留意されたい。
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た、これまでの多くの先行研究は植民地期台湾における言語状況、言語教育状況に見
られるある種の特殊性に着目している例が多数を占めているが、ニュートラルな立場
でその言語的性質を観察すれば、そこには言語としてのある種の普遍性が認められる
可能性があるため、その点についても関心を喚起することを目指すものである。

2. 植民地期台湾における言語の特徴について

これまで、植民地期台湾における言語の特徴について日本語教育史等の領域で検討
されることは僅少であった 4。このような要因のために植民地期台湾における言語的特
徴について検討する上では領有期に行われた内地人による報告にまで遡る必要が認め
られる。

2.1. 方言要素
内地人による言語的な報告の中で繰り返し指摘されたのは、植民地期台湾には内地
方言からの影響と見られる発話が多数確認される、という点である。この点について
寺川（1942）は、「日本人教師には、地方出身者が多く、夫々お国訛りを深く矯正す
ることもなく、教授に当る場合が普通であ」ったという点を指摘しており、ここから
は植民地期台湾における方言要素の表出は教師からの影響によるものであったことが
推測される。
では寺川の指摘における「お国訛り」とはどのようなものであったと思われるの
か、という点については当時の国勢調査に見られるデータを参考にすることでその傾
向を推し量ることが出来る。台湾総督官房臨時国勢調査部（1937）によれば、鹿児
島県出身者が本島在住の内地人人口の中で最も多く、12.8パーセントを占めている。
また、鹿児島を含めて熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎の九州 6県で実に 44パ
ーセントの内地人人口を占めており、このような傾向を踏まえれば、植民地期台湾の
言語状況に九州方言が多大な影響を与えていた可能性は非常に高いと思われる。
また、川見（1942）は内地方言の中でも九州方言が台湾で特に重要な地位を占め

ていた理由を人口比に占める九州出身者の割合の高さ以外の要素から次のように述べ

4　 なお、真田信治らが旧統治領における日本語を「残留日本語」という視点から言語学的に
採集、分析しているような蓄積も存在する。しかし、このような研究が対象とした旧統治
領で国語（日本語）を学習した人々の発話は、戦後日本語に触れる機会が乏しくなった話
者の言語衰退（language attrition）の影響が否定出来ぬため、植民地期の様相を探る際には
注意が必要であろう。



24 『人文×社会』第 8号

ている。

もう一つの大きな原因は九州人の図々しさである。台湾には比較的東北人も多い
のであるが、東北地方の方言は殆んど耳にすることが出来ない。これは言葉に関
する限り東北人は非常に謙遜である。自分がズーズー弁であることにひけ目を感
じ、如何にもして標準語に近づきたいと努力する。しかるに九州人は一向自分の
言葉に反省を加へない。自分の言葉が絶対に正しいものと信じてゐる。誤と知つ
ても改めることをしない。中にはわざわざ九州弁を得意になつてしやべつてゐる
とさへ思われる者すらある 5。

川見は、これは「或アナウンサーに聞いた話」であって「私一個の考でないこと」
を強調している。九州地方出身者への半ば偏見じみた論理展開であり、現代の倫理的
規範からは大きく逸脱した説明であるが、植民地期台湾において九州方言が広く聞か
れたこと、そのような状況が国語教育にも影響を及ぼしていた可能性について当時か
ら言及されていたこと等は現代でも注目に値する。
実際に、平松（1942）が報告した「せんせい」が「シェンセイ」、「ぜに」が「ジ

ェニ」になるような九州方言における古音の残存的特徴と一致するような例や、『全
国小学児童綴方展覧会』(1936)に採録された作文資料等に見られる「メガネヲカケ
ル時モアリマス。カケン時モアリマス。」といった西日本全域で確認される方言系否
定辞「ン」の使用の例など、用例の上でも内地方言との影響関係は明示的に指摘する
ことが可能である。

2.2. 第二言語学習者の誤用、中間言語的性質
植民地期台湾における言語状況の複雑さは、内地延長主義に基づく統治政策上の道
理としては「皇民」による言語使用であっても、本島人の存在を考慮して言語的な性
質だけを見れば日本語学習者による誤用、中間言語と位置づけられる類の用例が散見
されるということに起因している。
例えば、先に挙げた『全国小学児童綴方展覧会』(1936)には、学習初期にあたる
本島系一年生児童の「オナカガイタタクナリ」、「「『ハイ』 トイツツテ」 のような拍
認識の問題を含む用例を採取することが可能である。このような例は、現代でも林

5　 川見駒太郎 (1942)「台湾に於いて使用される国語の複雑性」『日本語』二巻三号、1942年、
35頁。
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（2008）が「居て」→「イッテ」や「履いてる」→「ハイッテル」のような拍認識に
関わる用例を多数報告しているように母語を問わず現代の日本語学習者にも同様の特
徴を確認することができるため、前節で述べたような方言要素の転移とは異なる第二
言語学習者の誤用、中間言語的性質の現れと捉えるのが妥当であろう。
また、『全国小学児童綴方展覧会』には本島人系五年生児童の作文中に「あなたの
先生うまいだね」なる表現が確認できる。形容詞終止形にダが接続する表現は、以下
に示すように内地方言にも類似の語形が存在する。

【COJADS】
(1)ホンツルガオモシレーダ (23_e_013)
(2)アンマリソースクネダヨネ (12_b_016)
(3)ソーナルトアブナクテショーガネーダ (13_b_013)

このような用例を踏まえれば、『全国小学児童綴方展覧会』における形容詞終止形
＋ダも方言要素の転移と捉えることが可能である。しかし、類似の語形を、国立国語
研究所によって整備された KOTONOHAを用いて各種コーパスの用例を横断検索し
たところ、調整頻度の比で約四分の三近くが I－ JAS採録の用例に偏るということが
確認された 6。この大幅な用例の偏りを踏まえれば、このような表現は、日本語学習者
による誤用、中間言語的性質によって生じた可能性の方が高いようにも思われる。

3. 現代語の変遷の萌芽的動向と類似する特徴について

先述した方言要素及び誤用、中間言語的性質の現れは当時から内地人による報告の
中で広く知られた言語的特徴であるが、現代的視座から改めて当時の用例に観察を加
えれば、この両者に含めることの困難な用例が複数存在する。この点について報告を
行うことが本稿の最大の目的である。
以下にその例を少しく紹介する。

3.1. 形容動詞型連用形の語形のゆれ
台北帝国大学教官を努めた福田良輔は、「台湾国語問題覚え書」と題した文中で、

6　 検索条件は「品詞」の「大分類」が「形容詞」AND「活用形」の「大分類」が「終止形」、
後方共起条件「書字形出現形」が「だ」とした。データ閲覧日は 2022年 9月 17日。なお、
以下に示すコーパスの用例やネットの用例はいずれも同日の閲覧である。
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綺麗といふ漢語が国語の形容詞的な内容を有つてゐるので、「きれいく」「きれい
くない」といふやうに形容詞として活用させ、それが台湾の内地人の児童にまで
も誤用され、ひいては方言的な地位までも占めさうな形勢である 7。

と述べ、「きれいく」、「きれいくない」といった語形が本島人並びにその発話に影響
を受けた内地人に使用され、「方言的」と考えられるほどの広がりを誇っていたこと
を指摘している。このような語形については、川見 (1942：39)にも類似の「きれく」
が紹介されており、植民地期台湾において広く聞かれた語形であったことがうかがえ
る。
このような形容動詞型連用形の語形のゆれは、近年日本語母語話者の言語運用の中
でも若年層を中心に広がりを見せており、1995年 11月 8日、国語審議会が文部大臣
島村宜伸に対して提出した「新しい時代に応じた国語施策について」と題した審議
経過報告でもこのような語形の広がりが報告されている。この報告において審議会
は「慣用的な表現や語法のゆれ」として「形容動詞型の連用形の語形のゆれ（『きれ
いでない／きれくない』、『～みたいに／～みたく』）」を挙げ、「国語審議会は安易に
認める姿勢を取るべきではない と思われる。一人一人が言葉遣いについて関心を高
め、できるだけ本来の意味・用法等を辞書などで確認する習慣を持つことが必要であ
ろう。」と述べている 。
しかし、1995年の国語審議会の報告から 20年以上が経過した現在、ここに形容動
詞型連用形の語形のゆれとして示されたような用例は最早若年層では一般化したよう
な感もあり、実際に校閲等を経ないで発信できる Twitter等の媒体では以下に示した
ような例が多数確認できる 8。

「きれいくない」
（1）「見た目全然きれいくない 一口食べたが、、、うん。笑」(@sorairo_RooM2 

2021/07/13)

7　 福田良輔「台湾国語問題覚え書」、『台大文学』六巻三号、1941 年、15頁。
8　 Twitter以外でも、World Wide Web 上で最も多く使われている検索エンジンである Google
の検索エンジンを用いて「“”」を付した完全一致検索を行ったところ、ヒットしたページ
数は「きれくない」が約 25,400,000件、「きれいくない」が約 7,300,000件、「綺麗くない」
が 31,900,000件であった。ただし、このような語形を否定的、揶揄的に引用しているペー
ジもあるため、実際の用例数と一致するわけではない。
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（2）「いや、あなたも字きれいくない？」(@Shinichi_TN 2021/08/29)
（3）「 き れ い く な い？ 綺 麗！！！！！！ 自 画 自 賛！！！」(@ocean_fran282 

2021/09/06 )
（4）「今日も餃子作った！やきいろきれいくない！？」(@khtt8765 2021/10/11)
（5）「明石海峡大橋きれいくない？」(@papa_kusai 2021/10/22) 
（6）「アトピーで肌きれいくないからやだなぁ」（@9_UyU_9 2022/07/25）
（7）「らめっててきれいくない？？」（@VT_maria_ria 2022/07/30）
（8）「無加工？色、きれいくない？」（@kaitenjibakuoto 2022/08/03）
（9）「言葉遣いはそんなきれいくないし、、、」（@puni_12poe 2022/08/30）
（10）「ばり肌きれいくなってきてむちゃくちゃうれしい。」（@74tomobon 

2022/09/04）

「きれくない」
（11）「声もきれくないよやかましいだけ ((」(@rian_skt_urtsm_ 2021/07/12)
（12）「シルエットがきれくない」(@mmm101525 2021/09/11)
（13）「私の心はこんなほどきれくない、、、よ、、」(@moa_dolce 2021/09/27)
（14）「ちょ！月めっちゃきれくない？」(@neurosie_noa 2021/10/20)
（15）「西山さん足の形きれくない？？？？」(@moko2_fuwa2 2021/11/04)
（16）「えっ？きれくない？えっ？絵？？」（@RJ_rwy2022 2022/08/11）
（17）「なんか今日の月きれくない？」（@1281801ka 2022/08/11）
（18）「二重幅左右違うしきれくない」（@OⅢ _89 2022/08/13）
（19）「画質きれくない携帯変えたい」（@sasa_miiii3 2022/08/31）
（20）「でも実際見たらあんまきれくないねん www」（@abc_mim7 2022/09/06）

「綺麗くない」
（21）「立ち姿アホ綺麗くない？？」（@ISD1616 2022/07/29）
（22）「右の人肌綺麗くない？」（@Activeindex 2022/07/30）
（23）「部屋綺麗くない」（@tarochiti_428 2022/08/01）
（24）「やまだ足綺麗くないから」（@Z1_witcher 2022/08/02）
（25）「味噌カツはどうやっても綺麗くない」（@heartsroland 2022/08/07）
（26）「夜に見る雷の光花火みたいで綺麗くない？」（@MeisaSasaki 2022/08/07）
（27）「ウィッグ綺麗くない…？」（@nanasisama_A 2022/08/18）
（28）「爪の形が綺麗くないからマニキュア塗っても綺麗くない」（@mugenn_mmm 
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2022/08/21）
（29）「波が高くて濁ってて綺麗くない」（@nanaban_poketa 2022/08/28）
（30）「ちょ待って秩父星綺麗くない？ヤババ。」（@01hum 2022/09/05）

これらは形容動詞の語幹を形容詞と混同したために生じた語形であろうと思われ
るが、堀尾（2007：91）は「『い形容詞』 が 『な形容詞』 の活用を使用することが可
能であるならば、『な形容詞』 が 『い形容詞』 の活用を使用することも可能だ、と考
え 『新しい形容詞（用法）』 を生み出していったのではないだろうか。」とこれら形容
動詞型連用形の語形のゆれを「新しい形容詞 (用法 )」と見なす姿勢を採用している。
2022年現在、国語審議会は未だ 1995年報告の見解を公式に崩しておらず、堀尾のよ
うな捉え方が一般的に広がっているとは言い難いものの、1995 年の国語審議会の報
告から二十年以上が経過した現在、形容動詞型連用形の語形のゆれはもはや「新しい
形容詞 (用法 )」とする見解が日本語研究者から表明されるほどにも広まっている。
すなわち植民地台湾における「台湾方言」は、1995年から 50年以上も早くにこれら
の言語変化を先取りしていた、と位置付けることも可能であろう。
また、このような言語変化は、形容詞、形容動詞の区別の曖昧化という一種の
単純化 (simpli�cation)によるものと推測することもできよう。ピジン言語 (pidgin 
language)の特徴として、ベースとなる言語の語形変化が単純化される、といった特
徴が広く指摘されており、ここにおける言語変化もこれに類似する類のものと捉える
ことが可能である。言うまでもなく、植民地期台湾における言語はその定義という点
で純粋なピジン言語として処理することは困難であるし、言語のどの側面をもって単
純性、複雑性を科学的に計測しうるかという言語学上の普遍的合意が存在しないた
め、ピジン言語的性質の分析を植民地期台湾における言語状況に全面的に適用するこ
とにはいくらかの問題が残されている。
そもそも Robert Chaudenson等は、理論的研究の歴史を踏まえ「単純化」といっ
た概念そのものの曖昧さを問題視しており、ニュートラルに構造的差異を捉えるため
に「再構造化」と表現した方がよいのではないか、と提案している 9。しかし、ここに
おける形容動詞型連用形の語形のゆれを「単純化」と捉えるにせよ、Chaudensonの
言うような「再構造化」と捉えるにせよ、これまでピジン言語の特徴として指摘され
てきた特徴と品詞区別の曖昧化という点で部分的に類似する要素が存在する、という

9　 ロベール・ショダンソン、糟谷啓介・田中克彦訳、『クレオール語』、白水社、2000年、57
頁。
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ことは否定し難い側面があると言えよう。
なお、植民地期台湾における用例や日本語母語話者の現代の用例だけでなく、この
ような例は現代の日本語学習者にも確認可能な用例であり、その点では第二言語学習
者の誤用、中間言語的性質の現れと考えることもできるが、母語話者による使用の広
がりのために、その生成要因を形容詞と形容動詞の認識に関する学習上のエラーに求
めるか、母語話者の使用からの影響に求めるか、という点については実定的な根拠を
もって判断を下すことが困難である。

3.2. 助数詞「個」の使用範囲の拡大
旧来的、規範的には助数詞「個」が使用されない語にも、使用範囲を超えて「個」
が使用されるという例も植民地期台湾の例として複数採取されている。『全国小学児
童綴方展覧会』採録の尋 3児童の「綴方」に「店が一つあります」という表現が確
認できるほか、都留（1941：30）に「台湾の子どもは、よく 『水がいつこも出んく
なった。』 といふ。」との記述が確認できる。また、川見 (1942：39)にも「今日は風
が一個もない」、「もう水筒に水が一個もない」といった例が紹介されている。
それぞれ「店」、「風」、「水」といった旧来的、規範的に「個」を選択しない語に

「個」を拡大的に使用している例であるが、このような例も後に母語話者の間で広が
りを見せ、先に紹介した 1995年国語審議会で同様に報告されることとなる。国語審
議会は報告の中において「助数詞の使い分けが行われない傾向」として指摘したうえ
で、「助数詞の使い方については ,現代の日本語として使い分ける語を整理して示す
ことが必要であろう。」と述べている。これは先の形容動詞型連用形の語形のゆれの
問題に対して審議会が「安易に認める姿勢を取るべきではない」と強く否定的な見解
を示したことと比較すれば、穏やかな指摘に留まっているように思われ、先の場合ほ
ど問題視はされていなかったようである。しかし、このような例はその語も広がりを
見せ続け、陶 (2012：30)が「現在では助数詞の使い分けが減少する傾向にある。特
に若者たちは物を数えるとき、「本」 「枚」 などのような常用の助数詞以外の場合は何
でも 「つ」 と 「個」 で済ませ、助数詞を簡略化するようになってきている。」として
いるように、その後の研究においても度々議論の俎上に載せられている。
このような「個」の使用範囲の拡大と見られる用例は国立国語研究所によって整備
された各種コーパスでも以下に示したように該当する用例が多数見られる。

【BCCWJ】
（1）「パスワードを探し当てながら手紙を 1こづつ読んでいく話。」(OC10_00518)
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（2）「私は十九歳で、アマの一個年上だった。」(OB6X_00247)
（3）「大体行く店は何個かあるけどバラバラで」(OY04_01857)
（4）「ヘリックス・ポマチアは一個も生きかえらなかった」(LBe4_00013)
（5）「いい女はいないですね。あそこは一コもいないね (笑 )」(PB29_00551)

ここに列挙した用例はそれぞれ旧来的、規範的には「通」、「歳」、「店」、「匹」、
「人」等を選択すると思われる語であるが、すべて「個」を選択している例である。
特に（2）のように年齢を「個」で示すような用法の拡張は若年層では半ば一般化し
た感も否めない。また、（4）、（5）のような有生性を持つ対象を示す際に「個」を選
択するのは、対象に対する侮蔑的な評価や軽視を表すといった表現意図によるものと
も捉えることができよう。（4）の例は愛玩動物ではなく実験動物としてヘリックス・
ポマチアを捉えているため有生性を軽視していると解釈することが可能であり、（5）
の例に関しても文脈から発話者のミソジニックな評価がうかがいしれるため「個」が
選択されている、との解釈が成り立ちうるであろう。
「個」の使用範囲の拡大は、使用される助数詞のヴァリエーションの減少と結びつ
いており、これもある種の単純化、再構造化の結果と考えられるかもしれない。しか
し、本来数える対象を範疇化する機能を持つ助数詞のヴァリエーションが減少すると
いうことはそれだけ意味内容の類推が困難になることになるため、これを助数詞機能
の単純化と捉えられるか否かという点については疑問が残る部分がある。
また、このような例は下に示した通り、現代初級日本語学習者の用例としても広く
確認することができる。

【I-JAS】
（6）「木が一個あります」(CCT10-D)
（7）「私猫一個飼って」(JJE64-I)
（8）「一個手前の駅から」(JJJ17-1)
（9）「家が、一個あり、ありますけど」(KKR38-D)
（10）「あーいえいえ乗り換えが一個あります」(KKR58-D)

上に列挙した用例はそれぞれ旧来的、規範的には「本」、「匹」、「駅」、「軒」、「回」
等が選択されると思われる語であるが、母語話者に近年見られる用例と同様に「個」
が用法拡大的に用いられている。しかし、これらの例は BCCWJから採集した母語
話者の用例と異なり、何らかの表現意図による選択とは考え難いものが大半であり、
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適切な助数詞の習得上のつまずきのために「個」を代用的に用いている可能性が高い
ように思われる。
現代の日本語学習者にも類似の用例が見られるため、植民地期台湾における「個」
の使用範囲の拡大もおそらくはこのような助数詞の習得上の困難のために生じたもの
である可能性が高いとみて良いであろう。

3.3. 新方言的な「んくなる」
助数詞「個」の使用範囲の拡大の例として紹介した都留（1941：39）の「水がい
つこも出んくなった。」という例には、もう一点注目に値する特徴が表出している。
それは「出んくなる」という語形に見える「んくなる」的な Ku形使用に関する特徴
であり、これが後に井上史雄の用語における「新方言」として指摘されることになる
類の語形と類似している点で興味深い。これと類似する用例は、川見 (1942：38)に、
「出んくなる」、「来んくなる」、「見んくなる」が紹介されており、このような「んく
なる」の使用も植民地期台湾において一定の広がりが見られたものと思われる。同書
で川見は用例の紹介に留まらず、「日本の西部方言では、打消の助動詞のぬの口語化
はんである。それで出ぬは出んであるが、この出んと標準語の出なくとが繋ぎ合はさ
れて出んくなるといふやうになつたものであらう。」とその生成要因を分析している。
このような例は、以下に示した通り現代の日本語母語話者にも若年層を中心に広く
用例が確認される。なお、検索条件は、書字形出現形「ん」、後方共起書字形出現形
「く」、後方共起語彙素読み「ナル」、とした。

【BCCWJ】
（1）「いま 3時すぎたけど、一旦座ったら、うごけんくなった～」(OY14_11626)
（2）「関係無いけどピアノの高いソが出んくなっちまった＼（＾ｏ＾）／」

(OY14_53082)
（3）「タバスコ少し入れたら猛烈に辛くなって飲めんくなった w」(OY04_01009)
（4）「それから後は腕に力が入らんくなっちゃうで…」(PB17_00021)
（5）「みてわけわからんくなって。」(OY14_26706)

【NWJC】
（6）「それで余計に決着がつかんくなった www」(39880713.767932.1)
（7）「俺のキャラがわからんくなってきた」(2429181.4128706.1)
（8）「 気 分 悪 く な っ て 立 っ て ら れ ん く な っ て ベ ッ ド で グ ッ タ リ …」
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(55888867.3848027.1)
（9）「ロッカー入れたら場所が解らんくなって取れなくなるんじゃね」

(16785168.3202266.1)
（10）「 地 方 で 営 業 で き ん く な っ た ら 生 活 し て い け ね ぇ ～ ぞ ～（ 笑 ）」

(13862482.3207139.1)

コーパスを用いた調査で確認された用例はいずれも重々しい文脈では用いられてお
らず比較的くだけた表現として用いられていることがうかがえ、改まった場面では基
本的に用いられない、という新方言の特徴と合致しているように思われる。また、こ
のような Ku形の成立の要因として真田（1987：26）は、標準語「ない」の連用形 
「なく」からの影響を想定した上で、活用体系の形容詞化の問題とする見方を示して
いる。
植民地期台湾におけるこの語形の生成要因については管見の限り施政権喪失後の先
行研究が存在しないが、おそらくは教科書等によって規範的、準標準語的な語形を学
習した本島人が、九州方言、西日本方言的要素を含んだ内地人の発話の中に否定辞
「ン」の使用を確認し、学習上の類推から「出んくなる」、「来んくなる」等の語形を
作り出していったものであろう。新方言の生成要因としては、標準語や他方言との接
触による変化が広く挙げられているが、植民地期台湾においても、教材に見られる語
形と周囲の方言話者の発話が接触を起こして生成に至ったと仮定するとすれば、成立
過程においてもこのような語形は新方言的あるいるネオ方言的であったということに
なる。
なお、日本語学習者による用例が多数採録されている多言語母語の日本語学習者横
断コーパス (I-JAS)にはヒットする用例が存在しなかった。この点については、収録
の偏りのために本来使用されている用例が見られなかった可能性と植民地期台湾にお
ける場合と異なり、九州方言、西日本方言が学習者に与えた影響が限定的であったた
めに、このような語形が獲得されたかった可能性の双方を考慮する必要が認められよ
う。

以上、植民地期台湾における用例の中には現代における母語話者の特徴的な語形、
用法の特徴と類似する用例が複数確認されることを確認してきた。
植民地期台湾における発話として採取された用例が、台湾における本島人の発話な
のか内地人の発話を含むのか、あるいは双方に見られた特徴なのか、という点で曖昧
な資料が多く、また、植民地期台湾における人々と現代日本語学習者、現代日本語母
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語話者とでは言語的な背景が大きく異なるため、列挙した用例から安易に現代語の変
遷を先取りしていたと結論づけることはできまい。しかし、植民地期台湾において見
られた用例に現代語の変遷と語形の面で類似する特徴が見られることは重く受け止め
られるべき事実であり、植民地期台湾における言語状況に関する研究が現代日本語研
究に寄与しうる側面を部分的に有していることを示唆しているものと捉えられよう。

4. おわりに

本稿では、母語話者による現代語の特徴的な使用が植民地期台湾における報告の中
に複数確認されることについて具体例を挙げながら指摘した。
植民地期台湾においては、単純な方言要素の転移や第二言語学習者の誤用、中間言
語的性質と捉えうる語形の他、「単純化」、「再構造化」によって生じたものであると
推測される形容動詞型連用形の語形のゆれ及び助数詞の使用範囲の拡大や、教科書に
おける規範的、準標準語的な語形と内地人の方言使用の接触によって生じたと思われ
る新方言的な語形も確認される。このような例は、植民地期台湾における言語状況を
短絡的に言語学習者の誤用、中間言語や方言要素の転移の表出と捉えることの不適切
さを明らかにする例とも考えられ、誤用分析的手法、方言分析的手法を援用しながら
も、誤用や方言の性質の中に過度に範疇化せずニュートラルな態度で植民地期台湾に
おける言語状況を分析する必要性を示唆するものと思われる。また、この分野を対象
とした研究が現代日本語研究とも部分的につながりうることについても指摘したが、
この点もある種の新規性が認められうる要素と言えるかもしれない。
先述の通り、植民地期台湾における用例が現代語の変遷を先取りしていた、と安易
に結論づける姿勢に稿者は与せず、そのような結論は決して本稿の意図するところで
はない。そもそも本稿で現代語の萌芽的動向として取り扱った語形はあくまで近年そ
の広がりが認知され取り上げられたという類の語形であり、必ずしも近年初めて出現
したものではない。例えば「きれいくない」のような形容動詞型連用形の語形のゆれ
については沖野岩三郎によって 1935年に著された書籍に児童「ナオミ」の発話が既
に記述されている。

ナオミは否定の言葉を語尾の「……くない」で成立すると思つてゐるので、「美
しい」を「美しくない」「をかしい」を「をかしくない」で打消すごとく、「い
いね」に対して「いいくない」といひ、「きれいね」に対して、「きれいくない」
「かんしんね」に対して「かんしんくない」といふやうに、ナオミ一流の文法を
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用ひてゐます 10。

1935年といえば先に紹介した通り福田良輔によって台湾における「きれいくない」
が報告される僅か 6年前である。つまり、このような形容動詞型連用形の語形のゆ
れはその語形の広がり及び一般性の獲得という点では現代語の動向として捉えられる
一方、1930年代後半から 1940年代初頭にかけて既に用例が確認できるということに
なる。現在確認できる最初期の用例が、内地と本島のほぼ同時期の用例であることを
踏まえれば、このような語形は植民地期台湾における特殊性が生み出した語形ではな
く、ある種の普遍性を有す言語上の変化であったと捉えるのが妥当であろう。
植民地期台湾におけるこのような用例を第二言語学習者の誤用、中間言語的性質に
よるものと短絡的に認識する態度は、沖野が引用部分に続けて「私はナオミが其の創
見者であることを誇りたく思ひます。」と述べ、語形の特異性、新規性にばかり拘泥
し、そこに言語上の普遍的性質が存在する可能性を想定していないことに類似してい
る。真に言語学的な態度をここに適応するとすれば、各種語形の生成要因についてそ
の特異性、新規性のみならず普遍性という観点を勘案する必要が認められる、という
点についてはここで指摘しておきたい。
今後は、本稿で述べたような語形の生成要因について実証的に解明すべく調査を進
めるとともに、他の領有地において類似の語形が同時代的に確認されるか否かという
点について明らかにしていくことを、稿者の課題としたい。
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〈論文〉

古ザクセン語聖書詩
『ヘーリアント』・『創世記』における
間接的話法から直接話法への移行について*

井上 瞬

1. 序

ゲルマン語の一つであり、9世紀から 12世紀にドイツ北部を中心として話されて
いたとされる、古ザクセン語 1で書かれた聖書叙事詩（Bibelepos）である『ヘーリア
ント』（Hêliand）並びに『創世記』（die altsächsische Genesis）2においては、〈話法〉
に関して間接的な話法から直接話法への移行（これ以降、単に「話法の移行」と称す

 * 本稿は、京都大学大学院人間・環境学研究科に 2020年 2月に提出した、修士学位論文に、大
幅な加筆修正を行ったものである。なお本研究は、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム 
JPMJSP2110 の支援を受けたものである。
1　 当該の言語の呼称には揺れがあり、「古ザクセン語」、「古サクソン語」、「古低地ドイツ語」
などの呼称が混在しているが、本論では「古ザクセン語」という呼称で統一する。

2　 『ヘーリアント』は古ザクセン語の現存するテキストのおよそ 80%を構成する文献である
とされる（Sanders (2000:1277)）。本稿においては特記のない場合、両作品からの引用は全
て Behaghel/Taeger (1996)に拠る。『ヘーリアント』並びに古ザクセン語『創世記』から
の引用の際には丸括弧内にてその行数のみを表示するが、特に後者については行数の前に
G.を付す。また、半行の前半並びに後半を a/bを用いて示すこととする。なお、半行の区
切り（lat. caesura）を〈|〉で、行の区切りを〈||〉で表す場合がある。また、引用文には著
者による日本語訳あるいはグロスを必要の範囲内で付すこととする。なお、例文に付すグ
ロスの略号については、Comrie/Haspelmath/Bicke (2015)のものに加えて、次に挙げるも
のを適宜用いる場合がある。instr = 具格、pp = 過去分詞形、subj = 接続法。
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る）が見られることが知られてきた 3。例えば、次の『ヘーリアント』からの例に見ら
れるようなものがそれに当たる。

(1) �ô uuarð sân a�ar thiu uualdandes, ||
then.adv have.ind.3sg.pst soon.adv a�er.prep that.n.instr ruler.m.sg.gen
godes engil cumen | Iosepe te sprâcun ||
god.m.sg.gen angel.m.sg.nom come.pp Joseph.dat to.prep speak.inf
sagde im an suuefne |
say.ind.3sg.pst pro.3sg.m.dat in.prep dream.m.sg.dat
slâpandium an naht, || bodo drohtines, |
sleep.ptcp_prs.sg.m.dat in.prep night.f.sg.acc messenger.m.sg.nom lord.m.sg.gen
that that barn godes || slîðmôd cuning |
that.conj the.n.sg.acc child.n.sg.acc god.m.sg.gen cruel.adj.m.sg.nom king.m.sg.nom
sôkean uuelda, ||  âhtean is aldres; |
seek.inf wish.ind.3sg.pst chase.inf his life.n.sg.gen
ʻnu scal =tu ine an Aegypteo ||
now.adv shall.ind.2sg.prs =pro.2sg.nom pro.3sg.m.acc in.prep Egyptian.m.pl.gen
land antlêdean | endi undar them liudiun uuesan ||
land.n.sg.acc lead_away.inf and.conj among.prep the.m.pl.dat people.m.pl.dat be.inf

that thiu godes barnu |
with.prep the.n.sg.instr god.m.sg.gen child.n.sg.instr
endi mid theru gôdan thiornan, || [...]ʼ (699b–707b)
and.conj with.prep the.f.sg.dat good.adj.f.sg.dat maiden.f.sg.dat

 「それから、その後すぐに、統べる者の、神の天使が、ヨゼフに対して話に来た、
〔そして〕彼に夢の中で言った、眠っている〔男〕に夜に、主の使者が〔言っ
た〕、その良き子供を、残酷な王が、求めんとしている、彼〔＝その良き子供〕
の命を狙わん〔としている〕、『さて、あなたは彼をエジプト人たちの、土地
へ連れて行く運命にあるのだ、そしてその人々のうちである〔運命にある〕、
その良き子供と共に、そしてその良き乙女と共に（後略）』」

このような表現形式は、今日の読者にとっては幾分奇異なものに思われるものであ

3　 Vgl. Holthausen (1921:§546), 高橋 (1994:197).
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り、先行研究において時に言及がなされてきた。しかしながら、他の言語現象に比べ
て研究が少ないほか、現代語の作品に比べて古語の作品を対象とする話法の問題は取
り扱われることが少なく、一般に関心が低かったように思われる。本稿では、このよ
うな話法の移行について、『ヘーリアント』と古ザクセン語『創世記』を対象として
客観的基準に基づく分類を行い、その使用理由について考察を行う。

2. 話法の定義と現代語における話法

話法のうち基本的と考えられるものには、〈直接話法〉と〈間接話法〉の二形式が
挙げられよう。現代語を念頭に置いた二形式の話法の定義として、例えば次のような
ものがある。

(2) 話し手が別の話し手が言っていることを全く変わらない形で伝えた場合，そ
れを直接話法（direct speech）と言う． （アロット (2014:98)）

(3) 一言一句違わずに報告しているとは（明示的にも非明示的にも）言わずに，
別の話し手が言ったこと（あるいは，話し手自身が別の時に言ったこと）に
ついて報告する場合，これを間接話法（indirect speech）と言う． 
 （アロット (2014:155–6)）

話法に関して異なった様相を見せる現代語として、現代英語、新高ドイツ語、現代ロ
シア語を例にとると、直接話法と間接話法は次のように例示することができる。

(4) 現代英語
 a. He said, ʻI love her now.ʼ
 b. He said (that) he loved her then.

(5) 新高ドイツ語（Wöllstein and Dudenredaktion (2016:535)）4

a. Anna schreibt aus Rom: »Ich bin hier sehr glücklich!«
 Anna writes from Rome I be.ind.1sg.prs here very happy
 ʻAnna writes from Rome, “I am very happy here!”ʼ

4　 なお、新高ドイツ語においては、間接話法の従属節中の動詞が直接法現在、接続法第 I式
（接続法現在）、接続法第 II式（接続法過去）のいずれかを取り得る。この例では、接続法
第 I式を取っているが、これらのうちいずれを選択するかは、話者の伝達内容に対する事実
認定に左右されるとされる。
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b. Anna schreibt aus Rom, sie sei dort sehr glücklich.
 Anna writes from Rome she be.subj.3sg.prs here very happy
 ʻAnn writes from Rome that she is very happy there.ʼ

(6) 現代ロシア語（Institut russkogo jazyka (1980:486)）
a. Otec obeščal detjam: «Ja podarju vam ėtu knigu».
 father promised children I give.1sg.prs you this book
 ʻ�e father promised his children, “I will give you this book.”ʼ
b. Otec obeščal detjam, čto (on) podarit im ėtu knigu.
 father promised children that.conj he give.3sg.prs them this book
 ʻ�e father promised his children that he would give them this bookʼ

ここで話を簡単にするために、(4b), (5b), (6b)の間接話法で書かれた文が、(4a), 
(5a), (6a)の直接話法で書かれた文を書き換えたものと仮に看做すと、間接話法を用
いる際にいわゆる〈時制の一致〉や従属節における叙法の変化が言語ごとに見られる
場合と見られない場合があるが、基本的に人称や時間ないしは場所の直示の変化はあ
ることがわかる。
また、直接話法・間接話法のいずれも基本的に二つの部分に分けられ得る。すなわ
ち、発話の行為者ないしは聴衆が示される〈導入部〉と、伝達内容の叙述が行われる
〈再現部〉である。上掲の現代英語の例で言えば、“he said” が導入部、直接話法の引
用符で囲まれた部分あるいは間接話法の従属節（ne. content clause）がそれぞれ再現
部となる。またこの導入部は概して必ずしもそれらの話法の前半に置かれて、再現部
を文字通り導入する訳ではなく、再現部の途中に割り込んだり、再現部に後置された
りする。また、これらの話法の他に、例えば動詞の不定形を用いて発話を間接的に再
現するものがある。例えば次の現代英語の例を見られたい。

(7) a. ʻHave another apple,ʼ Carol suggested (to me).
 b. Carol suggested that I (should) have another apple.
 c. Carol asked me to have another apple. (Quirk et al. (1985:1030))

この (7a)の直接話法の文に対応する間接話法は (7b)のように例示されるが、(7c)の
ように同内容の文を、場合によっては対格付き不定詞を用いて表すことができる 5。

5　 この nrsaと間接話法は、いずれも直接話法とは異なってその話者によって再現部が再構成
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この対格付き不定詞のものを Leech/Short (2013:259—260)は “Narrative report of 
speech acts” (nrsa)6と称し、「間接話法よりもさらに間接的（“more indirect than 
indirect speech”）」なものとしている。
さて、現代語の話法については、新高ドイツ語を例に挙げると、直接話法と間接話
法を基本として次のような話法の形式がある（なお以下の 5つは、鈴木 (2005:20–1)
の記述による）。

1．直接話法
 K. fragte sich „Wo sind wir?“
 PN asked himself where be.ind.prs.pl we

2．間接話法
 K. fragte sich, wo sie seien.
 PN asked himself where they be.subj.prs.pl
3．自由直接話法
 Wo sind wir?
 where be.ind.prs.pl  we
4．導入部欠如間接話法 7

 Wo seien wir?
 where be.subj.prs.pl we
5．自由間接話法（体験話法）
 Wo waren sie?
 where be.ind.pst.pl they

古ザクセン語についても同様の話法の形式の存在を仮に想定すると、初めに挙げた
(1)は間接話法と導入部欠如直接話法の組み合わせという解釈ができる。ここで問題
となるのは、古ザクセン語においては直接話法の再現部が単体で生じ得るのか（つま
り自由直接話法が存在し得るのか）、直接話法の再現部に先行する間接話法は直接話
法の導入部とどのように異なるのか、という点である。本論はこれらの問題について
取り扱うものである。なお、とりわけ『へーリアント』については、『タツィアーン』

されている点で類似している。
6　 この術語の日本語訳は「発話行為の語りによる伝達」（リーチ /ショート (2003:240—241)）
である。本論ではこれ以降、略称の nrsaを用いる。

7　 なお、この形式は現代英語に存在しない。
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の影響下において、いわば『聖書』を自由翻訳されたものと考えられる 8ことに加え、
『へーリアント』と古ザクセン語『創世記』のいずれも、中世に書かれたものである
ことには留意する必要があると考えられる。さらに、古ザクセン語聖書詩のいずれの
写本においても、今日的な引用符は使用されていないことには、留意する必要があ
る。

3. 先行研究

本節では、『ヘーリアント』における話法の移行に関して取り扱った先行研究を概
観する。これには、古ゲルマン詩全般を扱ったHeusler (1902)、古ザクセン語におけ
る話法を扱った Behaghel (1876)、『ヘーリアント』という作品の芸術的側面を論じた
Berron (1939)、そして『ヘーリアント』における話法の移行を中心的に取り扱った
Widmer (2005)が含まれる。

3.1. Behaghel (1876)
Behaghel (1876:§5)は、『ヘーリアント』における叙法の記述を行うに当たって、

話法についても記述を行っている。その中で、中世のゲルマン語において間接話法の
副文の一部が直接話法の再現部として遊離することがしばしば見られるものの、『ヘ
ーリアント』においてはその例が少ない旨を述べている。この Behaghel (1876:§5)
の分類は、概ね次の通りに示される。

I. 発話の主文が〔間接話法の導入部に〕従属的である場合
i. 間接話法の従属節から、それと統一体となっている構成要素を〔直接話法
の再現部として〕出す場合

ii. 〔間接話法の導入部に〕従属している〔発話の〕主文に続く〔発話の〕主文が〔直
接話法の再現部として〕独立していて、しかもそれが〔間接話法の再現部の〕

8　 例えば Behaghel/Taeger (1996)には、ページ上部に対応する『タツィアーン』の箇所が記
されている（Vgl. Behaghel/Taeger (1996:XLI–XLII)）。『タツィアーン』は『新約聖書』の
「四福音書」の内容を総合した「調和福音書」である。なお、ラテン語とその訳文の古高ド
イツ語が Bilingue（行対応の対訳形式）で配置されている写本として、9世紀の中頃の成立
（Vgl. Masser (1994: 27)）と見られる Codex Sangallensis 56がある。この Cod. Sang. 56の
ラテン語部分は、『ウルガタ訳聖書』に基づく「新約聖書」の写本である Codex Fuldensis
によるものである（Vgl. Masser (1994: 30)）。
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A) 主張文に接続する場合
B) 疑問文に接続する場合
C) 要求文に接続する場合

iii. 〔間接話法の導入部に〕従属的な〔発話の〕主文の〔従属関係にある〕副文が〔直
接話法の再現部として〕自立した〔節である〕場合で〔直接話法の再現部
の節が〕

A) 主張文で終わる場合
B) 疑問文で終わる場合
C) 要求文で終わる場合

iv. 間接話法の再現部における副文の途中から、直接話法の再現部に取って変
わられる場合

II. 〔発話の〕副文が〔間接話法の導入部に〕従属的であり、〔発話の〕主文が〔直
接話法の再現部として〕自立的である場合

この分類は、発話（すなわち直接話法の再現部）の冒頭部分に着目した分類である。
これによって、古ザクセン語においては間接話法の再現部の一部分が、それが語句単
位か節単位か文単位かを問わず、直接話法の再現部として分離され得ると Behaghel
は考えていることがわかる。一方で、Behaghelは直接話法の再現部の一部が間接話
法の再現部の後に現れた場合に、直接話法の導入部が現れるか否かについては注目し
ていない。

3.2. Berron (1939)
Berron (1939:17)は、古英詩に比べて『ヘーリアント』においてより多くの間接話

法が見られることを挙げており、直接話法と間接話法のそれぞれの行数を述べてい
る。Berronによれば、キリストによる長い発話を除いた場合 1499.5行、含んだ場合
2609.5行、直接話法が見られるのに対して、間接話法は 308行しか見られず、その
比は 5:1である 9としている。加えて、135例の直接話法、64例の間接話法、85例の
間接話法から直接話法への移行（Berronの用語では Spaltung「分裂」）が見られると
しており、こうした分裂が多く見られることを示している。Berron (1939:23–24)は
また、『ヘーリアント』がラテン語『タツィアーン』とは異なる話法を採用している

9　 これは、Berronのいう「キリストによる長い発話」を除いた数値であり、含んだ場合は
8.5:1程度になる。
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箇所をいくつか例示している。さらに、Berron (1939)はこうした分裂について、文
体的な説明をも試みている。例えば Berron (1939:26–7)は、「八福」の場面において、
最初の三つは分裂で、中間の三つは直接話法の再現部で、最後の二つは再び分裂で、
キリストの発話が表現されていることについて、中間の三つが山場となるような形式
を取ったと主張している。

3.3. Widmer (2005)
『ヘーリアント』における間接話法から直接話法への移行を中心的に扱った研究と
して、Widmer (2005)がある。このような移行をWidmer (2005:57)は Slippingと呼
称し、「文脈の状況の唐突な交替を伴う間接話法から直接話法への突然の移行（„Der 
unvermittelte Übergang von indirekter in direkte Rede mit dem abrupten Wechsel des 
Bezugrahmens“）」と定義している。またWidmer (2005: 61–63)は Slippingについて、
「中断」（Bruchstelle；＝ Slippingの起きている箇所）の統語的な環境に着目して、次
のような類型区分を行なっている。

1. 中断が 2つの文の間にある場合
A) 間接話法の終わりと共に従属節が統語的に終わり、直接話法が新たな主節

で続く場合
B) そうした結び付き〔= 間接話法の終わりと共に統語的に従属節が終わり、新

たな直接話法の文が始まるもの〕における新たな直接話法の文が、従属節
で始まる場合

2. 一文の内部に中断がある場合
A) 母体たる文（Matrixsatz）が間接話法で、その従属節〔＝接続詞節・関係詞節〕

が直接話法で現れる場合
B) 従属節が間接話法で、その母体たる文が直接話法で見られる場合

3. 中断が節の内部にある場合

これらの類型毎の用例数は、Widmer (2005:63)によれば、1.が 87例、2.が 21例、
3.が 1例である。この合計 109例についてWidmer (2005:79)はその箇所を示してい
る 10。

10　 具体的には次のとおりである。

116, 165, 211, 318, 397, 521, 499, 554, 621, 704, 724, 771, 878, 912, 975, 997, 1102, 1112, 
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加えてWidmer (2005:70)は、次の 5つを話法の判断基準として挙げている。

A) 人称の直示の変化
B) 時間の直示の変化
C) 叙法の変化
D) 談話の小辞 nuの使用
E)	 quað(un) ʻhe/she/they saidʼ の使用

とりわけ、基準の D)に関して、Widmer (2005:67–8)は、古高ドイツ語の翻訳作品
においてラテン語の quiaに相当する uuanta, bithiu, bithiu uuanta「何故なら」が、
直接話法の導入部として用いられ 11、それが『ヘーリアント』の nuの「中断」での使
用を想起させる場合があるとしている。

(8) Alle gisprâkun, || that he uuâri uuirðig | uuelono gehuilikes, ||
  everyone spoke that.conj he be.subj.3sg.pst worthy possession.gen each.gen

 that he erðrîki | êgan môsti || uuîdene uueroldstôl, | ʻnu he sulic
 that.conj he earthly_realm posses may.subj.3sg.pst wide throne now he such

 geuuit haƀad, || sô grôte cra� mid gode.ʼ (2878b–82a)
 wisdom has so great power with god
「すべての者が語った、彼は皆の財産に価値ある者になるであろうと、そして
彼はこの地上の王国を所有することになるだろうと、広い統治者の王座を〔所
有することになるだろうと〕、『さて彼はそのような知識を有している、そし
てそのように強大な力を神と共に〔有している〕。』」

1141, 1159, 1302, 1305, 1307, 1317, 1321, 1845, 2052, 2097, 2129, 2195, 2249, 2253, 2544, 
2556, 2626, 2652, 2714, 2750, 2823, 2829, 2833, 2844, 2881, 2927, 2952, 2989, 3149, 3157, 
3166, 3190, 3202, 3299, 3307, 3328, 3390, 3413, 3416, 3399 [sic], 3442, 3520, 3522, 3563, 
3726, 3743, 3771, 3812, 3820, 3913, 3828, 3850, 3931, 3978, 4006, 4055, 4092, 4419, 4473, 
4481, 4533, 4617, 4705, 4841, 4844, 4884, 4964, 4973, 4983, 5086, 5158, 5182, 5184, 5240, 
5330, 5342, 5376, 5412, 5456, 5478, 5483, 5520, 5542, 5818, 5838, 5851, 5883, 5923, 5934, 
5953, 5965. (Widmer (2005:79))

ただし、どの箇所がいずれの類型に属しているかについては、記されていない。
11　 しかし、Widmer自身はそのような例を古高ドイツ語から一切挙げていない。おそらく、

Dittmer/Dittmer (1998:127–8)に挙げられているようなものを想定しているものと思われ
るが、詳細は定かではない。
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さらに、Widmer (2005)は教会の礼拝に用いられたものとの関係を考察している。

3.5. 先行研究の問題
先行研究についてはいくつかの問題があるが、第一には間接的な話法である nrsa

にはあまり注意が払われていないことが挙げられる。また、直接話法の導入部の一
種である quað(un) he/sieの取り扱いについても、その存在自体を Behaghel (1876:§
5)は無視しているなど問題が見られる。また、Berron (1939)による文体的な説明
も客観性を欠いているように思われる。例えば先に触れた「八福」の場面に関する
説明については、確かに作者による話法の選択は意図的であると考えざるを得ない
が、Berronの主張するような直接話法の再現部の寡多と場の盛り上がりとの関係性
は必ずしも明白ではない。なお、Widmer (2005:70)は nuについて、とりわけ直接
話法の再現部の開始部分に現れる例を挙げているが、そのような nuが用いられる
場合は、Slippingの用例のうちのわずか 9例（具体的には、521, 704, 724, 771, 1141, 
2129, 2881, 2927, 4419）に過ぎず、Widmerが挙げる例の 8.26%程度に過ぎないた
めに、話法の移行の開始部分の判断には有用であるとは言えない。ただ、副詞 nu自
体は多くが直接話法の再現部中に現れるものであるために、判断基準の一つとして考
えることに一定の妥当性があると考えられる。しかし、Widmer (2005)の Slippingの
判断そのものに問題があると言わざるを得ない。Widmer (2005:79)は Slippingの生
じている箇所として 109例を挙げているものの、6例（4092, 2652, 3307, 3801, 5883, 
5953）においては間接話法が直接話法の前に現れておらず、1例（3416）においては
間接話法が直接話法の前ではなく後に現れており、合計 7例（全体の 6.42%に相当）
の判断に疑問が残る。このように、Widmer (2005)は Slippingについて取り扱ってい
るものの、その判断基準並びに判断そのものに議論の余地があると言えよう。また、
Widmer (2005:65)はM写本と C写本の動詞の叙法が異なるために、直接話法の再
現部の開始部にずれの生ずる例を挙げているものの、その箇所の Slipping自体は存在
することから、Widmerが Slippingの分類において直接話法の再現部の開始部分に着
目していること自体に、どの程度妥当性があるのかという疑問が生じるものとなって
いる。
先行研究全般に言えることとして、話法の移行が取り扱われた文献が極めて限られ
ていること、話法の移行の中でも nrsaから直接話法への移行は間接話法から直接話
法への移行の場合に比べて軽視されてきたこと、『ヘーリアント』と同ジャンルであ
り、古ザクセン語においてそれに次いで二番目の長さの文献である、古ザクセン語
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『創世記』は取り扱われてこなかったことが挙げられる。また、このような話法の移
行について、直接話法の再現部のとりわけ冒頭部分についての分類は行われて来たも
のの、直接話法の再現部に伴われるものが何であるかに着目した分類は行われて来な
かった。加えて、先行研究においては、『ヘーリアント』の作者が参考としたと考え
られる『タツィアーン』などの影響については、Berron (1939)を含めても話法の移
行の場合に限っては十分に考慮されていないように見受けられる。従って、改めて直
接話法の再現部に伴われるものに関して客観的区分を策定し、それに基づいて話法の
移行を分類し、その使用理由をあらためて探る必要がある。

4. 分析

4.1. 分類基準
『ヘーリアント』12並びに古ザクセン語『創世記』においては、基本的に第三者視点
で物語が進められるため、三人称の過去時制の文が地の文である。それゆえに、三人
称主語の現在時制のものと一人称・二人称主語の文が基本的に直接話法の再現部とし
て考えることができる。しかしながら、作者が一人称主語として現れる表現 13が例外
的に直接話法の再現部とは考えられないため、これらについては除外することとす
る。また、呼びかけ表現や間投詞を含むもの 14については、直接話法の再現部の可能
性を考慮する必要がある。さらに、quað(un) he/sieの類の導入部（これ以降は kwaþ

12　 『ヘーリアント』の写本としては、M写本と C写本の二つの代表的な写本に加えて、V写
本、P写本、S写本、L写本の 4つの断片の存在が知られている。Behaghel/Taeger (1994)
は、21世紀に発見された L写本以外のすべての写本に基づき編集されている。

13　 例えば、< Adv. + gifragn ik that... >（「そうして私が聞いたところによると」）という構
文がある。この構文は『ヘーリアント』において 13例見られ、そのうち 5例（288b, 
1020a, 2621a, 3780a, 4452a）は so ʻso, thus, thenʼ を、2 例（367b, 3036b）は thar ʻthere, 
therea�er, thenʼ を、6 例（510b, 630a, 3347b, 3883a, 3964a, 4065a） は tho ʻthen, now, at 
that timeʼ を、それぞれ伴っている。同様の構文は、古ザクセン語『創世記』において
は見られないものの、類似のものが古ゲルマン語の韻文作品、例えば古英詩の『ベオ
ウルフ』、『アンドレアス』、古高独詩『ヒルデブラントの歌』などで見られる。こうし
た構文は明らかに定式化したものであると考えられ、Vilmar (1845:3)は „die altepische 
formel“（「古叙事詩的慣用表現」）、Wolf (1995:73, n44) は „Rhapsodenformel“（「叙事詩的
慣用表現」）とし、石川 (2002:192)もこれについて「口承伝承に特有の表現」と述べてい
る。これ以外にも、例えば 3619a以降などに作者が一人称単数の ikとして現れている。

14　 例えば、frô mîn（「我が主よ」）や、uuela（「見よ」）、huat（「嗚呼」）などがそれに当たる。
Vgl. Sehrt (1966), Tiefenbach (2010).
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と呼称する）の周囲や人称・時制の直示あるいは叙法の変化が見られる箇所は、先
に見たWidmer (2005)らと同様に、直接話法の再現部として判断する必要があると
考えられる。なお、これ以降の議論においては簡便のために、基本的に Behaghel/
Taeger (1996)の本文に依拠して行うため、各写本間の異同についてはあくまでも部
分的な取り扱いに留める。

4.2. 話法の移行の類型区分
『ヘーリアント』並びに古ザクセン語『創世記』における直接話法の再現部につい
ては、(A) kwaþ型でない導入部（これ以降単に〈非 kwaþ型導入部〉と呼称）が伴
われているか、(B) kwaþが後続ないしは挿入されているか、(C) 間接的な話法（すな
わち間接話法並びに nrsa）が先行しているか、の三点から、計 7類型への区分が可
能である。ここではそれぞれの類型について一例ずつ挙げることとする。なお kwaþ
は下線で、非 kwaþ型導入部と間接的な話法の導入部における発話動詞は太字で、そ
れぞれ強調する。

(9) 類型 A：非 kwaþ型導入部＋直接話法の再現部（kwaþあり）	
�ô uuið is drohtin sprak || Sîmon Petrus: | ʻni thunkid mi thit sômi thingʼ, 
then against his ruler.sg.m.acc spoke S.P. not seems me this proper thing
quað he, || ʻfrô mîn the gôdo, | that thu mîne fôti thuahes ||
said he lord my the good that.conj you.sg.nom my feet wash.subj.2sg.pres
mid them thînun hêlagun handun.ʼ (4507b–10a)
with that your holy hands
「それから彼の統治者〔＝キリスト〕に対して、シモン・ペトルスは話した、
『私には適切なことだと思えない』、と彼は言った、『我が良き主よ、あなたが
私の足を洗うようなことは、そのあなたの聖なる手によって。』」

(10) 類型 A′：非 kwaþ型導入部＋直接話法の再現部（kwaþなし） 
Sô quâmun gangan || is hagastoldos te hûse, | iro hêrren sagdun || thegnos 
so came go.inf his young_warriors to house their lord.dat said men
iro thiodne | thrîstion uuordon: || ʻhuat, thu sâidos hluttar corn, |
their ruler.dat bold words.dat lo you.sg.nom sow.ind.2sg.pst pure corn.acc
hêrro thie guodo, || ênfald an thînon accar: | nu ni gisihit ênig erlo
lord.nom the good simple.acc in your �eld now not sees each noblemen.gen
than mêr || uueodes uuahsan. | Huî mohta that giuuerðan so?' (2547b–52b)
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than more weeds grow.inf how could that happen.inf so
「そしてやって来た、彼の若い戦士たちが家へと、〔また〕彼らの主へ言った、
男たちは彼らの統治者へ、大胆な言葉で、『見よ、あなたは純粋な穀物の種を
蒔いた、良き主は、混じり気のない物をあなたの土地に〔蒔いた〕。さて各々
の貴族たちは何も見ていない、ただ種子の成長を除いて。何故そのようなこ
とが起こり得るのか。」

(11) 類型 B：間接話法＋直接話法の再現部（kwaþあり） 
[...] gisâhun thar mahtigna || godes engil cuman, | the im tegegnes sprac, ||
 saw there mighty.acc godʼs angel.acc come who them towards spoke
hêt that im thea uuardos | uuiht ne antdredin || lêðes fon them liohta: |
commanded that.conj them the guardians at_all not fear evilʼs of the light
ʻic scal euʼ, quad he, ʻliobora thing, || suîdo uuârlico | uuilleon seggean, ||
I shall you said he nicer thing.acc very truly pleasure.acc speak_of
cûðean cra� mikil: [...] (394b–9a)
make_known power great
「（前略）彼らは神の力ある天使がやってくるのを見た、〔そして天使たちは〕
彼らに話しかけ、命じたことにはその守護者たちに全く光のうちの邪悪なる
ものを恐れないようにと。『私はあなた方に』と彼は言った、『より良い物事
について〔話し〕、心より、喜びについて話し、大いなる力を知らしめること
になっている。』（後略）」

(12) 類型 B′：間接話法 +直接話法の再現部（kwaþなし） 
Skerida im thô te uuîtea, | that he ni mahte ênig uuord sprekan,|| 
commanded him then as penalty that.conj he not may.ind.3sg.pst any word speak
gimahlien mid is mûðu, | ʻêr than thi magu uuirðid, || fon thînero aldero idis |
talk with his mouth until the son becomes by this old woman
erl afôdit, || kindiung giboran | cunnies gôdes, || uuânum te thesero uueroldi. [...]ʼ 
boy give_birth.pp young man born kinʼs good bright to this world (164a–170a)15

「〔使者は〕彼にそのとき罰として命じたのだ、彼が一言も話せぬように、彼
の口で語り得ぬように、『その子が、この年老いた女性から、その男の子が産
まれるまで、若き男が生を享けるまで、良き血筋の、輝かしい者がこの世界

15　 この例において、接続法ではなく直接法が間接話法の再現部において用いられており、叙
法の変化は話法の移行の判定において必ずしも決定的な要素ではないことがわかる。
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へ〔生を享けるまで〕。（後略）』」
(13) 類型 C：nrsa＋直接話法の再現部（kwaþあり） 

�o he sie sôkien hêt, || thea gumon Hierusalem: | ʻsô gi than 
�en he them visit.inf commanded the men.acc Jerusalem ʻwhen you.pl then
ganagn kumad,ʼ quað he, || ʻan thea burg innan [...]ʼ (4532b–4a)
go.inf come.ind.2pl.prs said he in the mountain inside
「そして彼は彼らに命じた、その男たちに、イェルサレムを訪れるように〔命
じた〕、『あなたたちが行ったときに』、と彼は言った、『その山の中へと〔行っ
たときに〕、（後略）』」

(14) 類型 C′：nrsa＋直接話法の再現部（kwaþなし） 
Hêt he thô forð dragan || te scauuonne the scattos, | ʻthe gi sculdige 
commanded he then forth carry to look at the coins whom you.pl responsible
sind || an that geld geƀen.ʼ (3819b–21a)
are in the payment give
「彼はそこで前に運ぶことを命じた、硬貨を目にするために、『あなた方が、
支払いで渡す責任のある〔硬貨を運ぶように〕』」

(15) 類型 D：（非 kwaþ型導入部・間接的話法なし）直接話法の再現部（kwaþあり） 
[...] them thar quâmun at êrist tuo: || ʻuui quâmun hier an morgan,ʼ quaðun sia,
 them.dat there came �rst two.nom we came here in morning said they
ʻendi tholodun hier manag te dage || arabiđuuerco, | huîlon unmet hêt, ||
and su�ered here many today hard worksʼ time.pl.dat extraordinary heat
scînandia sunna: [...]ʼ (3435b–40a)
shining sun
「（前略）彼らのところに二人〔の人々〕が最初にそこへやって来た、『我々は
この場所に〔今日の〕朝にやって来た』と彼らは言った、『そしてここで今日
多くのことに苛まれた、〔多くの〕労役に、しばらくの間尋常ならざる熱に、
照らし輝く太陽に。」

これらの類型の概略は次のように表せる。
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表 1：話法の類型
導入部 間接的話法 全体 （『創世記』のみ）

kwaþ 非 kwaþ型 間接話法 nrsa 合計 比 合計 比
A ✔︎ ✔︎ 114 44.71% 9 75.00%
A′ ✔︎ 26 10.20% 1 8.33%
B ✔︎ ✔︎ 32 12.55% 2 16.67%
B′ ✔︎ 61 23.92% 0 0.00%
C ✔︎ ✔︎ 6 2.35% 0 0.00%
C′ ✔︎ 3 1.18% 0 0.00%
D ✔︎ 13 5.10% 0 0.00%
計 255 ―― 12 ――

この表中の網掛けされた類型 B, B′, C, C′が、話法の移行にあたるものである。上の
表 1は Behaghel/Taeger (1996)の本文に基づく数値であるが、複数の写本がある『ヘ
ーリアント』に関しては、kwaþの有無が同じ箇所であっても写本ごとに異なる場合
がある。したがって次の表に示されるように、A/A′, B/B′, C/C′のいずれの類型と
も解釈し得るような箇所がある。

表 2：kwaþの写本ごとの有無と話法の移行の類型 16

類型 箇所 合計

A/A′
825b (M / C), 1597b (C / M), 2419b (C / M), 
2432b (C / M), 3052a (M / C), 3057a (C / M), 
3948b (C / M), 4516b (C / M), 4638a (C / M)

9

B/B′ 397b (M, C / S), 4973a (C / M) 2

C/C′ 3203a (M / C) 1

合計 ―――――――――――――――――― 12

現在、kwaþは韻律の分析上で考慮外とされる 17が、このような異同の存在と符合す
る。なお、これらの異同を考慮すると話法の移行は 102例見られるが、そのうちお

16　 括弧内の左側に太字で示された写本でのみ kwaþが見られる。Vgl. Russom (1998: 138).
17　 Vgl. Hofmann (1991, I:50, 90, 96), Russom (1998: 138), Suzuki (2004:27–28).
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よそ 6割で kwaþが用いられていない。

5. 考察

本節では古ザクセン語聖書詩における話法の移行について、考察を行う。表 2に見
られるように、kwaþのある直接話法の再現部の現れる用例が、kwaþのない場合よ
りも多いが、移行を伴う場合に限ると状況が逆転し、kwaþのある直接話法の再現部  
の現れる用例が、kwaþのない場合よりも少なくなる。また、直接話法の再現部のみ
（自由直接話法）として考えられるような、類型 Dから kwaþを無くしたようなもの
は、全く見られない。言い換えれば、古ザクセン語聖書詩において、直接話法の再現
部は、非 kwaþ型導入部、kwaþ、間接話法、nrsaのいずれかを必ず伴う必要があっ
たということである。ここから、二つの可能性が想定される。一つは、古ザクセン語
聖書詩の作者は間接的な話法を伴わない直接話法の再現部に kwaþを必ず付し、写字
生（scribe）たちがそれを保持したという可能性である。もう一つは、複数の異なる
写本において共通して見られる現象のために、一つ目の可能性よりもその蓋然性は極
めて低いと考えられるが、作者は間接的な話法を伴わない直接話法の再現部に kwaþ
を付していなかったが、写字生が統一して付す形にしたという可能性である。
また、特定の直接話法の再現部が現れる箇所で、kwaþとそれ以外の非 kwaþ型導

入部ないしは間接的話法は共起し得るが、非 kwaþ型導入部と間接的話法は共起し得
ないことがわかる。従って、kwaþは直接話法の導入部としては、ある意味で特殊な
ものであると考えられる。これは、単に先で述べたような韻律上の例外であるという
ことのみならず、非 kwaþ型導入部と間接的話法が kwaþに比べて主語や動詞などの
選択の自由がある上に、kwaþのような二語からなる短い形式でないということから
もわかるように、kwaþの表している発話行為の内容が非 kwaþ型導入部と間接的話
法に比べて非常に単純であるということからも明らかである。しかしながら、kwaþ
の使用そのものは完全に選択的であるわけではないことは、先に述べたとおりであ
る。逆に言えば、間接的な話法と非 kwaþ型導入部は、発話内容の間接的な再現を伴
うことを除いては、発話者の明示、多様な動詞の選択、あるいは様態の詳細な叙述
が可能であるという点で一致しており、frâgon「尋ねる」のように間接的な話法と非
kwaþ型導入部のいずれにも用いられる動詞があることから、話法の推移は非 kwaþ
型導入部を伴う直接話法と類似のものとして考えることができるのである。
さて、間接的な話法が直接話法の再現部の前に現れる四類型（B, B′, C, C′）につ

いて、その直接話法の再現部の冒頭部分の形式別の概略は、次の表のようにまとめら
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れる 18。

表 3：四類型の直接話法の再現部の冒頭について 19

類型 B 類型 B′ 類型 C 類型 C′

⎰
新たな文

⎱
下記以外 22 70.97% 24 38.71% 4 66.70% 1 33.30%

nuで始まる文 1 3.23% 6 9.68% 1 16.70% 0 0%

後ろの節への
従属節 3 9.68% 4 6.45% 1 16.70% 0 0%

前の節と並列される
接続詞節 1 3.23% 7 11.29% 0 0% 0 0%

前の節に従属する
接続詞節 3 9.68% 10 16.13% 0 0% 0 0%

前の節に先行詞を有する
関係詞節 1 3.23% 11 17.74% 0 0% 2 66.70%

合計 31 ——— 62 ——— 6 ——— 3 ———

なお類型 C/C′については、nrsaの発話行為動詞として hêtan（「命ずる」）のみが用
いられており 20、その用例数が他の類型に比べて非常に少ないために、類型 B/B′の亜
種として考えることができるであろう。これら四類型の内でも、直接話法の再現部が
前の節に並列される、ないしは、従属する節から始まるもの（すなわち新たな文で始
まらないようなもの）に着目すると、kwaþを伴うような類型（類型 B, C）と kwaþ
を伴わないような類型（類型 B′, C′）を比較した場合に、後者の場合が絶対的にも
相対的にも多く、前者が 5例（全 37例の 13.51%に相当）であるのに対し、後者は
30例（全 65例の 46.15%に相当）である。写本に現代的な引用符が用いられていな
い古ザクセン語聖書詩においては、その前後に直接話法の再現部が想定される kwaþ

18　 なおこれは、あくまでも Behaghel/Taeger (1996)の本文に依拠したものであるために、特
定の写本に着目した場合には数値が異なり得る。

19　 ちなみに、移行を伴わない単純な直接話法の類型 Dについては、全 13例のうち、2例が
nuで始まる新たな文、11例が新たな文である。なお、類型 B, B′, C, C′, Dに属する諸例
に関する直接話法の再現部の開始部分ならびに発話者の詳細（ただし、Behaghel/Taeger 
(1996)の本文に依拠したもの）は、本稿末尾の付録を参照されたい。

20　 nrsaの発話行為動詞は、hêtan（「命ずる」）以外には (gi-)hôrian（「聞く」）が用いられる
（Vgl. Behaghel (1897:§334)）が、この動詞については話法の移行の際に用いられていな
い。
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は、現代的な引用符の機能を代替する可能性がある要素であると考えられるために、 
こうした状況が見られるというのは、その原因については不明であるものの、一定程
度の注目に値するものであると言えるであろう。
さて、全七類型について、何故作者ないしは写字生ら 21がその選択を行ったかにつ

いて、若干の考察を行うこととしたい。すでに述べたように、kwaþの選択について
は韻律の影響を受けないことに加え、古ザクセン語聖書詩は共に『聖書』からの翻訳
文学であるとは言え、一種の自由翻訳の類であると考えられる 22が、特に『へーリア
ント』については、ラテン語『タツィアーン』のみならず、ベーダ、アルクィン、ラ
バヌス・マウルスらの注釈（Vgl. Migne 1862, 1863, 1864）の影響を受けていること
も知られている 23。そこで、『ヘーリアント』におけるいくつかの話法の移行の見られ
る箇所について、該当するラテン語『タツィアーン』並びに、その箇所への影響が示
唆されている注釈とともに挙げ、『へーリアント』の作者がそれらの影響により、話
法の移行を含む類型を選択したのかを見たい。

(16) a. [...] he grôte a�ar thiu || Sîmon Petrusen, | quað that he uuâri gisendid
  he addressed therea�er Simon_Petrus.acc said that he be.subj.3sg.pst sent

21　 とりわけ kwaþの有無の選択については、写字生らによるものが一定程度あったと考える
のが妥当であるのは、表 2で示した写本毎の kwaþの存否の差異からも明白である。

22　 特に『ヘーリアント』においては、大幅に元の『聖書』の記述が敷衍されているような箇
所も見られる。例えば「ルカの福音書」原文では一文で書かれた記述が、『ヘーリアント』
の第 2章では 10行以上に渡って記述されている箇所がある（Vgl. 石川 (2002: 96)）。古ザ
クセン語聖書詩が自由翻訳であるのは、同じく聖書からの翻訳文学である古高ドイツ語
『タツィアーン』の場合とは対照的であって、そのことは古ザクセン語聖書詩が古ゲルマ
ン叙事詩の形式で書かれていることからも窺える。また、『ヘーリアント』の散文の序に
おいては、次のように書かれている。

[...] interpretando more poetico satis faceta eloquentia perduxit. Quod opus tam lucide 
tamque eleganter iuxta idioma illius linguæ composuit, ut audientibus ac intelligentibus 
non minimam sui decoris dulcedinem præstet. (Behaghel/Taeger 1996:1)
「（前略）詩的ナル方法ニテ 翻訳スルニヨリ，十分雅致アル陳述ニテ導キヌ．コノ作品ヲ彼
ハカクモ明白ニ , カツカクモ優雅二彼ノ言語ノ特有語法ニ従イテ書キ上ゲタル結果，聞キ
テ解スル者達ニソノ優美ノ少ナカラヌ魅力ヲ与エオリ．」 （高橋 (2003:7)）

23　 Vgl. Sievers (1878), Piper (1897), and Huber (1969). 
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tharod, || that he thar gimanodi | manno gehuiliken || thero hôƀidscatto, | the
thither that he there tell.subj.3sg.pst of_men each of_the poll_taxes that
sie te themu hoƀe scoldin || tinsi gelden: | ʻnis thes tueho ênig ||
they to the court should.subj.3pl.pst duty pay is_not of_the doubt any
gumono nigiênumu, | ne sie ina fargelden sân || mêðmo kusteon, |
menʼs none not they him pay.subj.3pl.prs soon of_valuables of_the_�nest
biûten iuuue mêster êno || habad it farlâten. [...] (3185b–93a)
except your man alone has it le�
（「彼〔＝王の傲慢な臣下〕はそれからシモン・ペトルスに話しかけ、言っ
たことには、彼はこちらへそれぞれの男に人頭税について、その税を払い
に宮廷に向かわねばならぬ旨を言いに、送られたと言うことであった。『い
かなる者にも一切の疑いはないのだ、すぐに彼らが彼〔＝王〕に金品を払
うことに、あなたの師のみを残して。（後略）』」）
『タツィアーン』：ʻEt cum uenissent capharnaum accesserunt qui didragma 

accipiebant ad petrum & dixerunt. magister uester non soluit didragma.ʼ 
(Masser 1994:35)
（「そして彼らがカパナウムに来たとき、税を受け取る者達がペテロの方へ
とやって来て、〔彼に〕こう言った、（『）あなたの師〔＝キリスト〕は銀
貨を払わないのか（』 と）。」）
ラバヌス・マウルス：ʻPost Augustum Caesarem Judaea est facta tributaria, 
et omnes censi capite ferebantur. Unde et Joseph cum Maria cognata sua 
profectus est in Bethleem. [...] malitiose interrogant, utrum reddat tributa 
an contradicat Caesaris voluntati, [...]ʼ (Migne 1864:1005A)
（「アウグストゥス・カエサルにより、ユダヤ人は属し、全ての者に人頭税
がかかった。そこで、ヨセフは配偶者マリアを伴い、ベツレヘムへ向かっ
た。（中略）彼らは悪意を持って、彼に納税するかカエサルの命に背くか
を尋ねた。（後略）」）

 b. Listiun talde thô || the aldo man an them alaha | idis thero gôdun, || sagda
  of wisdom said then the old man in the temple to lady the good said

 sôðlîco, | huô iro sunu scolda || oƀar thesan middilgard | managun uuerðan ||
 verily how himself son should over this earth many.dat become
 sumun te falle, sumun te frôƀru | �riho barnun, || them liudiun te leoƀa, |
 some.dat as fall some.dat as help peopleʼs child the people.dat as love
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 the is lêrun gihôrdin, || endi them te harma, | the hôrien ni uueldin ||
who his teaching hear.3pl.subj.pst and the.dat as harm who hear not would
 Kristas lêron. | ʻ�u scalt nohʼ, quað he, ʻcara thiggean, || harm an thînumu herton, |
Christʼs teaching you shall also said he sorrow get harm in your heart
 than ina heliðo barn || uuâpnun uuîtnod. | �at uuirðid thi  uuerk mikil, ||
when him menʼs child with weapons (they) kill that becomes to you work great
 thrim te githolonna.ʼ (492b–502a) 
grief to endure
（「賢くもその老人はその時言った、寺院において、その良き女性に、言っ
たのだ、如何〔なる存在〕にまさにその子がこの地上で、多くの者にとって、
なるのかを、ある者には堕落に、ある者には人々の子の助けに、彼の教え
を聞く者には恩恵に、キリストの教えを聞かない者には災厄に〔なるとい
うことを〕。『あなたはまた』と彼は言った、『苛むであろう、心に傷を受
けるであろう、彼らが人々の子を武器で以て殺すときに。そのことはあな
たにとって、耐えるべき大いなる悲しみとなる。』」）
『タツィアーン』：ʻbenedixit illis simeon.ʻ / & dixit ad mariani matrem eius, 

/ ecce positus est hie In ruinam.ʻ / & resurrectionem multorum In israhel.ʻ / 
& in signum cui contradic&ur,ʼ (Masser 1994:91)
（「シメオンは彼らを祝福した。そして、彼の母たるマリアに言った。（『）
見よ、この子はイスラエルにおける多くの者の堕落と復活のために定めら
れている、そして、反対されることになる印のために。（』）」）
ベ ー ダ：ʻin resurrectionem quia lumen est, quia gloria plebis Israel, quia 
dicit: Ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, 
vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternumʼ 
 (Migne 1862:0346A)
（「復活において、彼は光であるために、彼はイスラエルの民の栄光である
ために、〔そして〕彼が〔次のように〕言ったために、『私は復活であり生
である。私を信ずるものは、たとえ死ぬことになろうとも、生き続ける、
そして生きて私を信ずるものは皆永遠に死ぬことはない。』と。）

(16a)に関して、『タツィアーン』では単なる直接話法が用いられ、フラバヌスの注
釈も「新約聖書」における人頭税の記述に触れているものである。また、(16b)につ
いても、『タツィアーン』では同様に単なる直接話法が用いられているに過ぎず、ベ
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ーダの注釈もキリストとその復活に関する説明を加えるものである。従って、これら
の例のいずれにおいても、ラテン語『タツィアーン』ならびに中世の神学者の注釈
は、『ヘーリアント』における話法の移行をその作者が使用するにあたって、影響を
与えているとは考えられない。
以上より、本論が扱った話法の移行というのは、作者が自由裁量で使用すること
のできたものであり、いわば作者の文体 24が現れているものとして考えるのが適切で
あろう。なお、Russom (1998: 138)は「直接話法への移行は、口頭での実演の際に、
身振りや語調で示されていたかもしれない（ʻTransitions to direct discourse [...] may 
have been indicated during oral performance by gesture or intonationʼ）」という考え
を示しているが、これについてはいささか疑わしい。Russomもその可能性を示した
に過ぎないが、仮にそのような「身振りや語調で」直接話法の再現部を示すことがで
きたとしても、導入部や間接話法を伴わない、直接話法の再現部が単体で現れる例
（自由直接話法のもの）は古ザクセン語聖書詩において一切見出されない。従って、
その存在を想定しても、あくまでも「身振りや語調」は補助的なものに過ぎないもの
でしかなかったと言わざるを得ない。

6. 結び

本論の考察により、古ザクセン語聖書詩における話法について次のことが明らか
となった。まず、直接話法の再現部には、kwaþないしは非 kwaþ型の導入部の他に、
間接的な話法がその導入部に類するものとして伴われるのみならず、少なくともこれ
ら三つのいずれかが必ず必要となるという点である。逆に言えば、導入部の欠如した
直接話法の再現部単体（自由直接話法）は、古ザクセン語聖書詩には一切用いられな
いと言う事実である。従来は、『ヘーリアント』において話法の移行があることは知
られていたものの、これらの導入部ないしは間接的な話法が、直接話法の再現部が現

24　 〈文体〉については、例えば次の定義を参照されたい。

Le style est lʼaspect de lʼénoncé qui résulte du choix des moyens dʼexpression déterminé par 
la nature et les intentions du sujet parlant ou écrivant. (Guiraud 1979: 120)
（「文体というものは、話し手ないしは書き手の天性及び意図によって決定される表現方法
の選択の結果であるような、言説の様相である。」）

古ザクセン聖書詩の作家の文体は、作者が本稿で取り扱っている移行をその選択肢として
持ち、それを利用することで部分的に形成されていると考えられる。
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れる際に、全て欠けることが可能であるかについては明らかではなかった。これは話
法の移行として本稿が扱ったものは、現代語の観点からは不規則なもののように思え
る一方で、間接的な話法を非 kwaþ型導入部に類似するものと考え、ある種の導入部
の役割を果たすものと見なすことにより、あくまでも間接的な話法には直接話法の再
現部を導入する機能があるという見方を提供することになることが示された。また、
話法の移行に関して、従来対象とされることのなかった古ザクセン語『創世記』にお
いても、同様の状況であることが確認された。加えて、とりわけ『ヘーリアント』に
関して、比較的自由ではあるものの翻訳文献であることが知られているにも拘らず、
話法の移行がその原典と考えられるラテン語『タツィアーン』ないしは中世の神学者
らの注釈の影響を受けているかについては、さほど注目されていなかったが、本稿で
触れたようにそれらのいずれの影響も見受け難かった。従って、『ヘーリアント』に
限らず、古ザクセン語聖書詩全体について、作者の自由裁量によって話法の移行が選
択されていると考えることが妥当であると結論づける。今後は、こうした話法の移行
が用いられている箇所と、直接話法が単体で用いられている箇所、あるいは話法の移
行を伴わない間接的話法が用いられている箇所について、厳密に比較検討を行った上
で、両者の間にどのような文体的な差異が見られるかを考察することが求められよ
う。
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付録 1
i. 類型 Aの開始行

141b, 216b, 222a, 226a, 259a, 271b, 283b, 563b, 825b, 915b, 956b, 1064b, 1068a, 
1084b, 1092b, 1336a, 1588a, 1597b, 2025a, 2104b, 2325b, 2388a, 2419b, 2432b, 
2561a, 2581b, 2652b, 2934b, 3013b, 3052a, 3062a, 3095b, 3100a, 3258a, 3278a, 
3307b, 3313b, 3376a, 3520b, 3573b, 3691a, 3728a, 3801a, 3868b, 3884b, 3892b, 
3913a, 3933a, 3944a, 3948b, 3987b, 3994b, 4030b, 4040b, 4061b, 4080a, 4086b, 
4092b, 4138b, 4192b, 4280a, 4286b, 4296a, 4392a, 4403a, 4409a, 4432a, 4436a, 
4457b, 4484b, 4508b, 4511b, 4516b, 4560b, 4572b, 4605b, 4638a, 4675b, 4689a, 
4696a, 4723a, 4760b, 4777a, 4793b, 4805a, 4819b, 4861a, 4904b, 4957b, 4968b, 
5152b, 5193b, 5207b, 5211b, 5218b, 5314b, 5350a, 5358b, 5573a, 5583b, 5590b, 
5603b, 5635b, 5654b, 5967b, 5968a; G. 37b, G. 43a, G. 70b, G. 177b, G. 191a, G. 
207a, G. 213a, G. 226a, G. 240a.

ii. 類型 A′の開始行
275a, 821a, 919b, 931a, 971a, 1131a, 1389a, 2550a, 3000a, 3024a, 3042b, 3057a, 
3243a, 3249a, 3262a, 4609b, 4835b, 5089b, 5558b, 5614b, 5751b, 5883b, 5953b; 
G. 168a.
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付録 2：類型 Bの出現箇所と詳細
直接話法の再現部 先行する間接話法の

発話動詞
発話者

開始行 開始部分

116b 新たな文 hiet「命じた」 engil godes 
「神の天使」

397b 新たな文 hêt「命じた」 godes engil
「神の天使」

418a 新たな文 hôrdun「聞いた」 「神の天使」

499b 新たな文 sagda「言った」 「シメオン」

878a 前の節に従属する 
接続詞 that節 cûðda「告知した」 「ヨハネ」

912a 前の節に先行詞を有す
る 関係詞 that節 frâgodun「尋ねた」 Iudeo liudio 

「ユダヤの人々」
975a 新たな文 gibôd「命じた」 「キリスト」

997b 新たな文
gideda [...] mâri
「知らせた」

「ヨハネ」

1845b 新たな文 gebôd「命じた」 「キリスト」
2253a 新たな文 hiet「命じた」 「キリスト」
3038b 新たな文 grôtte「言った」 「キリスト」

3442b 新たな文 quat「言った」
thie hêrosto 

thes hîuuiskes 
「血筋で至高の者」

3726b 新たな文 bâdun「乞うた」 dolmôde 
「賢くない者」

3771a
新たな文

（後の節に従属する
接続詞 ef「もし」節）

quað「言った」 「キリスト」

3850a 新たな文 frâgon「尋ねた」 「ユダヤ人」

3931a 前の節に従属する 
接続詞 nu「から」節 quâðun「言った」 thea liudi

「民衆」

3978b 前の節と並列される 
接続詞 ac「しかし」節 quað「言った」 ʻChristʼ

4419b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文 sagad「言った」 uualdand 

「統治者〔＝神〕」
4481b 新たな文 quað「言った」 「ユダヤ人」
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4884b
新たな文

（後の節に従属する
接続詞 ef「もし」節）

hêt「命じた」 that barn godes
「神の子」

4964a 新たな文 quað「言った」 Sîmon Petrus
4973a 新たな文 frâgodun「尋ねた」 niðhuata ʻthe hostileʼ

5342a 新たな文 frâgoda「尋ねた」 thie heritogo
「統治者」

5478b 新たな文 quað「言った」 thegan kêsures 
「皇帝の従者」

5483b 新たな文 hiet「命じた」
barno that besta 
「至高の子」 
〔＝キリスト〕

5520b 新たな文 quâðun「言った」 heriscipi Iudeono ʻthe 
Jewish peopleʼ

5542b
前の節に従属する 
接続詞 huand「から」

節
bad「乞うた」 that barn godes 

「神の子」

5934b 新たな文 quað「言った」 「マグダラの 
マリア」

5965a 新たな文 frâgoda「尋ねた」 godes suno 
「神の子」

G. 58b 新たな文 quað「言った」 Kain

G. 219b
新たな文

（後の節に従属する
接続詞 ef「もし」節）

gisagda「言った」 Abraham
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付録 3：類型 B′の出現箇所と詳細
直接話法の再現部 先行する間接話法の

発話動詞 発話者
開始行 開始部分

165b 前の節に従属する 
接続詞 êr than（「まで」）節 skerida「命じた」

heƀancunninges 
bodon 

「天上の王の使者」

211b 新たな文 frâgode 
「尋ねた」

ên gifrôdot man 
「老成した男」

521b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

quað 
「言った」 「アンナ」

554b
前の節と並列される 

接続詞 huueder「或いは」
節

frâgoda 
「尋ねた」 「ヘロデ」

621b 新たな文 quâðun「言った」 that folc「民衆」

704b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

sagde 
「言った」

godes engil 
「神の天使」

724b 前の節に従属する 
接続詞 nu「から」節

quað 
「言った」 「ヘロデ」

1102b 前の節に従属する 
接続詞 ef「もし」節

quað 
「言った」

the fîund 
「敵」

1112b 新たな文 quað 
「言った」

allaro barno bezt 
「最良の子」

1141b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

hêt 
「命じた」 「キリスト」

1159b
新たな文

（後の節に従属する
接続詞 al so「ように」節）

hêt 
「命じた」

friðubarn godes 
「神の平和の子 
〔＝キリスト〕」

1302b 新たな文 quað「言った」 「キリスト」

1305b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thie節

quað 
「言った」 「キリスト」

1307b
前の節に先行詞を有する 

関係詞 thie節
quað 

「言った」 「キリスト」

1317a 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thie節

quað 
「言った」 「キリスト」
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1321b 前の節と並列される 
接続詞 endi「そして」節

quað 
「言った」 「キリスト」

2052b 新たな文 quað 
「言った」

the hêrost 
「指導者」

2097b 前の節に従属する 
接続詞 sô「ように」節

quað 
「言った」

ên hunno 
「百人隊隊長」

2129b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

quað 
「言った」 「キリスト」

2195b 新たな文 hêt
「命じた」

the godes sunu 
「神の子」

2249b 前の節と並列される 
接続詞 e�ha「あるいは」節

bâdun 
「乞うた」

landes uuard 
「国の守護者」

2556b 新たな文 quat「言った」 fîond「敵」

2626b 新たな文 quað 
「言った」

sunu drohtines 
「統治者の息子」

2714b
新たな文 

（後の文に従属する 
接続詞 ef「もし」節）

quað 
「言った」 「ヨハネ」

2750b 新たな文 bad 
「乞うた」

landes hirdi 
「国の守護者」

2823b 新たな文 quâðun 
「言った」

gesîðos tuelƀi 
「十二使徒」

2829b 前の節に従属する 
接続詞 that節

quað 
「言った」 「キリスト」

2833b 前の節と並列される 
接続詞 thôh「しかし」節

quað
「言った」 Philippus

2844b
前の節に従属する 

接続詞 biûtan「を除いて」
節

sagde 
「言った」 Andreas

2881a
新たな文 

（後の節に従属する
接続詞 nu「今や」節）

gisprâkun 
「話した」

alle 
「皆」

2927b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

sagde 
「言った」

hêlag heƀancunning 
「聖なる天上の王」

2952b 新たな文 frâgode 
「尋ねた」

thiodo drohtin
「民衆の指導者」
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2989a 新たな文 quað 
「言った」

「カナンからの 
高貴な女性」

3149b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 an themu節

sagde
「言った」

hêlag stimne godes 
「神の聖なる声」

3157b 新たな文 hêt 
「命じた」

hêleandero bezt  
「最良の救世主」

3166b 前の節に従属する 
接続詞 êr than「まで」節

gibôd 
「命じた」

the hêlago Crist 
「聖なるキリスト」

3190b 新たな文 quað 
「言った」

ênan kuninges thegan 
「王の従者」

3299a 新たな文 quað「言った」 「キリスト」

3328b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 the節

quað 
「言った」

allaro barno bezt  
「最良の子」

3390b 前の節に従属する 
接続詞 that節

bâd
「乞うた」

the erl 
「その男」

3399b
新たな文 

（後の文に従属する 
接続詞 ef「もし」節）

quað 
「言った」 Abraham

3413b 前の節と並列される 
接続詞 endi「そして」節

quað 
「言った」

allaro barno bezt 
「最良の子」

3522b 新たな文 quað 
「言った」

mahtig「力ある 
〔キリスト〕」

3563a 新たな文 bâdun「乞うた」 「二人の盲目な男」

3743a 前の節と並列される 
接続詞 endi「そして」節

quað  
「言った」 「神の子」

3828b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thes節

quâðun 
「言った」 「ユダヤ人」

4006b 新たな文 sagda 
「言った」

hêlag Crist 
「聖なるキリスト」

4055b 新たな文 sagde 
「言った」

rîkeo Crist 
「力あるキリスト」

4473b 前の節に従属する 
接続詞 that節

quaðun 
「言った」

êosagon 
「法律家たち」

4705a 新たな文 hiet 
「命じた」

uualdand
「統治者」
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4841b 前の節に従属する 
接続詞 so「ように」節

fragn 
「尋ねる」 「キリスト」

4844b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 the節

quâðun 
「言った」

thiu menegi
「群衆」

4983b 前の節に先行詞を有する 
関係副詞 thar節

quað 
「言った」

thes mannes 
mâguuini 
「男の親族」

5086b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thes節

bad 
「乞うた」

baluhugtig [...] biscop 
「悪意に満ちた 
高位聖職者」

5182b 新たな文 frâgon「尋ねた」 Pilatus
5184b 新たな文 quâðun「言った」 「ユダヤ人」

5240b 前の節と並列される 
接続詞 endi「そして」節

quaðun 
「言った」

Iudeo liudi 
「ユダヤ人」

5376b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thie節

quaðun 
「言った」 「ユダヤ人」

5412b 前の節に先行詞を有する 
関係詞 thia節

frâgoian 
「尋ねた」

thie heritogo
「統治者」

5818b 新たな文 hiet 
「命じた」

thie godes engil 
「神の天使」

5851b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

frâgodun 
「尋ねた」

uualdandes bodun 
「統治者の使者」

5923b
新たな文

（後の文に従属する
接続詞 ef「もし」節）

quað 
「言った」

Maria [...] Magdalen  
「マグダラの 
マリア」
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付録 4：類型 Cの出現箇所と詳細
直接話法の再現部 先行する nrsaの 

発話動詞 発話者
開始行 開始部分

318b 新たな文 hêt 
「命じた」

drohtines engil 
「統治者の天使」

771b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

hêt 
「命じた」

godes engil 
「神の天使」

3202b 新たな文 hêt「命じた」 「キリスト」

4533b
新たな文 

（後の文に従属する 
接続詞 sô「ように」節）

hêt 
「命じた」 「キリスト」

4617b 新たな文 hêt 
「命じた」 「キリスト」

5158a 新たな文 hêtun
「命じた」

thiod Iudeono
「ユダヤ人たち」

付録 5：類型 C′の出現箇所と詳細
直接話法の再現部 先行する

nrsaの 
発話動詞

発話者
開始行 開始部分

3820b
前の節に先行詞
を有する 
関係詞 the節

hêt
「命じた」 「キリスト」

5330b 新たな文 hietun 
「命じた」

folc Iudeono
「ユダヤ人」

5838b
前の節に先行詞
を有する 

関係副詞 thar節

hiet 
「命じた」

Sîmon 
Petruse
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付録 6：類型 Dの出現箇所と詳細

直接話法の再現部
発話者

開始行 開始部分

480b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文 「シメオン」

3018a 新たな文 that uuîf 
「その女性」

3224b 新たな文 the hêlago Crist
「聖なるキリスト」

3281b 新たな文 「キリスト」

3365a 新たな文 the ôdago man 
「豊かな男」

3436a 新たな文

allon them [...], them thar 
quâmun at êrist tuo
「そこへと初めに 
来た者は皆」

3816b 新たな文 「キリスト」

3829b 新たな文 the hêlago Crist 
「聖なるキリスト」

4045b 新たな文 「マルタ」
4150b 新たな文 Kaiphas「カヤパ」
5011b 新たな文 Sîmon Petruse

5100b 副詞 nu「さて」で 
始まる新たな文

the biscop 
「司教」

5567b 新たな文 thia liudin「人々」





〈研究ノート〉

カルトという蔑称と反カルトに内在するカルト性
定義なき言説と対立の諸相

大喜多 紀明

1. はじめに

2022年 7月 8日の安倍晋三元首相が射殺された事件をきっかけに、再びカルトと
いう言葉を聞く機会が増えた 1。1980年代末から 1990年代なかばにかけてのオウム真
理教による一連の事件の際にカルトという言葉が世間を飛び交っていた。以降、日本
では一部の研究者により、いわゆるカルト問題に関する研究が継続的におこなわれて
きた（例えば、櫻井：2004a、西田：2001）のだが、一般的には、さほど注目されて
きたテーマではなかったといえる。その後、カルト問題はほとんど取りざたされなく
なった。
本来カルトとはラテン語の cultus（「耕す」などの意味）に由来する言葉であり、
英語の cultureなどを派生している。一方、現代では、社会的に何らかの問題がある
（あるいは、何らかの問題があると思われる）新宗教あるいは非伝統的宗教をカルト
と呼び、多くの場合は当該団体への批判的文脈で使用される。カルトのいう言葉その
ものが蔑称であるという指摘もある（例えば、櫻井：1997、大石：1991）。さらに、
ステレオタイプ化されたカルト像が、周辺社会の言説に基づくものであるとの説があ
る（中野：2001）。カルトとして弾劾する行為が、潜在的あるいは間接的なナショナ
リズムの表出に相当すると中野（2001）は指摘した。
いずれにせよ、カルト言説あるいはカルト視には人権にかかわるデリケートな問題

1　 本稿は、当該事件とカルト視される団体との関連性を議論することを目的としていない。
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が常に埋伏するのである。竹内（2020：14-15）はカルトの定義が困難であること、
および、カルト言説は人権侵害をもたらす可能性があることについて以下のように述
べた。引用文中の下線は筆者によるものである。

「カルト」とは、「反社会的な（新）宗教集団」と定義されることが多いです。
しかし、「反社会性」というのは相対的な概念で、時代や場所、国、文化によっ
て異なります。ですので、カルトを具体的かつ明確に定義することは難しいで
す。とはいえ、現代日本においては、「反社会性」の一番の指標は「人権侵害を
しているかどうか」という点になります。
自分たちとは全然違う価値観を持った人たちをすぐに「カルト」と呼びたがる

人がいますが、それはやめておいたほうがいいですね。「カルト」は「反社会的
な集団」というレッテルです。そのレッテルを貼るということは、「あいつらは
ヤバい奴らで、社会から排除すべきだ」という意味を持ちます。ですから、むし
ろ、「カルト」と呼んで非難する側が人権侵害をしている可能性があります。そ
こは気をつけなければいけません。

カルトの定義が曖昧であることについては、例えば、木村＆渡邉（2001）がキリ
スト教調査研究所におけるカルトの特徴をとりあげることにより指摘した。下記のよ
うに、当該研究所が設定したカルトの特徴は、実際には創唱宗教の普遍的特徴と合致
する。

カルトを定義する試みは、宗教学者や心理学者、反カルト運動家らによってな
されてきた。たとえば、アメリカのキリスト教調査研究所（Christian Research 
Institute）は、特定の集団がカルト的かどうかを判断する６つの特徴をあげてい
る。（１）指導者による聖典解釈への絶対的なコミットメント、（２）指導者はけ
っして間違ったことをしないという信仰、（３）先行する啓示と矛盾する啓示へ
の信仰、（４）私たちは終わりの時を生きているのだという強い信仰、（５）「私
たち／彼ら」という心性、（６）集団の命令に従わせる圧力。
しかしながら、これらの項目は危険なカルトを見分けるための客観的基準とし

て十分とはいえない。創唱宗教の普遍的特徴に当てはまってしまうからである。
この基準について、テイバーとギャラガーは、「たいそう皮肉なことに、これら
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６つの項目は、イエスとその弟子たちをとても正確に記述しているのである」2と
指摘する。カルト批判者は、カルトにおける指導者への絶対的コミットメントや
真理を疑わない姿勢を糾弾するが、よく考えるとこの基準は求道的な集団すべて
に当てはまってしまう。テイバーらが指摘するとおり、キリスト教調査研究所が
作ったカルトの基準が、イエスと弟子たちの集団に当てはまってしまうのはじつ
に皮肉なことである。

かかる知見に基づけば、イエスと弟子たちが作った信仰によるコミュニティはまさし
く上述のカルトの基準を満たしている。つまり、彼らのコミュニティは当時のユダヤ
社会からカルト視されていた。彼らをカルト視した社会は、当時のユダヤ社会におけ
る宗教的信念に基づき、結句、イエスを処刑するまで至らしめた。換言すれば、当該
ユダヤ社会は反カルトであった。かつ、かかる反カルトにはカルト性が埋伏していた
といえる。こうした反カルトにおけるカルト性は今日的な課題であり、かつ、本稿で
考察するテーマの一つである。昨今、カルトという言葉は頻用されるのであるが、確
立した概念ではなく恣意的に使用されている。
カルトに関する海外での議論は多くの知見をもたらした（例えば、Clark：1979、

Stark & Bainbridge：1979、バックフォードら：1998、Chryssides：2012、Ward：
2021）。Young（2012：1-2）は、カルトが蔑称であり、ある宗教団体が「カルト」の
レッテル貼りをされると、即座に疑いと不信の目で見られ、その行動の如何にかかわ
らず、この汚名を拭うことが一般的には極めて困難であることを次のように述べた。

�ere is no reliable scienti�c evidence to convincingly prove the brainwashing 
theoryʼs legitimacy. �ere is, however, a great deal of research against it, as will 
become apparent in the following section. Nevertheless, it continues to be used 
by ACM groups as a derogatory description of the perceived manipulative, 
sinister and generally unsavoury nature of NRMs, which are commonly given the 
pejorative label of »cult«. The ACMʼs usage of the word »cult« has significantly 
contributed to the now popular usage of the term, which has stereotyped NRMs 
as deviant, un-conforming, nonsensical and dangerous pseudo-religious groups 
that should not have their belief systems taken seriously. �is understanding of 
the term has become the norm for the media and public at large, ensuring that 

2　 Tabor ＆ Gallagher（1995）を参照。
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when a religious group is labelled a »cult« they are instantly looked upon with 
suspicion and distrust, and, regardless of their actions, are generally unable to 
shake this stigma.

こうした海外の知見は日本においても当てはめられる。日本で一般に使用されるにカ
ルトという言葉も、何かしら非難する対象に向けて使用される概念である。したが
い、この概念を使用する際には、本来的には細心の注意を要するのである。
本稿では、日本においていわゆるカルト問題を重点的に研究してきた代表的な研究
者である櫻井義秀の言説を踏まえたうえで、カルト言説に内在する人権侵害の可能性
およびカルトと一般社会の対立の構図、さらには反カルトに内在するカルト性につい
て考察することにする。

2. 惹起された対立：マスメディア言説によるカルト概念

安倍元首相が殺害された事件以降に惹起された一連のカルトに対する報道や社会的
問題は、カルトと呼ばれる団体を日本社会においてどのように位置づけるか、の問題
提起でもあったといえる。
ここで、本稿では、ウェブ上に掲載されたニュース（いわゆるウェブ・ニュース）3

や個人ブログなどのウェブ上の情報を多く引用することにする。櫻井（2006a：7-8）
は、カルト問題の構成に対して、いかなる種類の言説が影響するかについて次のよう
に述べた。

社会には様々な制度や価値の領域がある。逸脱者を隔離するという実効力の点で
は法曹の言説が優越している。しかし、現象の説明・解釈という点では、専門家
の意見が傾聴され、利用される。もちろん、「被害」者としての当事者と、被告
側にある個人や集団の権利にも配慮することが求められている。部外者ではある
がマスメディアの言説、インターネット空間の書き込み、評論家の書籍等も、社
会問題の構成に大きな影響力を発揮する。これらの言説が交錯する空問で、「カ
ルト」問題が語られているのである。

3　 ウェブ・ニュースは一般的に、掲載期間が経過した後にはウェブから削除されることが多
い。つまり揮発性に富んだ情報である。同時に、時局を反映しやすい性質がある媒体であ
るともいえる。
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つまり、櫻井（2006a）によれば、カルトにおける社会問題の構成において、マスメ
ディア言説、SNSのようなウェブ上の書き込み、評論家の言説などの影響力を看過
することができない。かかる櫻井の知見を受け、カルトの特性や誘発された社会問題
などを理解するうえで、マスメディアによるウェブ・ニュースや個人ブログなどの言
説が有意な前提となると筆者は判断した。
現在のマスメディア言説では、当該宗教団体 4は「反社会的」な団体であるので、法
律により取り締まりをするべきである、という論調がみとめられる 56。また、当該宗
教団体に解散請求をするべきだという言説も散見できる（アゴラ編集部：2022a、米
倉：2022）。こうした一連のマスメディア言説に基づいた世論形成が日本においてす
でになされている。つまり、カルト（とりわけ当該宗教団体）の排除が世論における
大きな流れとなっている。本稿では、事実上の主流と化したカルト排除の言説を前提
としつつも、むしろ、世論を構成する勢力としては量的に劣る、一般世論とは正反対
あるいは対立する主張および言説にあえて注目することにする。こうした言説は少数
派であるが、一般世論におけるカルト排除の論理構成を理解するうえで見過ごすこと
ができないと筆者は判断した。

4　 今般、カルト視され排斥されている団体は世界平和統一家庭連合である。当該宗教団体を
排斥する世論が、カルト視される宗教団体全般について一般化できるか、については議論
があると思われる。本稿では、かかる一般化が可能であることを前提に議論を構成するこ
とにする。当該宗教団体における特殊性については別途検討したい。議論の文脈上、アー
レフなどの他のカルト視される団体にも言及するが、上述のように、一般化が可能である
という前提に議論を進めることにする。なお、「世界平和統一家庭連合」の旧称は「世界基
督教統一神霊協会」であるが、略称として「統一教会」や「統一協会」が使用される。引
用元により呼称の揺れがあるが、本稿ではそのまま表記することにする。

5　 例えば、米倉（2022）では、「日本ではカルト対策がほとんど打ち出されてこなかった」理
由を述べた山口広弁護士による発言などを引用し、「安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけ
にして 30年ぶりに浮上した旧統一教会問題。5年後、10年後、結局何も変わらなかった、
としてはならない」ことを記事のまとめとしている。青沼（2022）は、当該宗教団体に対
し「「反社会的な団体」 の評価は的を射ている」と述べたうえで「いわば 「反社」 というく
くりで極言すれば、政治家が暴力団組事務所やその関係先に祝電を打ったり、講演に呼ば
れて出向いたりするようなことは、絶対にないはずだ」と、当該団体と暴力団組織の類似
性を言及した。こうした一連の記事に代表される言説は、当該宗教団体は「反社会的団体」
であり、排除すべきものであるという主張である。なお、ここでの「反社会的団体」の定
義が漠然としており明確ではないことを踏まえつつも、当該団体が宗教法人としての認証
がある団体であることを鑑みれば、かかるレッテル張りは不適切であるといえる（小島：
2008）。

6　 本稿ではこれを「情緒論」と呼ぶ。
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上述のようなカルト排除の世論にともない、世界平和統一家庭連合（2022a）の主
張によれば、マスコミ報道の影響にともない、中傷誹謗などの甚大な被害が発生し
た。以下は当該団体の主張である。

それらの報道が視聴者に与える誤解、影響は甚大であり、報道によって誘発され
た差別・ヘイト感情はそのまま当法人の全国の教会にぶつけられ、現在までに寄
せられた殺害予告を始めとした誹謗中傷の数々は、優に 1万件を超え、街宣カ
ーによる脅迫行為や教団施設への落書き行為等は日に日に増え続け、その影響は
信者家庭における離婚騒動や親子断絶問題にまで発展しております。

つまり、当該宗教団体をフォーク・デビルとするモラル・パニック（Cohen：2011）
とみなすことができる現象が出現した。イントロヴィニエ（2022a）は、かかる一連
の言説をヘイト言説とみとめ、社会的にみれば危険な兆候であるとの見解を次のよう
に示した。

宗教的マイノリティに対するヘイトスピーチを聞いた者すべてがヘイトクライ
ムに関与するわけではないが、中には実行する者もいる。日本では統一教会に対
する憎しみが広まり、一部信者に対する殺害の脅迫をもたらしている。
これらの事件を報じる日本メディアの記事は、読者のためにコメント欄を設け

ており、殺害の脅迫を付け加えるコメントを投稿した者もいた。私は、日本の警
察が、これらの投稿に注意を払うよう希望する。私たちは現在、安倍を暗殺した
人物が、ソーシャルメディアに侮辱や脅迫を投稿することによって統一教会ヘイ
ターとしてのキャリアをスタートさせたことを知っている。その物語がどんな結
末を迎えたか、私たちは皆知っている。
ヘイトスピーチはその性質上、蔓延していくものだ。一旦、メディアやインタ

ーネットを通して拡散されると、その影響はもはや制御不能である。日本の統一
教会信者は、路上での侮辱、職場での嘲笑、学校でのいじめを報告しており、さ
らには離婚に直面した者もいるという。私たちは言葉による暴力が、身体的暴力
や殺人にまでエスカレートしないようよう希望し、祈ることしかできない。ヘイ
トスピーチの致命的な影響は決して過去のものではない。毎月、ひょっとすると
毎週かもしれないが、パキスタンではアフマディー教徒が殺されている。彼ら
は、メディアや、多数派宗教の説教者によるヘイトスピーチの標的とされた宗教
運動のメンバーだ。
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またヘイトスピーチは差別の素地を作る。その差別とは、マイノリティ集団の
メンバーを標的として、彼らを二級市民とする法律のことだ。それはすでに、日
本の統一教会に対して起きつつあることだ。世界のすべての民主主義国家と同様
に日本でも宗教への寄付は非課税だが、統一教会への寄付は「本当の」宗教では
なく、詐欺的「カルト」に捧げられており、セールスに対して支払われた対価と
みなして課税するべきだと主張されているのである。

イントロヴィニエは、当該団体はすでに「詐欺的」であるなどと侮辱されており、延
いては、当該団体の構成員に対する身体的暴力や殺人にまでエスカレートする可能性
までも言及した。
一方、当該宗教団体に批判的な言説に比べるとわずかなのだが、批判しない冷静な
言説も存在する。しかしながら、こうした言説の発言者は、当該宗教団体の擁護者と
して指弾される。当該団体を批判しない言説を述べた場合、発言者が擁護者ではない
ことや信者ではないことを、発言者自身があらかじめ言明しなければならない雰囲気
が造成されている。また、極端な場合は、実際はそうでなくとも当該宗教団体の信者
であるという不当なレッテル張りや、その発言者の排除を目的とした不当な扇動まで
もおこなわれた 7（たいら：2022、倉本：2022）。こうした一連の状況を鑑み、かかる
排除の言説が、特に SNSにおいてはすでに「狂気のレベルの熱情」に達していると
倉本（2022）は指摘した。

一部にはそれは「狂気レベルの熱情」と言っていいものも含まれており、私のよ
うなそれほどフォロワー数の多くない SNSアカウントにも、「こんなことを言っ
てるお前もさては信者だな！」などという暴言が結構な頻度で投げかけられるほ

7　 日刊ゲンダイ DIGITAL（2022）は「爆笑問題の太田光（57）が 2日、自身がMCを務め
る TBSの情報番組 「サンデー・ジャポン」 で、先週に続いてまた旧統一教会を擁護するか
のような発言をして、SNS上でもまた《#太田光をテレビに出すな》というハッシュタグ
が飛び交った」と述べ、太田を番組から排除する運動がおこなわれていることを紹介した。
太田を排除することを目するハッシュタグ運動は不当な排除行為である。また、メディア
の偏向報道を監視する有志グループMedia Watch Lab（2022）は橋下徹弁護士による当該
宗教団体への発言の反響について、「この一連の発言に対しネット上からは 「橋下徹氏、ま
たまためざまし 8で前川氏を批判している。論点はそこじゃないのに。名称変更に政治の
圧力がかかったどうかだろう」 「統一教会の高額献金要求や霊感商法と、明らかな反社団体
問題にメスを入れることが急務なのに 『宗教の自由』 と論点ずらして擁護」 「ヤベーな、橋
下徹がカルト宗教を擁護しとるで」 といった批判の声が集まっている」と述べた。
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どです。

つまり、批判的ではない冷静な中立的見解を述べると指弾と排除の対象になり、発言
者には暴言が投げかけられる。たとえ「自民党を常に批判している左派知識人でも、
冷静な人は納得できる程度」の発言を配信した場合であったとしても、「あいつも統
一協会を擁護しているぞ、さては信者だな！」と「信者認定」される。ここまでく
ると「さすがに狂気のレベルだと言っていいのではないでしょうか」と倉本（2022）
は述べた。こうした、いわゆる擁護者と呼ばれる中立的な存在までも「信者」とみな
す言説が、誇大妄想か宗教への無理解によるものに過ぎないと、仲正（2022a）は次
のように批判した。

統一教会批判をしたがる左派系の人たちは、統一教会が主催・後援している反共
的な政治活動 8に関わっている政治家、財界人、言論人などを、統一教会の信仰
を持っているかのように言いたがる 9。それを本気で信じているとしたら、誇大妄
想か、宗教について全く何も分かっていないかのいずれかだ。

こうした事実上のカルト排除運動を受け、当該宗教団体は、2022年 9月 29日、一
部マスコミと弁護士による発言が名誉棄損にあたるとして、マスコミ 2社と弁護士 3
名を相手に民事訴訟を起こした（例えば、太田：2022）。その一方、箕輪（2022）は、
訴訟された弁護士の一人である紀藤正樹 10による反論を紹介した。

紀藤弁護士は、「私への訴訟は言論への萎縮効果を狙った恫喝訴訟、SLAPPの類
です」とツイートしていた。

私の発言は統一教会への発言ではなく統一教会の分派に対する発言です。私
への訴訟は言論への萎縮効果を狙った恫喝訴訟、SLAPPの類です。自らの
正当性を言うなら国を訴えるのが筋でしょう。自らの非を改めず民間を訴え
ること自体が、統一教会の問題を良く現わしています。

紀藤は、当該団体が訴訟すべき相手は国であり民間ではないと主張した。だが、当該

8　 当該宗教団体の友好団体に国際勝共連合がある。
9　 ここには思想的対立がある。
10　 紀藤は全国霊感商法対策弁護士連絡会に所属しており、当該宗教団体とは対立関係にある。
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団体の訴訟内容を鑑みた場合、紀藤の「国を訴えるのが筋」であるという主張が何を
指しているのか、筆者には理解することができない。つまり、この時点において、当
該宗教団体は、国から被害を受けたことを主張していない。いずれにせよ、ここには
民事訴訟という形として実体となった、主張の対立がみとめられる。
宗教と政治のかかわりについてみれば、当初は、宗教団体が政治家を応援すること
が政教分離の原則に抵触するのでこれを禁止すべきである、という間違った憲法解釈
に基づく発言が広く流布された。それに対し、仲正（2022b）や松田（2022a）らは、
かかる解釈が誤解に基づくものであると指摘した。また、松田（2022a）は、かかる
間違った憲法解釈が意図的である可能性について言及した。以下は松田（2022a）の
言説である。なお、下線は筆者による。

ところが不用意なのか意図的なのか、「政治と宗教」の問題として語る言説が
一部に絶えない。
ワイドショーや週刊誌、ＳＮＳ上などには「政治と宗教がズブズブの関係」

「宗教が政治に影響を与えるな」といった類の危うい言葉が飛び交っている 11。「ズ
ブズブの関係」とは具体的に何を指すのか境界線が不明だし、「宗教が政治に影
響を与えるな」という言説に至っては民主主義を真っ向から否定する暴論にすら
なる。

さらに、当該教団とかかわりがある（あるいは、あった）国会議員や地方議員を丹念
に探し出し、それを追及することを要請する言説がある（例えば、新潟日報：2022、
京都新聞：2022）。それに対し、こうした追及が「魔女狩り」であると批判する言説
（例えば、花田：2022）も現れた 12。池田（2022）は、「岸田首相が自民党所属国会議
員に統一教会との関係を断つよう指示し、これを受けて党内では、思想調査が行われ
ている。このように特定の宗教団体を名指しで排除するのは、官庁や企業から共産党
員を排除した終戦直後のレッドパージ以来の思想弾圧である」と述べ、名指しの排除
の論調が不当であることを述べた。
仲正（2022a）は次のように言及し、安易に安倍と当該宗教団体を結びつけること

11　 倉本（2022）も言及したように、SNS上では過激な発言がみとめられる傾向にあるよう
だ。

12　 加納（2015）は「近年のイスラームに対する不寛容、偏見、差別も政治問題として語られ
ることが多く、宗教に関わる人権という視座から問題視されることは比較的少ないように
感じられる」と述べた。本来、宗教問題と政治問題は切り分けて考えるべきであろう。
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により、あたかも当該宗教団体が操作・支配しているかのような見解を述べる一連の
言説を、妄想による陰謀論 13と一蹴した。引用文における下線は筆者による。

宗教団体と深く関係のある政治団体に応援メッセージを送ったら、その宗教の
“信者”になるのであれば、自民党議員の多くは、仏教系・神道系の複数の宗教
団体の信者をかけ持ちしていることになってしまう。ましてや、統一教会が安倍
氏などを背後から操って、日本のディープ・ステイトと化しているかのように言
うのは、妄想による陰謀論だ。

そのうえで、仲正（2022a）は、断片的な情報を結びつけることにより恣意的な＜物
語＞を作成することが妄想につながること、かつ、かかる＜物語＞に基づく議論が
「不毛」であることも指摘した。さらに、仲正（2022a）は、こうした妄想に基づく
言説のカルト性についても言及した。以下は引用文である。なお、下線は筆者による
ものである。

霊感商法問題などで激しく批判された統一教会と近い団体に応援メッセージを
送ることは、首相を経験した与党の有力者として適切な行為なのか、とピンポイ
ントに批判するのであればいいが 14、それにいろんな断片的情報をくっつけて妄
想を膨らませ、統一教会を中心とした“宗教連合”による影の支配のような話を
作り、それを前提にアベ叩きをするのはひたすら不毛である。どっちがカルト
か、と言いたくなる。「宗教」との何某かの関係があると指摘すれば、それだけ
で批判したことになると思い込むのは、日本の左翼のダメなところである。

自民党が当該宗教団体との関係を絶つ宣言 15をしたことに対して 16は、例えば「自民

13　 坂本（2021）は、陰謀論が単なる偽情報なのではなく、政治的背景を持つ場合が多いこと
を述べた。そのうえで、カルト宗教とよく似た性格を持つことも指摘した。

14　 アゴラ編集部（2022b）は「霊感商法や多額の献金は問題ですが、テロとは無関係。それ
は犯人の妄想の中で結びついていただけです。今回の事件で統一教会を攻撃するのは問題
のすり替えです」と述べた。なお、いわゆる霊感商法問題については別の機会に言及した
い。

15　 2022年 8月 31日の記者会見にて、岸田文雄首相が、自民党として関係を絶つと表明した。
16　 杉田（2022）は、自民党と当該団体との関係を批判したれいわ新選組の山本太郎代表の発

言を「「旧統一教会と一体になって、自分たちの権力を維持してきた者たちが内部で調査
します、検討しますということで、膿なんか出せるわけないんですよ。泥棒に泥棒を調査
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党が 「統一教会との関係を断つ」 ことを決めました。これは所属国会議員の信教の自
由を侵害する機関決定です」（アゴラ編集部：2022c）のような、かかる方針が信教
の自由に抵触する可能性に言及した批判もある。さらに、2022年 10月 19日予算委
員会における議員の国会質問において、大臣の信仰を確認するという「あってはなら
ない異常」な出来事があった（松田：2022b）。

その〝驚くべき質問〟は、１０月１９日の参議院予算委員会で飛び出した。
立憲民主党の打越さく良議員が旧統一教会の問題で、山際大志郎経済再生担当

相に対して次のように問いただしたのだ。

山際大臣はご自身の秘書には信者がいたということを否定されているんです
けれども、念のため伺いますけれども、大臣ご自身はいかがなんでしょう
か？（「参議院インターネット中継」１０月１９日予算委員会［3:33:00］か
ら）

山際大臣に関しては過去に何度も海外まで出かけて旧統一教会の会合に出席す
るなど、同会との関係が取り沙汰されている。
しかも、そうした過去の会合出席や旧統一教会トップとの面会などが記録とし

て発覚しても、「記憶にない」「記憶はあったが記録にない」など、きわめて不誠
実な対応に終始してきた。
今や同大臣が岸田内閣への信頼を大きく揺るがす要因の一つとなっていること

は、誰の目にも明らかだろう。
しかし、その山際大臣に対して国会審議の場で自身の信仰を告白するよう迫っ

た打越議員の質問は、あってはならない異常なものだ。

仲正（2022a）が指摘した、カルト視する側のカルト性 17については、藤原（2022a）
も下記のように言及した 18。なお、引用文中の下線は筆者による。

させますか？詐欺師に詐欺師を調査させますか？同じ詐欺グループの中の者たちで、そん
なことしません」 と語気を強めた」と紹介した。山本は自民党と当該宗教団体の関係を、
泥棒と泥棒、詐欺師と詐欺師の関係に譬えた。

17　 上述のように、坂本（2021）は陰謀論に内在するカルト性を指摘した。
18　 藤原（2022b）にも同様の見解がある。
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統一教会の犯罪の成否については、捜査機関が法の定めるところに従って収集
した証拠に基づいて個別的に判断する事項です。日本は法治国家であるので、ト
ラブルが存在するのであれば、【デュー・プロセス Due process】に従って解決
するしかありません。
以上のような原則を理解していれば、日本のマスメディアが行っている自民党

議員に対する魔女狩りは、少なくとも、法治主義の精神・信教の自由・参政権を
阻害していることがわかります。
そして何よりも大きな問題は、マスメディアに完全に「マインド・コントロー

ル」されている日本社会の脆弱性です。慰安婦・辺野古移転・民主党政権・原発
停止・再エネ・安保法制・豊洲移転・モリカケ・処理水・コロナ・東京五輪など
など、何度騙されても性懲りもなく騙され続ける日本社会は、日本マスメディア
教会というカルトの狂信的な信者であり、脱会は絶望的です。

また、共産主義に内在するカルト性、および、共産主義による宗教弾圧が同業他社排
除の文脈として位置づけられることも述べた。下線は筆者による。

なお、【史的唯物論 historical materialism】を基盤にする【科学的社会主義 
Marxism】は【反宗教主義 antireligion】という名の規範命題を大前提とする宗
教とも言え、教義によって国民の高額の財産を国家に寄付させる点では、後述す
る「カルト」と一致します。共産主義の宗教弾圧は同業他社の排除に他なりませ
ん 19。

19　 この藤原の論述は世界平和統一家庭連合が排除されていることに関するものである。当該
宗教団体の友好団体である国際勝共連合は「共産主義は他人まで無神論・唯物論にしなけ
れば気がすまない。ここに根本的問題がある」（国際勝共連合：2022）、「何ゆえ我々は共
産主義思想の誤謬を主張するのか。それは共産主義が神や宗教の存在を断じて許さず、抹
殺しようとする 「戦闘的唯物論」 だからだ」（国際勝共連合：2022）と述べた。それに対
して、かかる国際勝共連合と対立する団体である日本共産党は、1978年 6月 8日号の『赤
旗』（日本共産党機関紙）に「自民党に対しては“勝共連合といっしょにやれば反撃をく
って損だ”という状況をつくることが重要だ。“勝共連合退治”の先頭に立つことは、後
世の歴史に記録される 「聖なる戦い」 である」という宮本顕治委員長（当時）の言葉を記
している。つまり、双方はあくまでも対立関係である。藤原による「同業他社」の指摘は
あくまでも比喩であり、とりわけ思想面において双方は対立している。この点においては
当該指摘は首肯できない。当該『赤旗』の言説は 1978年のものであるが、当時日本共産
党の方針が現在まで継承されている蓋然性は高いといえる。
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そもそも特定の思想や信仰に法の網をかけようとする発想そのものが危険な考え方で
あると主張する論者もいる（林：2022）。以上は、カルトと呼ばれる宗教団体が政治
にかかわることを許容するかどうかの対立である。併せて、カルト視する側のカルト
性についての言及でもある。
議論の拡大は、当該宗教団体における献金のあり方が正当であるか不当であるか

（西山＆横山：2022）20や、宗教二世のあり方にまで及んでいる（井艸＆野中：2022）。
かかる宗教二世に関する議論では、当該宗教二世がカルトの被害者であるという文脈
の言説が極めて多い。その一方で、所属団体や父母の信仰に特段の疑問を抱いていな
い宗教二世の場合はどうなのであろうか。その団体がカルトであるという論拠によっ
て、全ての宗教二世を被害者と決めつける行為は、信仰を持つ宗教二世の意思を置き
去りにしてはいないだろうか。ここには、宗教二世の人権をめぐる対立がある。
列挙したような一連の現象は、普段は実体がみえないカルトが、社会問題として実
体化した事例である。実体化するかしないかは、単純にきっかけがあるかないかで決
まる。今回は安倍元首相の殺害がきっかけになった。ところが、こうしたきっかけが
なかったとしても、カルト問題は埋伏している。
従来のカルト研究は、「カルトは排除すべきもの」であるという文脈上に立つもの
が多い。かかるカルトは排除すべきという視座による、例えば一連の櫻井論文のよう
な研究知見は、今般のモラル・パニックともいえる現象の直接的な原因ではないかも
しれない。しかしながら、結論のみをみれば、人々をモラル・パニックへと誘導する
学術的な根拠の一つを構成してきた蓋然性がある。さらに、このモラル・パニックは
さらなる社会問題を孕んでいる。今後、当該宗教団体に類似した他の団体がフォー
ク・デビルとして認定され、排除の対象になるかもしれない。極論かもしれないが、
こうした連鎖により、異質な存在が次々に排除されれば単一化された社会ができあが

20　 献金行為の法的学説については評価が分かれている（例えば、棚村：1997）ものの、かか
る献金行為は宗教的側面と切り分けることができない。棚村（1997）が紹介した、世俗的
側面が強い「法律行為＝贈与説」においても宗教的特質を除外できないことについて以下
のように述べた。「街頭募金や学校などへの寄付の目的が世俗的現世的利益や具体的有形
の利益を目指していることが多く、宗教団体への献金は、超人間的・超自然的存在、絶対
者への全人格的帰依を目的とするため、宗教固有の信仰的共同体内での意味や慣行、当事
者の意識を無視できないのではなかろうか。また、絶対者への崇拝と帰依という面で事実
上の強制が働き易い事情もある。これらの点から、一律に贈与と構成してよいか躊躇を感
じざるをえない」。いずれにせよ、宗教の教義の真贋性や信仰のあり方については裁判に
よる裁定をおこなうことができない。かつ、献金の流れもデリケートな問題であり、基本
的には「自主的自律的」な問題処理をはかるべき性質のものである（棚村：1997）。
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る。だが、行きつく先は差別主義に基づく全体主義かもしれない。中華人民共和国
では、新疆ウイグル自治区において大規模な恣意的勾留がおこなわれている（桑村：
2022）。
森田（2022）は、「日本はいつの間に全体主義国家になったのか」、「『統一教会の

人たちを政治から排除する』 と言うが、あの人たちも有権者で、基本的人権を持って
いる。政治家にも意見を言い、意見を聞く権利を持っているはずだ。それを 『全部排
除しろ』 と。これが民主主義国家のやることですか」という高井康行弁護士の発言を
引用したうえで次のように述べた。

現在の風潮では、この意見に耳を貸さない人が少なくないだろう。今のマスコ
ミ、特にテレビのワイドショーの一番の問題は、高井氏のように民主主義の原則
を確認しながら、筋の通った意見を述べる人間をコメンテーターとしてほとんど
起用しないことだ。このテレビの現状が日本の民主主義のレベルを悪化させてい
る。今は家庭連合が「異端」狩りのターゲットになっているが、その次に標的に
される宗教団体が出て、やがて単一の価値観しか認めない独裁国家になってしま
うというのが高井氏の警告だった。

現在はまさしく自民党議員への魔女狩りあるいは当該教団への異端狩りの様相であ
る。この傾向が続いた場合には独裁国家になる可能性さえあることを、高井は警告を
込めて指摘した 21。一方で、森田（2022）は、高井に反論した紀藤の見解を「番組に
出演した紀藤正樹弁護士は 「統一教会は異端ではなくて民主主義社会の中に出来上が
った全体主義団体」 と決め付け、だから排除されるべきなのだという」と紹介した。

21　 窪田（2022）はこの度の件が「宗教排除の成功モデル」になる可能性があることを次のよ
うに述べた。「例えば、自民党と関係の深い宗教団体に対して、強い恨みを持つ男性がい
たとしよう。彼も今回の山上容疑者のように家庭を崩壊させられた過去を持つ。そんな男
性が、もし今回の事件で自民党が旧統一教会と絶縁したと聞いたら、こう思うのではない
か。「なんだよ、じゃあ俺も山上容疑者と同じことをやれば、あの教団にダメージを与え
られるってことじゃん」 おそらく、男性はこの宗教団体から支援を受けているような自民
党議員を狙う。大きな事件を起こせば起こすほど、マスコミは朝から晩まで報じてくれる
ので、もっと過激な手口で犯行に及ぶかもしれない。「そんなバカなことを考える人間は
いない」 と思うかもしれないが、海外では、無差殺人のような 「拡大自殺」 をする者たち
の多くは、衝撃的な事件を起こすことで自分の主義主張を世に知らしめているというよう
な指摘が多い。だから、アメリカでは、無差別殺傷事件が起きると、模倣犯を生まないよ
うに、犯人がどんな人柄で、どんな思想をもっていたのかを過剰に報じないようにマスコ
ミに求める 「No Notoriety（悪名を広めるな）」 という団体もあるのだ」。
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双方の見解は、真っ向から対立している 22。高井はカルトを排除する側に潜む全体主
義的な性質を指摘したが、紀藤は排除される側（つまりカルト側）のそれを指摘し
た。ここには、どちらが全体主義なのかという対立がみとめられる。
以上のように、この度の事件をきっかけに、いままで人々の目に映ることがなかっ
たカルトが実体となり、様々な種類の対立が発生することになった。

3. 定義なき言説と対立

そもそもカルト言説は定義そのものが明確ではない。さらに、カルト集団を宗教と
みなすべきではないという言説については、そもそも宗教とはなにか、という未だ定
まらない前提が立ちはだかる高い壁となっている。つまり、カルト排除の理論は、極
めて曖昧な定義と前提の上に構成されており、危うさが内在しているのである。仮
に、こうした状況でカルト排除という行為を断行したとすれば、間違いなく他の社会
問題が勃発することになろう 23。
現実のカルト問題の核は、人権と人権の対立なのである。櫻井（2002：64）はこ
の点について次のように言及した。

現代の『カルト』問題は、特定宗教や宗教の暴力的側面に関わる問題に留まら
ない。教団の特殊な勧誘 ･教化行為や宗教活動一般を社会がどのように許容する
のかという問題としても出現している。その際、『カルト』問題の核となるのは、
教団側が主張する人権（信教の自由）と、地域住民、一般市民が主張する関わり
たくないという人権の対立なのである。

カルト視される宗教団体は、信教の自由を根拠に人権を主張する。それに対し、一般
市民は、かかるカルト団体が異質であること、違法行為の蓋然性があること（あるい
は推認されること）、境界侵犯される蓋然性があることなどを根拠に、「関わりたくな
い」という人権を主張する 24。カルトと一般市民の境界線に人権と人権の対立が出現
し、カルト問題が実体化する。

22　 興味深い点は、双方が相手方を「全体主義」的であると非難していることである。
23　 当該宗教団体の現実の信者数は定かではないが、宗教情報リサーチセンターの情報を参考

にすると 50～ 60万人程度と推定できる。仮に、50～ 60万人が何らかの排除の対象にな
るとすれば、これはさらに深刻な社会問題となるであろう。

24　 実際にはこのような単純な構図ではない。
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無論、筆者には、カルト研究を排除する意思はもうとうない。また、カルトが惹起
する社会問題を軽視してもいない。むしろ、かかる曖昧な部分を明確にし、かかる排
除を前提としたカルト言説が、はたして正当であるか、あるいは不当であるかをあら
ためて検証すべきであると考えている。情緒論のみによる安易なレッテル張りをする
べきではない。カルト視される団体が仮に違法行為をおこなったとするならば、当該
団体は法により厳正かつ個別に処罰されねばならない。その判断は蓋然性や推認に基
づくのではなく、あくまでも行為の有無により構成されなければならない 25。これは
至極当然のことである。今般の銃撃事件以来、カルト問題における人権と人権、行為
論と情緒論の葛藤が実体化された。
周知のように、マスメディアの大多数の論調はカルト排除（あるいは当該宗教団体
の排除）である。かつ、現在までおこなわれてきた一連のカルト研究も、多くはカル
ト排除を前提とした知見である。現時点において、反カルトの風潮のみが先行し、排
除の方向に極端に偏りすぎているように思える。倉本（2022）の言葉を拝借すれば、
排除の論調は「狂気のレベルの熱情」にも達しているのではなかろうか。換言すれ
ば、ここには、反カルトをどのように位置づけるかという対立が存在する。
本稿で注目する一連の櫻井（あるいは Sakurai）論文は、基本的には反カルトの立

場に依り立つものである。櫻井は、カルトが引き起こしてきた社会問題を宗教社会学
の立場から明らかにし、実践研究の観点から多くの知見を提供してきた。以上を前提
に、本稿では、かかる反カルト言説に対するアンチテーゼを提示することにする。つ
まり、あらためて何が対立しているのかが明らかになれば、カルト言説が抱える課題
が実体化されると予想できる。さらに、揚棄することにより新たなジンテーゼがみい
だされる可能性がある。本稿では、まず、カルト問題に内在する課題点を再確認する
ことにする。そのうえで、幾許かの問題提起をおこなうことにする。

4. 侮蔑的意味としてのカルト

櫻井は、一連のカルト関連の論文をはじめ、新聞記事など夥しい数量の成果物を著
してきた。本節では、とりわけ、レビュー論文である櫻井（2004a）の言説を軸に紹
介する。櫻井（2004a：3）は、Melton（1986）を踏まえ、カルトに関する以下の 3
種類の用法を紹介した。

25　 本稿ではこれを「行為論」と呼ぶ。
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第一の用法は、秘教的教え、カリスマ的指導者への熱烈な崇拝、ゆるやかな信者
集団を持つ教団を示す記述的概念として宗教社会学で洗練された。第二の用法は
特定の宗派からみた規範的な用法であり、アジアやアフリカから移入された諸宗
教及び非正統的なキリスト教をさす。第三の用法は、教団や教会に批判的な元信
者、現信者の家族、脱会カウンセリングの専門家が当該教団に介入するべく、マ
インド・コントロールを行う集団と規定した。

第一の用法は、組織形態がいまだ確立していない原初形態の宗教団体などに対して使
用される。これは宗教社会学的な用法である。例えば、キリスト教は今でこそ世界的
な広がりを持つ伝統宗教であるが、原初の段階では神学や組織が確立していなかっ
た。また、当初はカリスマ的指導者としてのイエスへの熱烈な崇拝にも基づいてお
り、この時期のキリスト教はまさしくカルトである（Tabor ＆ Gallagher：1995、木
村＆渡邉：2001）。さらに、実際にイエスは社会から非難され刑死した。当時のユダ
ヤ社会において（おそらくは深刻な）社会問題を引き起こしていたであろうことは容
易に推認できる（この点は後に示す第三の用法に該当するであろう）。第二の用法は、
主流とされる宗教団体を前提に、非主流となる団体を指すものである。これは規範的
な用法である。第一および第二の用法は、いずれも価値中立的なものである。第三の
用法は、ある宗教団体に対して批判的な立場から使用されるものであり、そもそもマ
スメディアが流布した用法である。また、櫻井の定義によれば、ここでのカルトはマ
インド・コントロールをおこなう集団である。櫻井（2004a：3）は第三の用法につ
いて、以下のようにも述べた。

最後に、カルトの社会問題性を批判する第三の用法がメディアにより広範に普及
された。現在、カルトといえば一般的にはこの含意で用いられ、一部の慎重な人
が社会学的用法にも注意している。

マスメディアにより拡散された第三の用法は、現在では最も一般的な用法である。本
稿では、批判的な文脈により使用される用語としてのカルトに注目するのであるが、
これは櫻井（2004a）の第三の用法に該当する 26。当該用法は、あくまでも批判する立
場により使用され、価値中立的なものではない。むしろ当該宗教団体に対する侮蔑的
な意味を含む用法であり、学術的用語としての使用に疑問を呈する研究者もいる（例

26　 以下、本稿では、第三の用法を「カルト」と呼ぶ。
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えば、大谷：2000）。
櫻井（2004b：2）は、マスメディアにより流布され、かつ、一般社会にて使用さ

れるカルト言説について、下記のように説明した。

マスメディアをはじめ、一般社会では、不当なやり方で布教し、信者の労力や資
産を収奪する幾つかの教団を「カルト」として社会問題化してきた。

簡単にいえば、マスメディア等の概念によれば、違法行為をおこない社会問題化した
宗教団体のことをカルトと呼ぶ（石井：2014）。さらに、かかるマスメディアのカル
ト概念を援用したうえで、かかるカルトを宗教と区別する場合もある（川島：2008、
中村：2011）。以下は櫻井（2004b：2）におけるカルト言説の前提である。

本論文でも、上記の教団活動において不法行為責任を裁判で問われたか、従来、
宗教活動として認められてきた領域を大幅に逸脱している特定集団を、「カルト」
として一般の宗教から区別し、社会問題の所在を示す指標として用いようと思う

このような、カルトを一般の宗教と峻別する試みは、櫻井（2009a：175）でも述べ
られた。

カルトという概念そのものや、カルトというレッテル張りの問題性を指摘する
ことは簡単だ。しかし、問題は、なぜ特定のカテゴリーには収めずに、宗教なら
ざるもの、或いは別種のカルトというカテゴリーに収め、そこに社会が解決すべ
き問題があるという人々がいるのかということである。

つまり、実在する社会問題とそれを解決する必要性から、カルトと宗教との差別化が
試みられた。この場合のカルトの概念はラベリングのための指標として機能する。そ
の一方、櫻井（2007）では、櫻井は次のように言及した。

宗教社会学を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての宗教はオ
ウム的な暴力性を持ち合わせていると考える。だからといって、宗教の原初形態
はすべからくカルトであるといった極論を支持しない。

通念に基づけば、オウム真理教は明白なカルトである（沼田：1998）。このことにつ
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いて、櫻井（2005a：2）は次のように言及した。

オウムを「カルト」として処遇することには世界中の研究者は依存がないようで
あるが、統一教会をカルト問題の脈絡で語ることに反対の研究者が少なくない。
20 年に及ぶカルト論争を経てなお新宗教を研究し続ける人達は筋金入りの新宗
教研究者なのであろう。新宗教と暴力という問題の設定は拒絶される。

その一方で、櫻井（2007）はこの団体が宗教社会学の観点によれば宗教であると断
じた。つまり、櫻井の一連の言説に基づけば、彼による宗教とカルトの峻別の試み
は、宗教社会学の視座によるのではない。あくまでも、対象とする団体を宗教と切り
分け、かつ、マーキングすることにより、直面する社会問題の解決を効果的にはかろ
うとする意図によるものである。畢竟、仮にカルトを宗教と区別するならば、それ
は、社会問題を解決するための（つまりカルト排除運動のための）便宜上の区別であ
り、宗教社会学という学術的な視座よる区別ではない。
そもそも宗教とカルトを区別する試みは、「宗教とは何か？」という概念規定が前
提となる。このことについて、南山文化研究所（2002）は以下のように言及した。

ただ、「これは宗教か否か」という議論は、最終的には研究者も含めて当事者
が何を宗教と見なしているか、という議論にたどり着き、問題の解明はそこから
始めなくてはならない。宗教研究者が反カルトの現場に行けば、「カルトは宗教
ではない」という異議が待ち受けていて、ニューエイジの実践者のところに行っ
ても「宗教とは無関係」「宗教を超えた」という答えが返ってくる。こうした研
究は、「これは宗教か」＝「宗教とは何か」という問いがつねに待ちかまえてい
るフィールドであり、そこでは研究者みずからの宗教観の表明も余儀なくされ
る。

簡単にいえば、宗教の概念は、研究者の定義づけにより異なる。そうであるからこ
そ、宗教とカルトの切り分けは簡単ではない。
さらに、一般的にはカルトとされていない宗教団体（例えば伝統宗教）にもカルト
性が内在する場合がある 27。以下は、真宗大谷派玄照寺の住職である瓜生崇の言説を
紹介した記事である（姫野：2022）。

27　 むしろ、ほぼ全ての宗教にカルト性があるというべきであろう。
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カルトの問題は新宗教の問題だとよく勘違いされるのですが、伝統宗教でもカ
ルト的な問題はあるんです。例えばローマ・カトリックで昔から問題になってい
て今も解決していないこととして、一部の聖職者が若い男女の信徒に対して性的
な虐待を行なっています。また、日本の伝統仏教でも、『○百万円払わないと墓
じまいさせない』などということもあるわけです。要求される方はおかしいと思
っても、宗教的な権威を盾にやられると怖くてお金を払ってしまう。これって霊
感商法に極めて近い行為で、カルトがやっていることとそう変わらないんです。
カルトを語るときは、特定の教団がカルトかどうかばかりが問題にされますが、
本当の問題はそこでカルト的なことが行われているか否かなのです。

つまり、瓜生は、カルトかどうかを、あくまでも行為により判別した。また、実際
に、伝統宗教の一つであるキリスト教がカルト化した事例を川島（2013）が紹介し
た。さらに、Sakurai（2008a：36）も下記のような事例を提示した。

�e chief priest of the Hallelujah Community Church(independent religious cor-
poration) in Hamamatsu, Shizuoka Prefecture is currently being sued over alleged 
assaults on his followers (suspected of severe physical punishment, humiliation, 
and sexual harassment) (2006ワ wa)　Vol.7, Shizuoka District Court). �e case is 
pending in court. Since some evangelical churches demand that their followers be 
obedient to the absolute authority of priests, the autocratic nature of their leaders 
is conspicuous. In the case of independent churches, there is no denomination 
to take a leadership role and supervise, and a cultic nature seems to develop 
relatively easily.

ここで紹介されたハレルヤコミュニティーチャーチ浜松教会はプロテスタント系のキ
リスト教会である。暴力やセクハラにより牧師が訴えられたが、時効により、訴えは
裁判所より棄却された。原告は、被告の教会がカルトであり、被告によりマインド・
コントロールあるいは洗脳を受けていたこと、伝道・奉仕・献金を強要されていたこ
とを主張した。それに対し、被告は次のように弁明した（メディアの棚：2008）。下
線は筆者による。

当教会は、何らカルトでもなくマインドコントロールを行っていることもあり
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ません。それをゆうきの会は、今回の訴訟の中で、根拠もなく当教会を「カルト
だ」とか「マインドコントロール、もしくは、洗脳がなされている」「伝道・奉
仕・献金の強要されていた」と主張してきました。本来、一般的な教会が行なっ
ている日常的な活動をもって当教会を訴えてきたのです。
当教会は何ら異端な教会ではありません。当教会がカルトに当てはまるなら

ば、すべてのキリスト教会はカルトに該当してしまいます。最近、諸所で、ごく
普通の教会が「カルトだ」との批判を受ける事態が増えているように思われま
す。一部の人々が意図的に、このような脱会者たちの主張を背後から指導してい
るようであり、それは由々しき問題だと思います。
今回の判決はこの点につき、「マインドコントロール、もしくは洗脳を受けて

いたと認めることはできない」「（信者らの行為は）・・各人の自由な意思に委ね
られており、原告らは専ら信仰上の動機に基づいて、被告教会において、奉仕活
動、礼拝及び献金といった宗教活動を行っていたものというべきである」と、正
当に認定して頂けました。
原告側は、「マインドコントロールされていて、脱会後すぐに訴訟を起こせな

かった。」と主張していますが、裁判所では認定されませんでした。HCC28とし
ては、これが教会側にとっての勝利であることを覚えて、感謝しました。

当該牧師の主張は、当該教会が普通のキリスト教会であること、もし当該教会がカル
トであれば全てのキリスト教会がカルトと呼べること、かかる指摘が脱会者の論理に
よるものであること、脱会者の背景に指揮する存在がいる蓋然性があるということで
あった 29。また、当該教会は、当該原告らを名誉棄損により逆提訴した。当該教会は、

28　 HCCとは「ハレルヤコミュニティーチャーチ」の略称である。
29　 当該棄却について、紀藤は次のようにコメントした（紀藤：2008）。「民法の時効は、下記

の民法の条文のとおり、一般論としては、被害者が、損害及び加害者を知った時から３年
間で成立しますが、被害者が、牧師からのマインドコントロールを受けていたときには、
当然に自分がされたことが、セクハラだとか暴力だとかの被害、つまり損害だときづきま
せん。ましてや自分の受けた被害が、「違法」 な被害、損害だときづくはずがありません。
それは、先生と生徒のように、上下関係がある以上、当然のことです。ですから時効は、
マインドコントロールが解けた、あるいは損害、被害と気づいた時から進行するはずです。
この判決は、マインドコントロールの理解を欠いただけでなく、セクハラ一般への理解を
欠いた判決だと思います」。つまり、紀藤の考えは、マインド・コントロールが解けるこ
とによって被害を認識した時点から時効が進行するというものである。ただし、この論理
には、マインド・コントロールに実効性があるという前提が不可欠である。同時に、マイ
ンド・コントロールが解けるまでの期間には原告の自由意志が拘束されていたという主張
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「２ちゃんねる」にて、「当教会に 「暴力セクハラあり」 「カルトだ、マインドコント
ロールがなされている」 など「数年間にわたって書き込みが続」いたと主張した。裁
判所はこの訴えも棄却した。
本稿においては、裁判所の判断の意味や意義、あるいは当該事実関係にコメントす
るつもりはない。本稿で注目するのは、まず、当該カルト視される団体が、マイン
ド・コントロールなる手法により信者を洗脳する団体であると原告が主張するも、裁
判所はこれを認定しなかったこと、および、当該牧師の主張に基づけば、カルトとそ
うでない教会の区別が曖昧であることである。以上は、カルトと非カルトを、単純
に、二分論的に区別できるわけではない事例として位置づけられる。
以上を踏まえつつ、櫻井（2004a：15）はカルト研究について以下のような主張を
開陳した。

さらに、カルトという言葉に社会的告発や政治的問題化という実践性が既に付与
されている以上、研究者がそれらの言葉を用いて特定の宗教現象を説明しようと
すれば、当該の問題に特定の立場を表明することになる。しかも、特定教団の暴
力により身体や財産に危害を加えられ、また「信教の自由」を侵害されたと主張
する人々を目の前にして、研究者は「カルト」問題の解釈を述べるだけでは済ま
ないのではないか。

つまり、櫻井（2004a）によれば、カルトという用語を使用した時点で、研究者自身
が、該当する宗教団体に批判的な立場であることを表明することを意味する 30。同時
に、当該研究者は当該団体を排除する実践を暗黙に要請される 31。
さらに櫻井（2004a：15-16）は次のようにも述べた。

宗教研究は、反カルト運動同様に、「カルト」を実体としての教団組織、「 マイ
ンド・コントロール」を具体的な布教・教化手法として、その議論の是非を考え
てきた 32。しかし、これらの概念は実体ではない。社会的葛藤の所在を示すシン

でもあり、当該期間において原告が引き受けるべき責任を回避するための理論でもあると
いえる。

30　 これは非常に示唆に富んだ言説である。
31　 筆者にはいささか過激な発言に思える。
32　 櫻井は、一般的なマインド・コントロールの概念に加え、マインド・コントロールの是非

を「具体的な布教・教化手法」に関する議論に基づき判別している。
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ボルである。例えば、「カルト」はアーレフの信者達と世田谷区鳥山地区住民の
居住空間をめぐる葛藤の中に現れる。「マインド・コントロール」は統一教会脱
会信者と教団における入信の「自己決定権」をめぐる裁判の中で出てきた問題で
ある。無差別テロや霊感商法といった明白な犯罪行為への批判とは別に、「暴力
の蓋然性」に対する恐怖・怒りが地域住民の生活圏を侵害するものとして「カル
ト」に実体化され、人権侵害の蓋然性が特定教団において「マインド・コントロ
ール」として問題にされるのである。今後の「カルト」問題の研究は、教団や宗
教行為だけではなく、教団と社会、信者と市民に問にある葛藤、価値観や生活様
式、ふるまい方の相違に着目し、社会問題のありようを分析するべきである。

つまり、そもそもカルトは実体ではない。あくまでも社会的葛藤のシンボルである。
「明白な犯罪行為への批判とは別」に、暴力や人権侵害の蓋然性がある宗教団体に対
して住民が抱く葛藤そのものが当該集団をカルト視する理由となる。こうした社会問
題のありようが、カルト研究における分析対象であると櫻井は言及した。

Sakurai（2005：1）は次のように述べた。

Some former male members likened being the former Unification Church of 
Japan member to having tattoos, which can be interpreted as a sign of Yakuza 
ma�a member in Japan. Admitting in a public arena that he was a former Moonie 
is like exposing that stigma.

Sakurai（2005）によれば、元信者にとっては、当該教団に所属していたことがヤク
ザの入れ墨のようだという。つまり、一度ついたレッテルは二度と剥がすことができ
ない。元信者にとってはこうしたレッテルは恥ずべきものなのかもしれない。その理
由は、そもそも当該教団が一般社会から蔑視されているところにある 33。この入れ墨
のようなレッテルは、信仰を持つ信者にも同様に張られている。カルト視される教団
が社会から切り離されているので、信仰を持つ信者のキャリアは社会から断絶されて
いる。元信者の場合は、断絶したキャリアをつなぐことが容易ではない。一方、信者
が社会から断絶されることや、元信者が社会に受け入れられないことを一方的に自業
自得であると認定するのも不当であろう 34。ここにも、カルトを受容するか、それと

33　 レッテルは信者自身が貼るのではなく、社会が貼るものである。
34　 信者は社会に迷惑をかけたのであるから、社会からの断絶を当然に受忍すべきであるとい

う考え方はあまりにも短絡的である。



94 『人文×社会』第 8号

も排除し除去するかの対立が出現する。
櫻井（2004a）におけるカルト研究の目的は、カルト団体がもたらす実際の社会問
題、および、引き起こされる社会問題の蓋然性を解決するところにある。かつ、かか
るカルト排除の実践をおこなううえでの理論形成をおこなうところにある 35。あえて
極論を述べるとすれば、カルト研究とは、社会的勢力における多数派の利益を追及し
つつ、排他主義的な側面を内包した差別的概念としての反カルトに関する実践研究で
あるといえる。
こうした反カルトの視座に基づく実践研究はすでに多岐にわたりおこなわれてき
た。一方、反カルトがもたらす人権問題、あるいは、反カルトに内在するカルト性に
ついてはあまり注目されてこなかった。

5. 反カルトに内在するカルト性

前節では、櫻井（2004a）の知見に基づき、カルト言説がいかに使用されるかを示
した。これを筆者なりに、以下の①～③としてまとめてみた。

①  カルトとは、あくまでも当該宗教団体を批判する立場によって使用されるも
のであり、価値中立的な概念であるとはいえない 36。

②  カルトという用語を使用した時点で、その研究者は当該宗教団体を排除する
実践が暗黙に要請される 37。

③  カルトは実体ではなく、あくまでも社会的葛藤のシンボルである。「明白な犯
罪行為への批判とは別」に、暴力・人権侵害の蓋然性がある場合、当該宗教
団体はカルトと認定される 38。

ここで、特徴①の観点について、櫻井（2004a）の以前の論文である櫻井（1997）を
みてみたい。現在頻用されるカルト言説は、価値中立的な概念とはいえない。この点
について櫻井（1997：114）は次のように述べた。

35　 その場合、社会問題を引き起こす蓋然性のみで当該団体を排除する行為の正当性を議論し
明確にする必要があるといえる。さもなくば、人権侵害の蓋然性が生じるといえよう。

36　 本稿ではこれを「特徴①」と呼ぶ。
37　 本稿ではこれを「特徴②」と呼ぶ。
38　 本稿ではこれを「特徴③」と呼ぶ。
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この議論の発祥の地であるアメリカで猖獗を極めていると言われる数千のカル
トと呼ばれる反社会的・非社会的集団は、1970年代頃頻出したが、1980年代に
入って勢力を落とし、それに対してエバンジェリカル等のファンダメンタルと呼
ばれる保守的既成宗教が急速に勢力を拡大してきた。この間、現代宗教研究の焦
点は、既成宗教の世俗化をモデルとした宗教の世俗化論・近代化論から、新宗教
運動論へ、そしてファンダメンタル、エスノ・ナショナリズム等の復古主義的、
排他的イデオロギーに移ってきた。破壊的宗教集団としてのカルト批判、カルト
による信者のリクルート、コントロール戦術としてのマインド・コントロール批
判は 1970年代後半から 80年代にかけて一通りの議論を尽くされている。
そこで得られた結論は、カルトは宗教社会学的な教団類型というよりも、信者
の奪回・脱会を支援する弁護士、ケースワーカー、元信者、信者の親族からなる
アンチ・カルト集団によってターゲットとされた集団への総称的蔑称であり、ラ
ベリングと見なされた。また、マインド・コントロールという社会心理学的操作
の理論は、特殊カルト的行動支配に限定されないコミュニケーション過程に一般
的な心理操作技術であり、この操作自体を問題にするのであれば、消費社会にお
けるコマーシャリズム批判に行き着かざるを得ない。

つまり、カルトとは、あくまでもカルト視される宗教団体を批判するための用語であ
り、該当する宗教団体への「総称的蔑称」である。櫻井（2007）は、「要するに、カ
ルト概念は社会問題を惹起する宗教というレッテルはりである」とも述べた。また、
カルトにおける社会心理学的な操作の技術がマインド・コントロールであり、櫻井に
よれば、この操作自体は、延いてはコマーシャリズムにたどり着く。
続いて特徴②についてである。そもそも特徴①で示したように、カルトという用語
は当該宗教団体への批判の意味が内包された蔑称である。櫻井の主張によれば、かか
るカルトという用語を使用するからには、研究者自身が「信者の奪回・脱会を支援す
る弁護士、ケースワーカー、元信者、信者の親族からなるアンチ・カルト集団」と
同一の立場にあることを表明することに暗黙の同意をしたことになる 39。このことは、
見方によれば、用語使用に制約をかけることを意味する。だが実際は、研究者が「特
定の立場を表明」（つまり、自身が反カルトであり、カルトは排除すべきであるとい
う立場を表明）せずに使用することを妨げる理由などは当然に存在しない 40。

39　 暗黙の同意とは、自らがカルトと対立しこれを排除する立場にあることへの同意である。
かかる同意は、同時に実践への同意でもある。

40　 無論、カルトを否定する立場の研究者はこの用語を、カルト否定の観点からこの用語を使
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最後に特徴③についてである。カルトというのはあくまでもシンボルであるとい
う。櫻井は、「明白な犯罪行為」の存在と、暴力・人権問題の蓋然性とを、まずは切
り分けたうえで、カルト概念を当てはめた。この切り分けは、日本にカルトという用
語が移入された背景と、それ以降のカルトをとりまく事情の変転と深いかかわりがあ
る。日本においては、事実上、オウム真理教による刑事事件をきっかけにカルトの
概念が移入された。オウム真理教は明らかに、「明白な犯罪行為」を（しかも非常に
重大な犯罪行為を組織的に）おこなった宗教団体である。以下は櫻井（2009a：174-
175）の言説である。

さて、カルト論争を含めたカルト概念が日本に導入されたのは、日本ではオウ
ム真理教による地下鉄サリン事件以降である。もちろん、統一教会による霊感商
法や正体を隠した伝道方法を批判する人々は、洗脳、マインドコントロールとい
った概念を同団体に適用していたし、カルト概念によって批判された新宗教は他
にもあった。しかしながら、無差別テロを実行したオウム真理教信者達の裁判に
おいて、教団の心理的強制力が抗いがたいものであったのか否かが争われた時
に、批判団体や社会心理学の研究者、マスメディアはマインドコントロール概念
を用いたのである。

櫻井（2009a）に基づけば、当初カルトという用語は、「明白な犯罪行為」、つまりは
実際に重大な違法行為を組織的に犯した宗教団体に対して使用されていた。本稿で
は、かかる宗教団体に対して使用したカルト概念を「概念①」と呼ぶことにする。
続いて、直接に「明白な犯罪行為」を犯したわけではないが、当該宗教団体の教理
に深くかかわる教団あるいは関連すると思われる個人に対するカルト視の問題であ
る。この点について櫻井（2005b：1-2）は以下のように述べた。

2001 年から 2005 年までの間に、この問題を突きつけられた地域社会や教育機
関が、「カルト」との共存はご免と、居住反対運動や大学入学不許可という対応
をとった。行政は当初、地域における「公共の福祉」という名目で彼等の住民票
を受理しなかった。90 年代後半の「カルト」批判の高まりや、教団を監視する
ために新法まで作った社会的雰囲気の中では、住民の不安を治めるために仕方の

用することができる。また、カルト視されている宗教団体を弁護する立場の研究者は、そ
の立場からこの用語を使用する。
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ないやり方だったのかもしれない。しかし、アーレフ信者や関係者の訴えによ
り、裁判所は、地域社会と大学に法の遵守を求めた。つまり、居住の自由、就学
の権利といった日本国民が等しく享受できる基本的人権は、「カルト」視される
信者にも適当されるということが再度確認されたのである。アーレフ関係者の裁
判を積極的に支援した人権擁護団体の人々がおり、この時期、評論家やマスメデ
ィア関係者がモラル・パニックを戒め、「カルト」排除の論理を「公共性」に反
する感情論として批判していった。「オウム・バッシング」で明け暮れた 90 年
代末に飽きた言論人や一般の人々も、「カルト」の信者も普通の人達であるとい
う見解を持つようになっている。現時点において、なお地域や大学でアーレフ信
者や関係者の受け入れ反対を主張してきた人々は、頑なな人達と見なされ、社会
的に孤立する様相すら呈している

つまり、オウム真理教は解散したが、それを継承した（とされる）アーレフ 41へのカ
ルト視がこれに相当する。アーレフは、「明白な犯罪行為」を組織的に犯したオウム
真理教そのものではない 42。だが、オウム真理教の現実的な後継団体である 43。かつ当
該教団の教理が継承された蓋然性が極めて高い 44。これらの点から、暴力・人権侵害

41　 当該団体の名称は、「アレフ」、「アーレフ」、「Aleph」と変遷している。本稿では櫻井
（2009a）の表記を使用し「アーレフ」と呼ぶことにする。

42　 警察庁（2009）は「オウム真理教（以下 「教団」 という。）は、平成 19年 5月、麻原彰晃
こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する主流派（「宗教団体アーレフ」）と、松本の影響
力の払拭を装う上祐史浩代表を支持する上祐派（「ひかりの輪」）に内部分裂しました。主
流派は、20年 5月、綱領、規約、活動規定の改正等を行い、名称を 「宗教団体アーレフ」
から 「Aleph（アレフ）」 に改めるとともに、組織の刷新を図りました。松本については、
「観想の対象」、「霊的存在」 という 12年以降の位置付けに変更はないのの〔原文ママ〕、
松本が提唱した 「救済」 の 3つの柱を団体の活動の内容とし、綱領を改めた 「宗教理念」
に明記する一方で、松本の写真や教材の使用を制限するとしていた規定を削除しました。
また、拠点施設では、松本の写真が掲示されていたり、松本が唱えるマントラを流してい
たりしたほか、松本の脳波を信者の脳に流す装置とされる PSI（通称ヘッドギア）を信者
が装着して修行を行っていました。」と述べた。

43　 Aleph広報部（2001）には、「Alephにおいて麻原開祖はどのような存在ですか？」と
いう質問に対する回答として、「Alephの前身であるオウム真理教の教団創始者であり、
Alephの宗教上の 「開祖」 です」と書いてある。つまりアーレフは麻原の宗教的言説に基
づいて編成された。

44　 アーレフは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分を受け
ており、かつ、宗教法人として認証されていない。
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の蓋然性を類推し 45、かかるアーレフおよび信者への住民・地域社会によるカルト視
がおこなわれた 46。ここで注意すべき点は、かかる暴力・人権侵害の蓋然性の評価は、
あくまでも住民・地域社会によるもの（周囲による評価）である点である 47。当該ア
ーレフおよび信者をカルト視したことに起因する、行政による住民票の不受理などの
行為は、人権擁護の観点から裁判所により否定された。本稿では、かかる実際の犯罪
行為と切り分けられた、暴力・人権侵害の蓋然性に基づくカルト概念を「概念②」と
呼ぶ。「概念②」に基づいて地域住民が当該団体に抱く反カルト感情そのものを否定
することはできない。
地域住民がアーレフに抱く拒否感情と、地域ではない一般の人たちやいわゆる知識
人と呼ばれるような人たちが抱く感情に食い違いがあることを Sakurai（2008b）は
指摘した。そのうえで、Sakurai（2008b：248-249）は以下のように言及した。

Can we simply dismiss the way those countries express their anger or frustration 
over Japanese attitudes? Can we repeatedly insist that re�ection on Japanʼs actions 
60 long years ago is an unreasonable interference or political strategy? Can we 
erase the invasion by Japanese soldiers from the memories of war victims in Asia? 
We perpetrated certain things in the war that deserve current criticism, and Japan 
cannot escape that responsibility. Legally it is possible, but on a moral level it is 
not. As long as we are Japanese, we all have to share the burden of Japanʼs history. 
If that is so, we have no choice but to listen to other countriesʼ criticisms about 
the remnants of state Shintoism, which became a breeding ground for militarism, 
as manifested in history textbooks with a strong nationalistic tinge and a 
political climate reminiscent of the National Mobilization Law. �e international 
community will not accept the brazen attitude of Japan demanding proof.

Just as the passage of time and legal details do not morally exonerate Japan from 

45　 Aleph広報部（2001）は、現教義は犯罪を肯定するものではなく、すでにオウム真理教の
教義と切り分けられていると主張している。

46　 櫻井（2007）は「宗教社会学を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての
宗教はオウム的な暴力性を持ち合わせていると考える」と述べた。この言葉に基づけば、
全ての宗教には暴力の蓋然性があることになる。

47　 Aleph広報部（2001）は「Alephでは、事件・犯罪を否定する姿勢を明確に示し、地域社
会で平穏に生活していくためのルールを遵守するとともに、地域住民との関わりと日々の
仏道修行の実践を通じて近隣の不安感を解消し、社会の信頼が得られるよう努めています」
と述べ、地域住民の感情への配慮について言及している。
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its past actions, so too do current Aleph members bear some responsibility for 
the heinous crimes their group perpetrated. And just as Japan is morally bound 
to listen respectfully to the criticisms of those whom it once victimized, so too 
do current Aleph members and their supporters have an obligation to respect the 
fears of those for whom the memories of Aumʼs attacks are still vivid.

つまり、第二次世界大戦時、日本が侵略した韓国などのアジア諸国に対し、たとえ法
的な決着がついたとしても、道徳的レベルにおいては日本人である限り歴史を背負っ
ていかねばならない。侵略された国々には、日本の行為の記憶が残っている。同様
に、現在のアーレフの信者は当時のオウム真理教と同一ではないが、継承の蓋然性の
高さゆえに、人々の恐怖心を重く受け止める義務があるというのである。一方、こう
した情緒があることを踏まえつつも、現実的には、かかる情緒に基づいた人権侵害行
為があった場合、これについては法的に処罰される可能性がある 。アーレフ信者で
あることにより被る差別視を安易に自業自得という言葉で片づけることはできない。
概念②を踏まえ、カルト視する側の態度および行為がむしろ問題される場合がある
ことが示唆された。櫻井（2005b：2）は以下のように述べた。

後半の「カルト」問題とは、犯罪や病理を除去されたはずの教団に忌避感情を
示す一般市民の態度に、メディアの言論人や人権尊重を求める団体が提起した信
教の自由や人権問題である。本稿で取り上げる事例が、脱会カウンセリングに対
する教団と宗教ジャーナリスト側からの批判である。脱会カウンセリングとは、
特定教団に入信した信者はマインド・コントロールされているために信者であり
続けるとみなし、家族とカウンセラーが積極的に信者当人の信仰問題に介入する
ことでマインド・コントロールを解き、教団から脱会させようという特殊なカウ
ンセリングである。当然のことながら、教団にとってこのような介入は信教の自
由を侵害する重大な違法行為であると認識される 48。また、脱会カウンセリング
の技法をめぐって、宗教ジャーナリストは信者の身体を意に反して拘束し、棄教
を迫ることは重大な人権侵害であると主張する。ここには一般の人達も人権論的

48　 なかには信者が 12 年 5カ月に渡り不法監禁された事例がある（全国 拉致監禁・強制改宗
被害者の会：2010）。本件について、世界日報編集局（2015）は「成人男性を拉致監禁し
たとして総額 2200万円の損害賠償の支払いを命じられた親族と職業的改宗活動家、牧師
の上告審判決で、最高裁第 3小法廷（大橋正春裁判長）は 9月 29日、牧師らの上告を棄
却した」と記している。
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見地や日本社会の閉鎖性を問題にするという地点から論議に加わってきている。

社会通念から逸脱した行為が、反カルト側によってカルトに対しておこなわれた事例
が出現した。例えば、家族およびカウンセラーと称する人物による、当該宗教団体の
信者に対する拘束等をともなう棄教強要が実施された。これは違法行為 49の可能性が
極めて大きい 50。つまり、カルト視する側の行為がむしろ非難されるという状況が生
じた（室生：2015、大野：2010）のである。さらに、反カルト団体（カルト視する
側の団体）がむしろカルト化する、という逆転現象ともいえる現象さえも指摘された
（米本：2008）。こうした、反カルトのカルト化現象に本稿は注目している。

Sakurai（2008b）が指摘した情緒については決して軽視すべきものではない。だ
が、実際に、当該宗教団体による明白な違法行為と切り分けられた組織・個人に対し
ての、暴力・人権侵害の蓋然性のみを根拠としたカルト視は、不当なレッテル張りで
ある。かかるレッテル張りは差別感情に基づく 51。さらに、こうしたカルト視が先鋭
化し過激になった場合、例えば拘束などをともなう棄教強要行為 52のような、深刻な

49　 本稿では刑事罰がともなう法律違反行為のことを「違法行為」と呼ぶ。
50　 前川（2016）は「例えば破壊的カルト集団のいわゆるマインド・コントロールからの

離脱の場合はどうであろうか｡  マインド・コントロールといわれる programmingが
当人の ｢内面｣ ＝ ｢心理｣ への強力な介入であるのと同様､ そこから離脱させる過程 
deprogramming、exitcounselingもまた､ 当人の ｢内面｣ ＝ ｢心理｣ への強力な介入であ
ること自体は否定できない」と言及したうえで、「deprogrammingは本人の意思に反する
物理的強制を伴うことから､ アメリカやイギリスでは違法行為とみなされ､ 現在ではより
穏やかな exitcounselingが主流となっている」と述べた。さらに、かかる deprogramming
と exitcounselingの境界線が明確であるとはいえない。

51　 イントロヴィニエ（2022b）は「日本では、オウム真理教という新宗教の指導者と数人の
メンバーが 1995年に東京の地下鉄で行った致命的なサリンガス攻撃を含む恐ろしい暴力
行為を犯した。この特定の事件が、他の国におけるよりもメディアの 「カルト」 に対する
一層敵対的な風潮を作り出した。これはある意味で理解できるが、メディアは一般化とス
テレオタイプ化が確実にヘイトクライムを生み出すことを常に考慮すべきである」と述べ、
オウム真理教事件により作り出されたステレオタイプ化したカルト像がヘイトクライムを
生み出す危険性を指摘した。

52　 太田＆三笘（2012）は、信者の棄教を目的とした精神科病院への強制的入院による監禁
がおこなわれたことを以下のように主張した。「一連の反統一教会キャンペーンの背後で、
教会員の信仰破壊を目的として精神科病院に強制入院させるという著しい人権侵害が横行
していたのである。国会における統一教会攻撃の急先鋒に立った社会党の横山衆議院議員
は 「宗教の行動、思想は触れないにしても、それに伴って違法、不当、脱税、人権蹂躙等、
法律に触れる、社会常識に余りにも触れることは看過できません」（77年 4月 6日の衆院
法務委員会）と高らかに宣言していたが、統一教会員に対して行われた人権蹂躙について
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人権侵害をもたらす蓋然性さえ生じる（室生：2015、室生：2017、大野：2010、世
界日報編集局：2015、世界平和統一家庭連合 総務局：2022）。
さらに、反カルトによる当該宗教団体の信者への拘束などをともなう棄教強要行為
が組織的かつ計画的におこなわれていたことについて、世界平和統一家庭連合 総務
局（2022）は、田口（1994）をもとに、次のように主張した。

拉致監禁事件を主導してきた人物の一人である故・田口民也氏は、1994年 9
月 20日、『統一協会 救出とリハビリテーション』という編著書を出版しました。
家庭連合に対する反対派は、長年、「拉致監禁の事実などない。自分たちはそ

のような事件に全く関与していない」と言い張ってきましたが、この書籍を見れ
ば、それがいかに事実と異なる主張かが分かります。

田口（1994）では、例えば、「統一協会からの救出・具体的方法」という章があり、
「救出のフロー」と名づけられたフローチャートが紹介された。この「救出のフロー」
には、例えば「救出前の準備」として「保護・隔離するための適当な住居を借りる」
という項目があり、さらに細目として「中から出口に錠をかける」、「窓という窓には
すべて内側から危険防止、逃亡防止の目張りをする」、「その他に脱出口はないか、本
人が閉じこもりそうな場所はないか、すべてチェックする」、「什器・備品の準備をす
る」、「食料を備蓄する」と説明が書かれている。さらに、「説得者」については、「説
得者が元信者であると、最も威力を発揮する。しかもクリスチャンだとさらに強力で
ある」と書かれている。こうした記載から理解できるように、田口（1994）は、信
者への拘束などをともなう棄教強要行為の方法論を掲載した。かかる方法論の記載
は、当該拘束などをともなう棄教強要行為が組織的かつ計画的なものであることを示
唆している。
さらに、世界基督教統一神霊協会（1993）には、日本基督教団水戸中央教会の横
溝洋三牧師が、棄教強要を目的とする拘束行為を電話で指示した記録が掲載されてい
る。当該資料によれば、日本基督教団愛知県小牧教会の森哲牧師、三重県桑名教会の
平良夏芽牧師も関連しており、このことは、牧師たちが組織的に連絡を取り合い、拘
束行為がおこなわれている現場に赴いていたことを示している。なお、上述の横溝牧
師が 1992年の時点でカルト視される団体に対する「救出活動」をおこなっていたこ

は黙殺していたことになる。」、「実際、国会で一連の統一教会バッシングが行われた 77年
以降、精神科病院を舞台とした拉致監禁・強制棄教事件が急増していく。常軌を逸したバ
ッシングが、深刻な人権蹂躙を誘発させる結果となったのである。」。
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とについてはキリスト新聞社（1992）に記されている。
野口（2002：94）は反カルト運動について次のように述べた。なお、下線は筆者

によるものである。

以上のような宗教団体による違法活動や反社会的とされる事件が多発するに伴
い、それに危機意識を持った一部の学者、弁護士、キリスト教系の団体などが、
社会的な摩擦を生じさせているいわゆる新興宗教団体に対して、積極的に関わる
ようになった。その手段としては、訴訟の提起、マスメディアや学会、政府機関
等への情報提供、ガイドラインの作成（例：日弁連の 1999年３月 26日意見書
「反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針」）、著作物出版に
よる一般社会への啓蒙活動、さらには、被害を受けたとする人々の相談に応じた
り、カウンセリングをすることなどが挙げられる。
しかし、かようないわゆる反カルトムーヴメントにおいては、ややもすると、

知識不足と偏見に基づいて誤った情報提供や宣伝が行なわれ、それを無批判に受
け入れた人々の中に、ヒステリックで不寛容な感情を助長させ、ひいては人権侵
害を惹起する恐れがある。反社会的な活動をしているとされる宗教団体への対応
は、客観的に正確でかつ十分な情報に基づき、公正な偏りのない分析・判断を行
なうことがまず大切であるし、また、適切な方法・手段による合法的な活動にと
どまらなければならない。その点に失敗して、極端な人権侵害に発展したのが、
強制説得・脱会という事例なのである。

つまり野口（2002）は、反カルト運動の偏見ある言説が民衆のヒステリックかつ不
寛容な感情を助長させ、これが人権侵害を惹起する背景となる。さらには実際の人権
侵害行為までも現れていると指摘した。さらに、野口（2002）は、「脱会請負人 53」な
る人物の存在や、かかる行為そのものが「犯罪にも相当する違法行為と判断せざるを
得ないものが少なくない」ことを述べ、日本による脱会強制の判例として「鳥取監禁
損害賠償等請求事件（鳥取地裁平成 12 年８月 31 日判決）」54、「監禁損害賠償請求事件

53　 あるいは「改宗請負人」。
54　 本件の原告は世界基督教統一神霊協会（現・世界平和統一家庭連合）の信者であり、被告

は原告の父母および宗教法人キリスト教神戸真教会の牧師である。「原告に対しその信仰
する宗教を捨てさせる目的で違法に逮捕監禁等を行ったとして、被告らに対し、慰謝料等
の損害賠償及び上記強要行為等の差し止めを求めた事案」（野口：2002）である。
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（神戸地裁平成 13 年３月 30 日判決）」55を例示した。
小島（2008：258-259）は、カルト問題に対する信教の自由の制限には困難がとも

なうことについて次のように述べた。

宗教の反社会的行為の取締に際して、殺人・強姦に代表される明白な刑法事案
の既遂の対応はそう困難ではない。むろん、当該新宗教教団が閉鎖性や信者の精
神的支配を強度に有する場合には、そもそも事件の認知が困難になることはあろ
うし、捜査に対し「信教自由に対する弾圧」という抗弁がなされる可能性もあろ
うが、もしひとたび官憲によって事件が認知されれば、他の社会集団や個人と同
様の対応がなされるであろう。しかし、国家による「反社会的」宗教の取締問題
は、「反社会性」を有する教団が、「反社会的」行為を反復継続する潜在的可能性
に対する事前の予防・再発防止、すなわち個々の信者による既遂の逸脱行為への
対応を超えた、事前抑制的団体規制の問題が浮上せざるを得ないため、問題は困
難な要素を孕まざるを得ない。つまり、いかなる宗教を法的・行政的警戒・取締
の対策とする「反社会的」宗教と見做すのか、その定義の困難性と、予防の手段
としての団体規制のあり方という難問である。

信教の自由が宗教団体における聖域のようにみなす人がいるかもしれない。しかしな
がら、違法行為を犯した宗教団体については、たとえ当該団体が宗教団体であり信教
の自由を主張したとしても、現実的には反社会的行為として、刑法により個別に取
り締まることができる。一方、反社会的行為の潜在的可能性により、当該宗教団体
を「反社会的」宗教とみなしてこれを規制すること（事前抑制的団体規制）は困難で
ある。小島（2008：263-264）はさらに「反社会的」宗教の定義づけの困難さについ
ても、現代フランスおよび戦前の日本の事例研究の知見に基づき、次のように総括し

55　 本件の背景を野口（2002）は次のように述べた。「本件は、プロテスタント系キリスト教
の一派（バプテスト派）である 「西舞子バプテスト教会」 のいわゆる協力牧師（被告）が、
平成７年（1995年）７月７日以降 17日間に亘り、1児（平成２年 11月生まれの男児）の
母（当時 41歳）であった 「エホバの証人」 信者の原告に対し、強制的に棄教を迫った事
件である。なお、原告は、正確には、いまだエホバの証人の正式な信者ではない 「聖書研
究生」 であった（元来自分自身の家族と同じくカトリック教徒であり、平成４年３月から
エホバの証人と聖書の研究を開始した婦人である）。原告の夫は共産党の思想に近い考え
方をしていたが、原告とその夫は趣味や仕事が共通の友人として交際を深め、昭和 54年
７月 17日に婚姻している」。なお、ここでの「エホバの証人」とは、「ものみの塔聖書冊
子協会」の略称である。
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た。

信教の自由の限界および、宗教集団の反社会的行為を契機とした国家と宗教の関
係性について、両事例が少なからず共通する困難に逢着していたことを明らかに
した。近代以降の社会における信教自由の制限に胚胎する普遍的困難性を摘示す
ることができた。

概念①の場合は、実際に違法行為を犯した団体、あるいは、当該団体における違
法行為を犯した当事者へのカルト視である。違法行為がみとめられる場合、当該団
体および当事者は刑法により個別に処罰されることになる。一方で、当該団体およ
び当事者に対して抱く感情を根拠とした私的制裁行為は明らかに不当である（板山：
2015）。概念②の場合も、かかる感情論に基づく私的制裁が不当であることにかわり
はない。あくまでも制裁は法に基づくべきである。いずれにせよ、カルト視と強制棄
教行為は切り分けられる問題ではない。かつ、カルトへの私的制裁と強制棄教行為は
深く関連する。私的制裁や強制棄教行為は、カルトへの偏見と差別感情に基づく信念
により容易に正当化されるのである。そもそも、カルトという言葉には蔑称としての
意味が込められている。概念①であれ②であれ、カルトが蔑称であることについては
何らかわりがない。
櫻井（2005b）および魚谷（2016）はアメリカにおける強制棄教終焉の経緯を紹介
した。少し長い引用になるが参考になるのでここに記載することにする。以下は櫻井
（2005b：4）である。

脱会カウンセリング（exit-counseling）という言葉は、「カルト」問題に巻き
込まれた人以外には殆ど知られていないだろう。臨床心理や精神底学の専門家で
知っている人も少ないと思われる。これは心理療法の技法ではない。「カルト」
視される教団に所属している信者に家族が働きかけて脱会を促す際に、「カルト」
問題の専門家がカウンセラーとして関わり、信者の脱会を支援する方法である。
脱会カウンセラーという職種や資格はないし、臨床心理の専門家が関わることも
日本では少ない。

1970、80年代のアメリカでは、「カルト」から子供や配偶者を奪い返そうとい
う親達が、ディプログラマー（deprogrammer）と呼ばれる人達に家族の奪回を
依頼した。子供達の家出や学業放棄・家族遺棄といった突然の変貌は，「カルト」
による洗脳の結果（「カルト」からプログラミングされたと考える）であり、「カ
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ルト」をやめさせるにはディプログラムすることが必要だと考えられたのであ
る。具体的なやり方は、信者を教団から連れ出したり、路上で拉致したりして、
モーテルや自宅等に一定期間閉じこめて、教団に関わる批判的情報を教えて信者
に脱会を促すというのが一般的であった。ディプログラマーの出自は、宗教関係
者や元「カルト」信者から、棄教させることを高額の成功報酬で請け負うビジネ
スライクな人達まで様々であり、統一されたやり方があるわけではなかった。
しかし、抵抗する信者に対しても強引に説得するというやり方は「強制改宗」

と呼ばれ、宗教団体や宗教研究者から信仰の自由を奪う行為として厳しく批判
された。また、信者がディプログラマーを人権侵害で提訴し、勝訴する事件が
相次いだ。 1996年、カルト・ウォッチング組織であった CAN（Cult Awareness 
Network）は、キリスト教ペンタコステ派の信者ジェイソン・スコットを脱会
させるためにディプログラマー（著名なリック・ロス 56（http://www.rickross.
com/）57他）と協働したとされ、懲罰的賠賞金として 200万ドルを科せられ、解
散した。ちなみに、同団体の名称、及び「カルト」関連資料は、賠償金支払いの
負債を肩代わりするという条件でサイエントロジーの手に渡り、反カルト運動を
研究する者の利用に供されることになったのである。

アメリカにおいても、信者への拘束などをともなう棄教強要行為がおこなわれてき
た。櫻井が述べたように、信者がディプログラマーを人権侵害で提訴し、信者側が勝
訴する事例が相次いだ。
上述のジェイソン・スコットの事件については、魚谷（2016）は、Dan Fe�erman
の論文「�e Rise and Fall of “Deprogramming” in the United States」58を翻訳し紹介し
た。以下はその一部である。

ディプログラミングはすでに衰退しつつあったが、ジェイソン・スコット事件
は、米国におけるディプログラミング運動の終焉を決定的なものにし、強制棄教
業者と積極的に策謀してきた「カルト警戒網 59」を破綻させた。１９９１年にジ
ェイソン・スコットが失敗に終わったディプログラミングの標的になったとき、
彼は１８歳で国際ペンテコステ教会連合の関連団体であるライフ・タバナクル

56　 例えば、Ross（1994）、Ross（2014）を参照。
57　 このリンクは現在機能していない。
58　 邦訳題名は「米国におけるディプログラミングの始まりと終焉」。
59　 CAN（Cult Awareness Network）のことである。
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（生命の幕屋）教会の教会員だった。
ワシントン州西部地区の米連邦地方裁判所の陪審は、スコット対ロスの６日間
にわたる裁判の後、ディプログラマーであるリック・ロスとそのチームによる原
告ジェイソン・スコットの拉致は、スコットの公民権を侵害し、犯罪的過失であ
ると判断した。陪審は、スコットへの補償的損害賠償として８７５０００ドル、
懲罰的損害賠償として４００万ドルの支払いを評決した。陪審は、過失責任の
１０パーセントと懲罰的損害賠償のうち１００万ドルの支払い義務を、以前は市
民自由財団という名称で法人化されていた反カルト団体である「カルト警戒網」
（CAN）に割り当てた。これは、CANがロスと共謀してスコットの公民権を剥
奪したという根拠に基づくものだった。
カルト警戒網は、CANが陰謀と過失に対して法的責任を負うと判断した陪審
の評決に関して、第 9巡回区の米連邦高等裁判所に上訴した。連邦高裁は、「証
拠は、リック・ロスを含むディプログラマーに人々を紹介するのが CANのやり
方であり、ロスは強制的ディプログラミングを行ってきたことで知られていたこ
とを示している」と述べた。法廷は、CANの会長がロスに紹介を行ったことを
重要視した。法廷は、陪審がそれを信じる場合、CANの会員が日常的に、ロス
を含むディプログラマーに人々を紹介し、ロスが強制的ディプログラミングを実
施し、CANはロスが強制的ディプログラミングを実施していたことを知ってい
たことを立証する十分な証拠を見出した。法廷はまた、CANが強制的ディプロ
グラミングを禁止する公式な方針を持っていたけれども、そのことは CANのや
り方に関する証拠を弱めるものでもなく、また CANに対する代償的責任を課す
ることを妨げるものでもないと判決した。高裁判決の後、CANは破産申請した。

このように、当該ジェイソン・スコット事件により、アメリカにおけるカルト信者
への強制的なディプログラミング運動が事実上の終焉に至る（Freedom Magazine 
Sta�：2019、Lewis：2009、Shupe：2009）。しかしながら、以上は、カルト視自体が
終焉したことを意味していない。

6. 宗教的倫理と非宗教的倫理のコンフリクト

櫻井（2009a：166-167）は、宗教と倫理の対立について、次のように述べた。

倫理は集団構成員全てに課す規範や責務となるが、宗教は個人の信念としてのみ
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保護尊重される。個別と普遍、世俗対峙性と世俗親和性こそ、現代日本で了解さ
れた宗教と倫理の関係といってよい。

つまり、倫理は普遍的であり、宗教は個別的である。双方の価値観が一致する場合は
そこに対立関係は生じることはないが、もし不一致があれば容易に対立の蓋然性が表
出する。一方、こうした対立における社会的拘束力は、価値的優位性によるのではな
く、ひとえに社会的勢力の優位性による（櫻井：2009a）。ここで、カルト概念がは
たして宗教概念に包括されるか否かという点が問題となる。
前節までに、カルト言説がそもそも総称的蔑称であり差別が内在する概念であるこ
と、現実的な違法行為がある宗教団体であるならばまだしも、違法行為とは切り分け
られた宗教団体に対する、暴力・人権侵害の蓋然性のみを根拠としたカルト視は、明
らかに不当であり、かかる侵害行為などが行き過ぎた情緒論に起因する可能性がある
こと、さらには、かかるカルト視が私的制裁を誘引する可能性があることを述べた。
その一方で、現代の社会においてカルト問題が依然として現実に存在し、むしろ社会
問題化していることは周知である。
前述のように、そもそもカルトが宗教であるか否かについては、櫻井自身も、双方
を切り分けることができないことを示した 60。これを踏まえ、櫻井（2009a）は、宗教
とカルトを分かつ分断線を以下の 3点にまとめた 61。

①  信仰や宗教観の確立に際して、信徒個人を生かすことを組織の機能充足に優
先させるか 62。

②  信徒自身の信仰と生活に対する充足感や、教団の社会的活動への評価が得ら
れているか 63。

③ 信徒に対する境界侵犯がなされていないかどうか 64。

さらに、評価③については、「肉体的な境界侵犯」、「精神的な境界侵犯」、「物質的な
境界侵犯」の細目が設けられている。

60　 櫻井（2006b）は「違法行為と判決が下されるまでには至ってないが、カルトの組織的特
性に内在する問題もあり、それは宗教組織に通底する問題をも含み込んでいる」と述べた。

61　 したがって、ここでの切り分けはあくまでも便宜上のものであるといえる。
62　 本稿ではこれを「評価①」と呼ぶ。
63　 本稿ではこれを「評価②」と呼ぶ。
64　 本稿ではこれを「評価③」と呼ぶ。
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櫻井（2009a）が提示した評価①～③は、宗教とカルトとを峻別する目的で規定さ
れた特徴なのである。ところが、このような特徴は何も宗教の分野に限定されるもの
ではない。つまり（世俗的な）企業などの宗教以外の集団において、当該集団が倫理
的に健全であるか否かを判別する指標としても機能する一般的なものであるといえ
る。具体例を挙げてみよう。例えば、当該評価基準を企業について当てはめてみる。
すると、評価①は、「＜企業人＞としての確立に際して、＜従業員＞個人を生かすこ
とを組織の機能充足に優先させるか」と読み替えることができる。こうした点は評価
②、③についても同様であり、それぞれ「＜従業員＞自身の＜企業＞生活に対する充
足感や、＜企業＞の社会的活動への評価が得られているか」、「＜従業員＞に対する境
界侵犯がなされていないかどうか」と読み替えが可能である 65。以上は、かかる評価
①～③は、宗教分野に限定的に該当するものではなく、むしろ一般の集団における倫
理評価の基準である。換言すれば、評価①～③は、むしろ一般の集団における倫理的
評価基準 66を宗教団体に援用したものとみなすことができるのである。たとえ宗教団
体であったとしても、一般の社会生活をおこなうからには、非宗教的倫理が組織の
健全性を推し量る尺度となることはいうまでもない。だが一方では、宗教団体では、
当該宗教団体独自の、宗教的信念に由来する倫理が存在する 67（例えば、大西：2001、
加藤：2012、橋本：2016）。
非宗教的倫理と宗教的倫理とは必ずしも一致するわけではない（深井：2001）。む
しろ双方のコンフリクトが表出する場面はしばしばみとめられる。具体例を挙げれ
ば、輸血問題は非宗教的倫理において抵触することはない。しかし、ものみの塔聖書
冊子協会では宗教的倫理において抵触する蓋然性が高い。嗜好品の摂取については、
非宗教的倫理では抵触しないが、末日聖徒イエス・キリスト教会では抵触する。こう
した双方の倫理的対立は、まずは個人の価値判断のレベルで存在する。さらに、個人
と社会との間にも存在する。こうした対立が先鋭化した場合に、社会問題として実体
化するのである。さらに社会問題として実体化した場合、かかる現象は、宗教的信念
に基づく奇行として社会から評価される蓋然性があり、容易にレッテル張りがおこな
われるであろうし、延いては差別感情を誘発する蓋然性も生じる。
だが、こうした倫理的対立に基づく社会的感情は、極めて相対的である。つまり、
社会の構成要員の多数が末日聖徒イエス・キリスト教会の信者であり、信者以外が少
数であるとすれば、嗜好品の非摂取が特殊な行為とはみなされず、むしろ当然の倫

65　 評価③の細目である三種の境界侵犯についても、宗教団体に限定されるものではない。
66　 本稿では一般の団体における倫理を「非宗教的倫理」と呼ぶことにする。
67　 本稿では宗教団体独自の倫理を「宗教的倫理」と呼ぶことにする。
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理基準となり、当該社会の宗教的倫理と非宗教的倫理が一致することになるのであ
る 68。こうした点について、櫻井（2009a）の言説では、社会的勢力の優位性という表
現で指摘した。
つまり櫻井が提示した評価①～③は、あくまでも非宗教的倫理の指標に過ぎない。
したがって、これを宗教団体に適用した場合には、必然的にコンフリクトが内在する
のである。かかる内在するコンフリクトは、先鋭化された場面で実体化し社会問題と
なる。さらに、かかるコンフリクトの実体化が頻繁あるいは極端な宗教団体に対して
（当該団体の社会的勢力が劣るため）カルトという蔑称を与える一因となる。一般的
に、宗教団体により、当該団体と社会との対立の度合いは一様ではない。また、同一
の宗教団体（カルトも含む）でも、萌芽期では対立が先鋭化する傾向がある。ところ
が時が経つにつれて鈍化し、次第に世俗に埋没あるいは馴化することになる（櫻井：
1990、ルックマン：1989）。
仮に、法規を超越する可能性がある宗教的倫理が存在した場合、当該宗教団体は教
説に基づく違法行為をおこなう蓋然性が生じる。櫻井（2007）の言説「宗教社会学
を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての宗教はオウム的な暴力性
を持ち合わせていると考える」を引用すれば、全ての宗教は違法行為をおこなう潜在
的な蓋然性があるといえる。例えば、橋迫（2012）や新免（2016）らも、宗教に内
在する暴力の蓋然性を言及した。しかし、一方では、通常の宗教団体では、仮に、法
規を超越する可能性がある宗教的倫理が存在していたとしても、非宗教的倫理が歯止
めになるため、基本的には違法行為に至ることはない。さらに、たとえ教理を実践す
ることによる違法行為の蓋然性がみとめられる宗教団体であったとしても、当然に、
実際の違法行為が社会的に容認されることはない。仮に、かかる行為があった場合に
は、刑事罰により粛々と個別に処断される。つまり、行為論が適用される。以上を鑑
みた場合、櫻井（2009a）が示した評価①～③による「宗教とカルトを分かつ分断線」
については再検討を要するといえる。
以上は、カルト問題を理解するうえでは、非宗教的倫理に基づく論理のみに立脚す
るのではなく、宗教的倫理に基づく論理にも注目し、双方のコンフリクトの様態を注
視することが必要であることを示している 69。

68　 ものみの塔聖書冊子協会の宗教的倫理では輸血が禁止されている。この場合、生命にかか
わる問題が生じる可能性があるため、末日聖徒イエス・キリスト教会における嗜好品の場
合ほど単純ではない。

69　 理論的にはそうであるが、宗教ごとに宗教的倫理が異なるので簡単なことではない。
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7. 小括

本稿では、主に櫻井（2004a）の知見に基づき、カルト言説の特徴および概念につ
いて整理した。カルトという用語は、もともとは価値中立的なものである（あった）
が、日本においては、かつてのオウム真理教の一連の事件以降、主にマスコミで使用
されたカルト言説は、価値中立的なものではない。明らかに差別を前提としたもので
ある。かかる差別的な用法は、本来は学術的議論に馴染むことはない。その一方で、
こうした差別的意味が含まれるとの認識を前提に、学術的議論において使用されてき
た（いる）現実もある。
ある団体に違法行為があれば、その団体は法的に適正な処罰が個別におこなわれ
る。無論、これは宗教団体に限定されない。同時に、当該団体に所属する個人に違法
行為があった場合には、その個人についても適切に法的な処罰がなされる。一方、違
法行為の蓋然性のみで団体および個人が処罰されるべきではないことは明らかであ
る。仮にかかる蓋然性を根拠に、かかる団体あるいは個人が糾弾されるとすれば、当
然に、こうした糾弾は不当である。また、かかる団体あるいは個人に悪意あるラベリ
ングがおこなわれたとすれば、当該人権に対する不当な侵害行為となる可能性が生じ
るのはいうまでもない。実際に、カルト視される宗教団体からの脱会強制による苛烈
な人権侵害（例えば、全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会：2010、米本：2004）に
発展した事例さえもある 70。つまり、反カルトがむしろカルト化するという問題であ
る。
違法行為の蓋然性が高いと思われる団体あるいは個人に対して、一種の警戒心が誘
発されることは、情緒論によれば無理からぬことである。かかる警戒心が昂じて差別
感情が芽生えることもあるだろう。それが住民にとって馴染まない生活様式または行

70　 野口（2002）は「宗教団体からの脱会強制」に関して、「脱会強制の行為は法的に許され
ないことはもちろん、社会的に見ても問題の多いところである」とのべたうえで、かかる
問題点を 3点に絞ってまとめている。かかる 3点とは、①「強制脱会活動のいわば錦の御
旗として使われている 「相手の宗教団体はカルトだ」 という宣伝の危険性」、②「信者に
対しての違法なパターナリズム」、③「信者のトラウマと脱会信者の 「憎悪の固定」 とい
う悪影響」である。併せて、野口（2002）は、「価値中立的とはいえない 「カルト」 とい
う用語の使用は、人々の正当な思考や判断を停止させる、ラベリング（labeling）の危険
性がある。自分の嫌いな宗教あるいは自分が反社会的と思う宗教を危険な団体 「カルト」
だ、とレッテルを貼ってしまうのは独善的ではないだろうか。それは中世に生じた魔女狩
りのようなものであり、寛容とはほど遠い排他的な社会をもたらす恐れがあろう。信者や
宗教団体の信教の自由を侵害する危険なアプローチであると言わなければならない」とも
述べている。
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動様式をもつ団体であればなおさらである。こうした情緒は、当該団体とのかかわり
そのものを拒絶し、延いては差別感情や人権侵害を引き起こす可能性さえある（牛
渡：2013）。一方、カルト視される団体は、社会から糾弾される視線に常にさらされ
ており、被差別感情が渦巻くことになる。このように、カルト視される側とカルト視
する側の間には、常に鋭い感情的な緊張と葛藤がある 71。
つまり、それぞれの立場において、生活領域が侵害される蓋然性があるのであり、
不当な侵害を警戒する先鋭化された対立がある。以上を踏まえつつも、モラル・パ
ニックにより違法行為あるいは不当行為を犯すことについては決して同意すること
ができない。こうした行為は、日本が法治国家である限り退けるべきである。以前
に比べると、ハラスメント行為および対策などに対する議論は深まっている（永冨：
2015）。例えばセクシャル・ハラスメントについて、小島（2014）は「従来の裁判法
理では対応し切れないものであったが、セクハラ訴訟を通じて事実認定、加害行為の
違法性判断、使用者責任をめぐって今日セクハラ法理を形成するに至っている」と述
べた。一方、カルトと人権の問題については議論の余地が未だ残っているのではなか
ろうか。簡単にいえば、カルトの定義が恣意的であるため、カルト視（あるいはカル
ト認定）にはカルト視（あるいはカルト認定）された団体への人権侵害の蓋然性が併
存する。こうした議論は今後さらに深めていくべきである。特に、信仰を持った宗教
二世の人権に関する議論が進められるべきではなかろうか。宗教二世はすでに洗脳さ
れておりカルト教団の意見がそのごとく反映しているに過ぎない、というテンプレー
ト化した発言に終始してはならない。
増田（1996）は、教団 72へのカルト視を批判する立場から、カルトとマインド・コ

ントロール理論が対になる概念であり、かかる用語の使用が恣意的であること、循環
論法によって構成された理論であること 73、カルトと対をなすマインド・コントロー
ル理論に科学的実証性がないことなどを根拠に、当該教団がカルト視されることへの
反論をした 74。なお、当該教団がかかわる訴訟において、マインド・コントロールな

71　 こうした葛藤はいわゆるカルトとの関係のみで生じるわけではない。実は、異文化どうし
の接触において生じるありきたりな現象でもある。

72　 ここでは世界平和統一家庭連合（いわゆる統一教会）である。
73　 カルトとマインド・コントロールの関係が循環論法によって構成されていることについて

は魚谷（2012）も指摘している。
74　 マインド・コントロール言説については櫻井（1996）が検証した。櫻井（1996）は「マイ

ンド・コントロールの一般的定義は、㊀破壊的カルト教団による信者の利用、㊁社会心理
学的技術の応用、㊂他律的行動支配、の三つの部分から構成されている。㊁は宗教上の入
信行為の説明として不十分であること、㊂は社会的行為において論理的な命題を構成でき



112 『人文×社会』第 8号

る手法による入信がありえないことの証拠として、櫻井（1996）が採用された 75。
カルトを宗教と峻別すべきであるという言説もある。ところが、現時点では、カル
トと宗教の境界線は極めて曖昧である。かつ、そもそも峻別の前提となる宗教の概念
そのものが研究者によって異なる場合がある（例えば、高山：2018、小松：2019）。
さらに、村上ら（2019）は次のように述べた。

学術用語としての宗教の定義は学者の数だけあるといわれ、統一した見解がある
わけではない。宗教法人法第 2条は、・既に宗教団体があって・信者の数がそれ
なりにいて・礼拝施設があるという 3要件を持って宗教法人と定義している 76。

ないこと、㊀こそマインド・コントロールの核心であったが、これは価値中立的な認識で
はないこと、信教の自由という問題に抵触すること、結局の所、人間の宗教的行為、宗教
集団の多面性を理解する上で力がないことを明らかにした」と述べている。つまり、マイ
ンド・コントロールは価値中立的な概念ではない。かつ、心理学・精神医学における公認
された分析概念ではない（櫻井：1996）。

75　 かかる証拠採用について、櫻井（2003：64-65）は次のように述べた。なお、下線は筆者
による。「証言において、あろうことか、筆者の 「マインド・コントロール論」 批判の論
文も引用されたが、趣旨を取り違えていたように思われた。つまり、筆者は 「マインド・
コントロール論」 による入信の説明は、宗教社会学の議論からは認めることができないと
年来主張してきたが、「マインド・コントロール」 という社会的告発に相当する宗教集団
がひきおこした社会問題が存在していることは認めてきたし、そのような教団を批判する
場合の方法に関して 「カルト」 「マインド・コントロール」 論に代わる批判の論点を持つ
べきであるという議論を展開してきたつもりであった」。ここで、まず櫻井（2003）は、
マインド・コントロール論に基づく入信機序が宗教社会学の観点からはみとめられないこ
とを述べている。そのうえで、かかる「社会的告発に相当する」行為をみとめている。こ
のことは、あくまでも行為をみとめているのであり、マインド・コントロールと行為との
因果関係が確定的であるということではない。かつ、当該教団への批判については、筆者
の知る限り、「「カルト」 「マインド・コントロール」 論に代わる批判の論点」が未だ提示
されていないようである。櫻井（2003）は、櫻井（1996）がカルト側を擁護する目的で使
用されたことが不服であるようだが、当時の知見として鑑みれば、かかる被告側による証
拠採用は当を得ているように筆者には思える。櫻井（2003）は「秘匿、欺罔ということ自
体が、「マインド・コントロール」 の要素であり、「マインド・コントロール」 という言葉
を用いないがその主張を殆ど汲んだ判決を考えられなくもない。しかし、それらの違法な
布教勧誘の結果、元信者が入信を決心し、教団活動を継続していたのであるという判断は
保留してある。そこまで踏み込んだ事実認定をするのであれば、まさに 「マインド・コン
トロール論」 による入信行為の説明を法廷が公に認めるということになる。その点は慎重
に避けられた」とも述べた。つまり、マインド・コントロールによる入信を法廷はみとめ
ていない。

76　 文化庁文化部宗務課（2010）は、宗教団体の要件を、以下のように示している。①教義を
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以上は、現時点においては、カルトと宗教の峻別が事実上不可能であり、仮に峻別し
た場合、そこには恣意性が介入する蓋然性が極めて高いことを示唆している。
宗教における倫理を評価する尺度として、櫻井（2009a）は、評価①～③を提示し
た。ところが、櫻井による評価基準は、非宗教的倫理に基づいたものである。宗教
も、社会的な位置づけがあるからには、当然に、非宗教的倫理の適用対象であること
はいうまでもない。仮に、ある宗教の倫理評価をおこなうのであれば、非宗教的倫理
のみではなく宗教団体特有の宗教的倫理をも評価対象とすべきであるといえる。宗教
的倫理と非宗教的倫理は一致する場合もあるが、時に激しく対立する。先鋭化した対
立は社会現象として実体化するのである。

8. 対立の諸相①：＜カルト言説＞

櫻井が顧問を務める日本脱カルト協会は「破壊的カルトの諸問題、カルトに関わる
個人および家族へのカウンセリング経験についての交流およびカルト予防策や社会復
帰策等の研究をおこない、その成果を発展・普及させる」団体であり、「心理学者、
聖職者、臨床心理士、弁護士、精神科医、宗教社会学者、カウンセラー、ジャーナリ
スト、そして 「議論ある団体」 の元メンバーや家族等により構成されて」いる（日本
脱カルト協会：2015a）。代表理事は、マインド・コントロールを研究する西田公昭
である（西田：1995）77。簡単にいえば、当該団体はカルトを非難し、かつ、排除する
立場である。この団体のウェブページには、カルト団体の説明が示されている。以下
はその内容である（日本脱カルト協会：2015b）。

Ｑ１　カルトとはどういう団体なのですか？
カルトは人権侵害の組織です。組織に依存させて活動させるために、個人の自由
を極端に制限します。つまり、全体主義的集団です。そして、①各メンバーの私
生活を剥奪して、②集団活動に埋没させる。そして、③メンバーからの批判はも
ちろんのこと外部からの批判も封鎖し、④組織やリーダへの絶対服従を強いると
いった特徴がみられますが、これらの特徴は表面的には隠されていますので、集
団の外部から見ても区別がつかないことがふつうです。カルトは、こうした人権

ひろめる、②儀式行事を行う、③信者を教化育成、④礼拝の施設を備える。
77　 櫻井（1996）は、西田のマインド・コントロール言説について否定的な見解を述べている。
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侵害の正体を隠すためにマインド・コントロールを用いることが多いです 78。

つまり、カルトとは、人権侵害の団体であり、かつ、全体主義的集団であるという。
筆者としては、人権侵害が社会的問題であることに全く異議がない。まず、当該協会
におけるカルト概念には、宗教という枠組みがない 79。かかるカルト概念を宗教に限
定しない点は、筆者も同意する。続いて、実際に、全体主義的な集団による法規を逸
脱した行為をおこなう団体は、社会的に受け入れることはできまい 80。ただし、これ
はあくまでも行為により判断されるべきであり、決して蓋然性や推認に基づくべきで
はない。さらに、組織論に限定すれば、宗教団体には多少なりとも全体主義的な傾向
を内在する蓋然性がある（Gentile & Mallett：2000、Gearon：2008）。この点のみを
切り取れば、宗教団体は全体主義的集団であるので処断されねばならない、という論
理が構成される 81。無論、これは不当な処断である。さらに、ここにも、カルトがマ
インド・コントロールを使用する、という言説が述べられている 82。
カルト団体がマインド・コントロールを使用するという反カルト側の主張の問題点

78　 カルトが人権侵害の正体を隠すための手法として、しばしばマインド・コントロール理論
が使用されるという。この資料は学術的な使用を目的としたものではないので止むを得な
いが、かかる手法がどのような機序によるのかの裏付け説明が求められよう。

79　 カルト研究の射程は宗教に限定されない。例えば、米本（2008）が指摘した反カルト団体
のカルト化の文脈では、カルト概念を宗教の枠組を超越して使用している。つまり、かか
る反カルト団体は、一部はキリスト教と深く関連するものの、信仰に基づく集団とはいえ
ない。さらに、石村＆田里（2017）では、カルト概念を野球部に援用している。当該研究
の目的は、「野球部を一つの文化としてとらえ、体罰を受容する構造がどのように生成さ
れるのかを明らかにすること」である。つまり、組織構造と体罰（＝違法行為）の蓋然性
に関する報告である。研究目的としては違法行為が生じる組織的課題を解明することであ
り、意義あるものであるといえよう。一方で、現時点で定義が明らかではないカルト概念
と対比することにどれほどの意味があるかという疑問が残る。なお、この論文では、国末
（2016）が提示した、新聞記事に掲載されたカルト宗教集団の共通点①「絶対的なカリス
マ指導者の存在」、②「殺害を正当化する意識」、③「訓練や礼拝に時間を奪われ、正常な
思考力が失われる状態」などを援用し、当該論文におけるカルト宗教文化の定義としてい
る。つまり、このカルト言説はマスメディアに依拠するものである。

80　 全体主義に内在する違法行為の蓋然性についても、実際の違法行為と切り分けるべきであ
る。加えて、カルト集団が全体主義的傾向にあるとはいえようが、この点については、組
織論としてさらに詳細に検証すべきであろう。

81　 筆者には、いわゆる宗教団体の組織は、「統制・独裁型」マネジメントによる組織（津崎：
2016）にも近いように思える。

82　 上述のように、マインド・コントロールの概念は、価値中立的であるとはいえず、いまだ
承認を得られた分析概念ではない（櫻井：1996）。
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について、櫻井（1996：91-92）は次のように言及した。引用文中の下線は筆者によ
るものである。

反カルト運動家や職業的ディプログラマー（脱洗脳家）が自己の行為を説明する
ためにマインド・コントロール論を用いるのは当然であろう。しかしながら、こ
の構図上に立脚した宗教解釈には二つの問題点が残る。第一は信教の自由の問題
である。思想・信条の内容を問わず、少数者の信仰であっても社会が守るという
のがその含意であると筆者は理解している。社会がなしうるのは、そのような信
仰によって行われた行為が他者の権利を侵害する限りにおいて、公共性の立場か
ら法的制裁を加えることだけである。信仰の内容は裁けない。家族の説得に応じ
ない強度のマインド・コントロールを受けた若者を連れ戻し、一定期間集中的に
正統的宗教や社会の公認された価値を再プログラムするのが、ディプログラムで
あり、これは独立した人格への侵害、信教の自由への介入の可能性がある。第二
に、カルト―マインド・コントロール論では、オウム真理教事件が投げかけた宗
教組織の暴力性の問題を解けないと考える。筆舌に尽くしがたい反社会的な行為
を正気で自発的にやった人間がいたという事実を冷徹に認めたい。教祖のカリス
マと接点を持つことで自己の救済、結果的にカリスマへの服従を受け入れた人た
ちが信者であり、教祖のカリスマが維持・強化されるような組織形成に参与した
のである。それでは、なぜ彼等が教祖のカリスマを受け入れるようになったの
か、その入信過程の分析、及び、教祖崇拝に進んだ教団運営の戦略が次に答える
べき問題になる。前者については、信者の事例分析を待つしかない。後者は、島
薗が宗教教団は信者の自立的信仰・行動を促進する形で体制と対峙する傾向と、
逆に信者の自由を抑制する形での権威主義に傾く傾向を合わせ持つことを指摘し
ている。このような方向で、カルト―マインド・コントロール論で扱えなかった
暴力性の問題を、カリスマ論から展開できる可能性があることだけ指摘しておき
たい。

以上のように、櫻井（1996）は、マインド・コントロール言説を前提に構成された
行為説明には信教の自由にかかわる問題があること、カルト団体の暴力性について説
明できないことを述べた。なお、かかる暴力性についてはカリスマ論により説明でき
る蓋然性をも指摘した。暴力性は現実の暴力行為として実体化されるが、理論的に
は、暴力行為以外の違法行為として実体化する可能性も当然にあるといえる。かかる
説に基づけば、カルト団体の違法行為はカリスマ論（例えば、沼田：1984）によっ
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て説明できる可能性があるということになろう。つまり、カルトの違法行為は、信者
がマインド・コントロールをされておこなうのではなく 83、カリスマ論で説明できる
可能性があるということである 84。さらに、櫻井（1996）は、マインド・コントロー
ルという行為自体が、「現代社会の一般的な行為と論理的に異ならない」ものであり、
「「カルト宗教への強いられた入信」 を説明するために作られた」、つまり恣意的な言
説であることを述べた 85。
カルト言説は、現時点では極めて恣意的に使用されている。筆者としては、こう
した悪意あるラベリングを結果的に助長する蓋然性がある 86時点で、かかる用語が学
術用語としては不適切であると判断している。櫻井（2005c）はカルト研究において
「客観的・価値中立的研究は実証的に難しい」と述べている 87。さらに、芳賀（2007）
によれば、櫻井＆渡邉（2002）はカルトについて、「「カルト」 問題という文脈の中
で語られることで実体化される現象であり、本質的定義も実体的定義も意味をなさな
い」と述べた。また、芳賀（2007：213）は、櫻井（2006c）の言説を根拠に、櫻井
の考え方を以下のように説明した。

彼は、入信から離脱に至る体験を脱会者から聞き取る中で、これらの概念は、宗
教現象の説明理論としては不備が多いものの、現代社会が標榜する「信教の自

83　 櫻井は、ここではマインド・コントロールとカルトの違法行為の関連性を否定している。
84　 カリスマ論と違法行為の関連の蓋然性については他の機会に述べるつもりである。
85　 イアン・リーダーは、国境なき人権（2011）で、以下のように、オウム真理教信者の入信

がマインド・コントロールによらないことを主張した。「洗脳とかマインド・コントロー
ルといった主張には経験科学的な根拠はない（調査によればオウム信者は自発的に入信し、
マインド・コントロールによらず、自ら積極的に活動に関与した）。だが、オウム事件の
余波で世間の風潮は次の二通りの展開を見せた。第一に、いかなる宗教団体であれ（特に
家族や社会の慣習を拒否し、一つの教条に全面的な忠誠を求める宗教団体には）、それに
関わることは 「危険な」 ことと見られるようになった。こうした見方はオウム以前にも存
在したが、オウム以後は一層強くなった。第二に、そうした宗教団体に加入する人は心理
操作を受けているに 「違いない」 と見られるようになった。この見方は証拠に基づくとい
うよりは憶測に基づいているのだが、説得力があり、日本に激烈な反カルト運動を広めて、
「カルト」（この単語は、日本では社会的規範から逸脱し既成宗教から離れた運動を広く指
し示す）に関わった人々を 「救出」 すべきと考えられるようになった。」。

86　 排除の立場からすれば、カルトはラベリングのための用語である。
87　 米本（2008）は、こうした櫻井の研究手法について、次のように批判的に述べている。「こ

れを 「外堀からの調査」 だとわざわざネーミングを付けているが、なんのことはない。反
統一教会陣営の情報のみに依拠する、価値中立的なアカデミズムの世界からは足を洗い、
これからは反統一教会陣営の中で生きる――と宣言をしているようなものだ」。
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由」を利用し活動する宗教集団の非人間的要素を告発することばとしては大きな
意義があると考えた。そして、この告発することばとしての社会的効用を研究の
対象とすべきであると確信するようになったという。

芳賀（2007）によれば、櫻井のカルト言説は、当該団体の「非人間的要素」88を「告発
する」立場によるものであり、かかる社会的効用を当該研究の対象としている。簡単
にいえば、櫻井のカルト研究はカルトを告発するためのものである 89。
櫻井（2009a：181）は、カルト言説がとりまく現実を踏まえつつ、次のように述
べた。

評価という言葉を持ち出すと必ず評価の難しさがまずもって論議され、次いで
宗教を評価するというようなことが可能か、あってよいのかということになる。
そして、学術的にはカルト概念は使用が難しいということで使えないという無難
な決着の付け方がなされてしまう。しかし、それでは現代社会におけるカルト批
判に宗教研究者が誠実に応答していることにはならない。カルトと宗教の間にあ
る連続面を捉える視点を提示し、次いで、カルトを宗教から分けるものが何であ
るのかを明らかにしてこそ、カルト問題を解明する学術的な貢献になる。

つまり、宗教に対する評価が困難であること、カルト概念が学術的使用に馴染まない
ことは、櫻井（2009a）も理論的にみとめるところである。また、それによりもたら
される結論は、カルトという用語が使えないという「無難な決着」であるという。一
方、櫻井（2009a）にとり、かかる「無難な決着」が「誠実」な応答ではないという。
つまり、「無難な決着」に終わるのではなく、むしろ馴染まないことを前提にしつつ
も使用すべきであるというのが櫻井の主張である。ここで、「誠実」の概念は道徳あ
るいは倫理に属するものである。道徳や倫理も、宗教の定義づけに劣らず、定義づけ
が極めて困難な概念である。筆者としては、かかる結論がたとえ「無難な決着」であ

88　 櫻井の文脈によれば、「非人間的要素」とは、社会や個人に害悪をもたらす要素であり、
実際の違法行為と違法行為の蓋然性が混在した様態を指すと推測できる。かかる要素はま
さしくカルトの漠然とした社会的イメージであり、実体ではない。かつ、未だ定義づけが
できない（あるいは、これから定義づけすべき）カルトという蔑称によって差別されるべ
き存在なのである。

89　 仮に、カルト告発に不当な点があるとすれば、かかる不当な点を提起し告発する研究も当
然に正当化される。
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ろうとも、あるいは、たとえ「誠実」ではないと非難されようとも、かかる用語が学
術的に馴染むとはいえない。したがい、使用すべきではないと考えている。さらに、
かかる用語によるレッテル張りではなく、当該団体の行為を法律に基づき判断するべ
きである。いかなる場合も内心の自由は保障される。つまり内心には干渉できない。
一方、行為については、法に基づいて理非を明らかにすることができるのだ。現時点
では行為論を適用することが最も合理的な決着である 90。

9. 対立の諸相②：＜大学におけるカルト啓蒙＞

大学におけるカルトとのかかわりも、時に社会問題を惹起する。大学を「カルトの
草刈り場」と位置づけ、大学の入学時におけるオリエンテーションの際に、カルトに
ついての「啓発的講演や教職員 FD91」をおこなう事例がある（櫻井：2014）92。その場
合、単なる情緒論に終始するのではなく、少なくとも、カルトには差別的意味を含む
こと、そもそも定義が曖昧であること、カルト視される側の人権にも配慮することな
ども併せて指導する必要があるといえる。単にカルト排除を目的とする指導には、差
別感情を誘発・助長する蓋然性が常に内在するのである。さらに、もしかしたら新入
生に当該カルト視される団体に所属する宗教二世がいるかもしれない 93。一般論とし
て、宗教二世は親の宗教（あるいはカルト）の少なからぬ影響下にある 94。その場合、

90　 櫻井としては、現実的に目の前にある社会問題に誠実に対応すべきであるという観点から、
カルトをラベリングし、排除すべきであるという論を展開しているようだ。筆者も社会問
題に対応することに異存はないが、ラベリングし一方的に排除することには慎重な立場で
ある。

91　 FDとは「faculty development」のことである。
92　 世界平和統一家庭連合（2011）は、大学におけるカルト対策が不当であることを主張した。
93　 宗教二世はそもそも本人の意思で当該宗教団体に出会ったのではない。当該宗教団体に批

判的な宗教二世もいれば、自分の意思で親の信仰を継承した信仰二世もいる。ところが現
時点では、マスメディア等においては、批判的な宗教二世の言説のみが注目されており
（例えば、真鍋：2022）、信仰を継承した宗教二世の言説（カルト視される団体ではないが、
キリスト教の事例として、青木：2021）にはあまり注目されていない。批判的言説のみを
取り上げ、そうでない言説を取り上げないのは不当である。

94　 カルト視される宗教団体の二世問題について、反カルトの立場から「カルト 「二世」 問題
に対する声明」（日本脱カルト協会：2015c）が提示された。かかる声明のなかに「世界的
にも、カルト問題を考える時には 「Born and Raised」（そこで生まれ育ったメンバーのこ
と）が大きなテーマの一つになっており、特にデリケートな対応が必要な問題とされてい
ます」と書かれている。宗教二世に対して慎重な対応を要することについては筆者も同意
する。
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宗教二世ではない学生とは異なる対処を要するであろう。さもなければ、精神的にな
んらかのダメージを与える可能性がある。さらに、こうした啓発行為が学生相互間に
おける差別感情を誘発・助長するかもしれない。仮に、このような観点が欠落した場
合、むしろ、指導がもたらす負の側面を鑑み、啓発的講演等の実施を控える選択肢も
検討するべきではなかろうか。無闇に対立の先鋭化を扇動する必要はない。カルト問
題の危険性についての啓蒙は実施されたとしても、かかる啓蒙の危険性は啓蒙される
ことがない。
櫻井（2009b）は、「大学におけるカルト問題」と題する櫻井の講演を記した。そ
のなかで、「カルト問題は 「信教の自由」 の問題ではない」というサブタイトル 95が
ある。以下はその内容である。なお、引用文中の下線は筆者が付したものである。

教職員への対応について、もう 1つよくありがちな問題についてお話します。
大学の中で話すといつも混同されるのですが、「カルトと言っても宗教ではない
か。どんな宗教であっても信仰の自由は認められるべきだ」と、信仰の価値に教
えの内容は関係ないと、非常に形式論的に言われる先生がいます。ですから、カ
ルト対策について説明すると、「信教の自由に対する差別ではないか」「宗教的マ
イノリティに対して抑圧するのか」などとよく言われます。皆さんもこうした経
験をされていることと思います。
これに対して私は「信教の自由の問題とカルト問題は切れています。関係あり

ません」と言っています。なぜなら、最初に信教の自由を侵害して、正体を隠し
た勧誘をする団体があるからです。まず、ここが問題なのです。学生から教育を
受ける機会を奪っておいて、大学は見過ごすことができるのか。あるいは、大学
の教員の立場、地位を利用して学生に特定の信念を教えることがあってよいの
か。ここがカルト問題の本質であって、宗教の問題とは切れています。この点を
話して理解してもらおうと考えています。

以上の言説は、教職員を対象としたものである。まず、説明を受けた教職員たちの疑
問点は、カルトを制限することが信教の自由に対する侵害ではないか、というもので
ある 96。それに対し、櫻井は、そのような考えが単なる形式論的なものに過ぎず、信

95　 カルトと宗教がはたして切り分けられるのかについては、すでに本稿で議論した。筆者の
主張は、双方の切り分けはあくまでも便宜的なものであり、カルトおよび宗教の概念が曖
昧である以上、明確な切り分けは不可能であるというものである。

96　 宗教とカルトに明確な区別がない以上、こうした疑念は当然に生じる。
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仰の自由とカルト問題が切り分けられているという見解を開陳した。その根拠につい
ては次のように示すことができる。

①  そもそも「正体隠し」による勧誘行為が違法である。かかる不正な手段によ
り信仰へと導くことは不当である。したがって、このような団体の掲げる信
教の自由はすでに切り分けられている。

②  大学であるからには学生に教育の機会を提供するべきであり、かかる機会は
不当な手段により奪われるべきではない。

③  大学教員の立場を利用して特異な信念を学生に植え付けるべきではない 97。

ここで、②と③については高等教育をおこなう大学側の機能としての当然の責務であ
るといえる。かつ、カルト以外にも当てはまるものである。一方、①は、カルト問題
特有のものであり、櫻井が示した根拠の核心であり、かつ、①が前提となり②と③が
構成されている。
それでは具体的に①をみてみる。確かに、「正体隠し」による勧誘は違法行為の可
能性がある（郷路：2020）。しかしながら、はたして「正体隠し」98 にカルト性の全て

97　 例えば、高乗（2022）を参照。
98　 確かに「正体隠し」による勧誘行為の実施は、カルト視される団体がおこなった行為の一

つかもしれないが、カルト言説の本質とはいえない。仮にかかる行為がなくなれば、当該
団体は、「「正体隠し」 による勧誘行為」から切り分けられる。その場合、はたして、かか
る行為の蓋然性によるカルト視は継続するのであろうか。辻田（2018）は「オウムが勢力
を拡大した時代、紙媒体はきわめて大きな影響力をもっていた。1995年 6月に行われた
オウム内部のアンケートでは、オウム入信の理由は 「本を読んで納得して」（46.6％）がも
っとも多かったという（弓山達也「オウム真理教における説法の変遷」『情報時代のオウ
ム真理教』）。このことを裏付けるように、オウムが刊行した書籍や雑誌はじつに多種多様
だった。」つまり明確なカルトであるオウム真理教は「正体隠し」による勧誘により勢力
を伸ばしたのではなく、オウム真理教が出版する書籍等による。以上は、「正体隠し」に
よる勧誘がカルトの本質とはいえないことを示している。さらに、櫻井はマインド・コン
トロールと「正体隠し」による勧誘に強い因果関係をみとめている。これに対し、上述の
ように、オウム真理教の勢力拡大と「正体隠し」による勧誘に因果関係がみとめられない
以上、かかる因果関係に基づく櫻井のマインド・コントロール言説には再考すべき点があ
るのではなかろうか。ちなみに、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、2022年 9月 16日に
「旧統一教会の解散請求等を求める声明」を発表した。そこには「旧統一協会の最大の問
題点は、その伝道活動において、勧誘主体が宗教団体であることや当該活動の目的が宗教
勧誘であること、入信後の宗教的実践活動を一切秘匿することによって、当初からそれら
が明らかにされれば絶対に入信することのない者であっても信者にしてしまう、これによ
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が集約されているといえるのであろうか 99。かかる論理に立脚すれば、従来カルト視
されている団体が、仮に正体を隠さずに勧誘行為をおこなった場合、これは正当な布
教行為となり、それこそ信教の自由とカルト問題は切り分けられなくなる 100。以上は、

り被勧誘者の信教の自由や自己決定権を侵害する、という点にある。もちろん、全財産を
投げ出すような献金をさせたり、ほぼ無報酬で苛酷な労働に従事させたり、その被害者に
正体を隠した伝道活動をさせて新たな被害者を生み出させたりすることも重大な問題であ
るが、そもそもそうした活動を行う信者が生み出されるのは、上記のいわゆる 「正体隠し
伝道」 がなされるからである。当連絡会は、この最大の問題点、そしてそれにより発生す
る様々な問題を解決するための種々の方策について、関係各所に対し、この機を逃さずに
実施されるよう、以下のとおり求める」（全国霊感商法対策弁護士連絡会：2022）と書か
れている。つまり、かかる主張においても、当該宗教団体の「最大の問題点」が「正体隠
し伝道」であるということである。

99　 久保内（2020）は次のように述べた。なお、引用文中の下線は筆者によるものである。「カ
ルト対策という観点からは、学校には、①カルトの信者である学生と②カルトの信者では
ない学生がいることになります。学校としてはカルト対策の主眼を、信者でない学生をカ
ルトからいかに守るか、という点に置くべきです。特に、カルト信者の学生が、信者でな
い学生に対して正体を隠した勧誘を行わないか、という点に最も注意を払う必要がありま
す。もっとも、カルトの信者である学生も、学校の学生であることに変わりありません。
その動向に注意を払う必要がありますが、カルト信者であるということだけをもって、特
別な対応をすべきではありません。正体を隠した勧誘など具体的な不適切な行為を確認し
た場合に、個別に注意をしたり、保護者等に連絡するといった対応をとるにとどめるべき
でしょう」。久保内（2020）においても、櫻井（2009b）と同様、「正体隠し」による勧誘
行為が不当であることを主たる論拠と位置づけている。さらに、全国霊感商法対策弁護士
連絡会（2022）では「学校がカルト団体対策を講じることについての許容性」について次
のように述べた。下線は筆者による。「カルト団体は、学校のカルト対策について、信教
の自由の侵害であると主張する。しかし、正体を隠した勧誘行為は違法行為であり、この
ような勧誘方法は憲法で保障される信教の自由の範囲外である。正体を隠した勧誘行為を
禁止し、これを予防する措置を講じることは何らカルト団体やその信者の信教の自由を侵
害するものではない。この点、前述の佐賀大事件判決は、「統一協会やその信者が、霊感
商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や
責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告Ｙ１が特定の宗教の
教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告Ｙ１は、被告
Ｙ２大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、
学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負ってい
ると解されることなどに鑑みると、被告Ｙ１が、統一協会の教義等について、適切な表現
を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会相当性を有する行為」 であると判
断しており、学校が適切な方法でカルト団体への対策を講じることは許容される」。ここ
でも、「正体隠し」による勧誘行為である限り信教の自由の範囲外であると述べている。

100　 情報ライブミヤネ屋（2022）は、「マインドコントロールは目に見えないので、そのもの
自体が立証されない、裁判の中で認定されないとよく聞きますが？」という質問に対す
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①の根拠が現実的なものではないことを示している。
上述のように、カルト排除の言説では、カルト視される団体による「正体隠し」に
よる勧誘行為の違法性について論じられてきた。一方、反カルト団体による監禁をと
もなう強制棄教行為に紐づけされた勧誘行為の違法性の蓋然性についてはほとんど注
目されてこなかった。世界基督教統一神霊協会（1993）は次のように述べた。

反対牧師たちは「父兄に依頼されたから」、「青少年救出のために」という大義名
分をふりかざすが、結局のところ、自分たちの目的達成のために父兄をただ利用
しているにすぎないのである。表面は家庭問題や社会問題であるかのように装っ
ていても、その本質は実に巧妙で陰湿な彼らの「布教活動」なのである。
既に述べてきたように、牧師たちが従来行われてきたようないわゆる「路傍伝

道」「伝道講演会」などといった聞く者の自由意志が尊重された形での良識ある
伝道方法を通して、自らの伝えたいメッセージを語るということであれば何の問
題もない。しかし身体の自由を拘束したうえ、親子問題で心身ともに疲れ、弱っ
ているところをねらって改宗活動を行うなどということは全く許しがたい、宗教
者としてのあるまじきことである。このような形での信者獲得が「腐敗した教勢
拡大」でなくて何であろう。
昭和六十二年一月二十五日付の「クリスチャン新聞」には「荻窪栄光教会（森

山諭牧師）がここ二、三年間に急激に会員が増えた背景には、統一教会からの回
心者があげられる」と書かれている。森山諭牧師自身も改宗を迫った田中さん
（仮名、二十二歳）に、「統一教会の人は筋がいい、うちの教会もずいぶん助かっ
ている」ともらし、その教勢拡大の腐敗ぶりを暴露している。しかも牧師はその
改宗作業に、信者でもない宮村峻という明治大学時代激しい左翼運動を行ってい
た人物を起用している。宮村氏自身も「私はクリスチャンでもなければ栄光教会

る郷路征記弁護士の発言を次のように紹介した。「私はそもそもマインドコントロールと
いう言葉は使っていません。その言葉で表現するには、“統一教会”の伝道行為は、少し
外れているなと思っています。一致している部分もありますが、教団がやっていること
は、マインドコントロールの枠ではなく、信仰を植え付けてしまうことです」。つまり、
郷路は当該団体の布教方法がマインド・コントロールであるということについては否定
的であり、むしろ、信仰を植え付ける方式であると指摘した。信仰を植え付けることは、
当該団体の教理を教え浸透させることであり、まさしく宗教団体が当然におこなう行為
であるといえる。つまり、郷路が指摘した「信仰を植え付ける」布教方法のどこに違法
性があるのかが筆者には理解に苦しむ。さらに、郷路の言説は、カルトと宗教の切り分
けが事実上不可能であることを裏づけるものでもある。
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の信者でもない」と明言しているが、このような、なりふり構わぬ改宗活動に対
しては、教会内部からも批判の声が上がっている。同教会の副牧師である小豆真
人氏は「ああいうやり方（監禁して改宗させる）は森山牧師の実績となるかもし
れないが、賛成はできない。脱会して本当の信仰の道に進もうとする人は、次第
に宮村さんとは付き合わなくなっていくでしょう」と述べている。

つまり、反カルトの立場であり荻窪栄光教会の牧師である森山（森山：1988）は、
キリスト教信者ではなく左翼活動家であった宮村と協力し、カルト視される団体の信
者に対する監禁をともなう強制棄教行為をおこなってきた（世界平和統一家庭連合 
総務局：2022）。当該荻窪栄光教会の会員が急激に増加していることが、回心者（つ
まりは強制棄教行為による実績）の増加に起因している。こうした強制棄教行為が事
実上の布教活動になっていることの不当性を世界基督教統一神霊協会（1993）が指
摘した。なお、かかる不当な拘束をともなう改宗により信者を獲得する行為につい
て、当該教会の副牧師は不賛成の意思を表明した。以上は、カルト排除側とカルト視
される側の双方の勧誘方法における不当性あるいは違法性を焦点とした対立である。
米本（2009）は、かかる入学の際のカルト啓蒙について以下のように述べた。な

お、引用文における下線は筆者によるものである。

ここ数年、国公立の大学を中心に新学期が始まると、「カルトにご用心」とい
ったビラを学内で配るのが一般的だ。なかには島根大学など授業としてカルト講
座を受講させるところもあると聞く。最近、いくつかの大学が連携してカルト宗
教から大学生を守れとカルト対策に乗り出すという記事（産経新聞３月１日）も
掲載されていた。
カルトの定義がないのに、どうしてこうも簡単に最高学府の人たちがカルト用

語を乱発できるのか不思議でならない。
“カルト”視される団体に所属する学生諸君は、先生や講師に質問してみれば
いい。
「カルトって何ですか。定義を教えてください」と。
おそらく、およそ定義とは言えない「邪悪な集団だ」といった程度の情緒的で

たぶんに主観的な答えしか返ってこないはずだ。定義などないからだ。

米本（2009）は、カルト言説には定義がなく、情緒的かつ主観的な概念であると述
べ、最高学府がかかる用語を乱発することに対する違和感を示している。
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実例を挙げてみる。新潟大学のウェブページには、「【学生の皆さんへ】カルト的宗
教団体の勧誘に注意してください」という表題のもと、でカルトに関する注意喚起が
掲載されている（新潟大学：2021）。以下はその説明の一部である。

大学キャンパスの内外で勧誘活動を行うカルト的宗教団体があります。
毎年、新学期になると、カルト的宗教団体から勧誘を受けたとの相談や報告が
多数「学生なんでも相談窓口」に寄せられます。
サークル等を装い勧誘活動を行うカルト的宗教団体に注意してください。
食事の誘いを受け落ち合ったところ、複数人から入信を強要される、という被

害も毎年発生しています。音楽やスポーツ、ボランティアなどのサークルを装っ
て勧誘し、知らず知らずのうちにマインドコントロールされてしまうものがあり
ます。
このような団体に入会することは、精神的・経済的に多大な被害を受け、大学

生活が台無しになるばかりではなく、友人を勧誘することで仲間同士の信頼関係
を壊すことにもなりかねません。自分達の身分や真の活動内容を明かすことなく
接近し、勧誘を行うカルト的なグループには十分注意し、氏名、電話番号や、住
所など、個人情報を教えないようにしてください。そして「怪しい」と感じた
ら、強い意志を持ってキッパリと断りましょう。
なお、学内でこのようなカルト的宗教団体の勧誘活動を見かけたり、実際に自

分や友人が勧誘を受けたりした場合は、所属学部・研究科の担当係、学務委員あ
るいは下記の学務部学生支援課「学生なんでも相談窓口」に相談してください。

キャンパス内外でカルト宗教が、「正体隠し」による勧誘をおこなっていること、入
会するとマインド・コントロールされ、正常な判断が不可能になり 101、多大な被害を
受けること、怪しいと思ったらキッパリと断るように、などというテンプレート化
された注意喚起である。だが、米本（2009）が指摘したように、かかる注意喚起に

101　 「マインド・コントロールされると正常な判断ができなくなる」というのはカルト団体の
信者に当てられる典型的な言説である（例えば、酒井：2013）。新潟大学（2021）の場合
は、マインド・コントロールされた当該人物が正常な判断をすることができなくなるの
で「大学生活が台無しになるばかりではなく、友人を勧誘することで仲間同士の信頼関
係を壊す」という結果をもたらすとの主張であろう。被害者側としては、マインド・コ
ントロールをされた期間における自身の行為に対する責任の回避を正当化するための論
理ともなる。つまり、マインド・コントロールされたとされる人が、例えば被保佐人な
どのように判断能力が著しく不十分であると一様にみとめられたわけではない。
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は、そもそもカルトとは何なのかという定義が欠落している。東北大学（東北大学：
2010）、富山大学（酒井：2013）、大分大学（大分大学：2015）、新潟経営大学（新潟
経営大学：2019）、筑波大学（筑波大学スチューデントサポートセンター国際交流支
援室：2022）、成蹊大学（成蹊大学：2022）、大阪工業大学（大阪工業大学：2022）、
東京農工大学（東京農工大学：2022）、東京都立大学（東京都立大学学生課：2022）
の注意喚起にもカルトの定義は記載されていない。このような注意喚起をおこなうか
らには、少なくともカルトの定義を明示すべきではなかろうか。あるいは、定義が明
確ではないことを告知するべきではなかろうか。
さらに深刻な問題は、櫻井（2009b）は、カルトの宗教二世の人権に言及していな
いことである 102。宗教二世が直面する差別について藤倉（2022）は次のように述べた。
ここで、引用文における下線は筆者によるものである。

2世たちは、信仰ゆえに幼少期にいじめにあう経験もしている。もっとも、彼
らをいじめるのは子供ばかりではない。
前述の幸福の科学学園のケースでは、履歴書に「幸福の科学学園卒」と記され

る。卒業後に一般の大学に入り信仰を捨てた 2世ですら、バイトの面接や就職
活動で企業側の担当者からからかわれた経験を語るケースがある。大学の教員か
ら他の学生たちの前で、ネタとして暴露されたという 2世（その時点ですでに
脱会済みだった）もいる。
信仰を捨てた 2世のみならず現役の信者に対しても、信仰を理由としたいじ
めは差別以外の何物でもない。

差別的行為を被る宗教二世は信仰の有無に依存しない。藤倉（2022）は「宗教 2世
たちに苦痛を与え人生を狂わせている 103のは、直接には親や宗教だ。しかし社会の側

102　 久保内（2020）は、「カルト信者の中には、親が信者であるいわゆる２世信者がいます。
そうとは知らずに保護者等に連絡を取ることは問題を複雑化するリスクがあります。ま
た、２世信者の中には、学校生活を送る中で、自らの信仰や生活環境に疑問を抱き、誰
かに相談したいと悩んでいる学生がいることもあります。そうした場合には、学校は、
当該学生の悩みを受け付ける相談機関としての役割を果たすことが望まれます」と述べ、
宗教二世に関する言及をしているものの、かかる人権について言及していない。つまり、
宗教二世が所属する団体への周囲からのカルト視は、「学校生活を送る中で」の葛藤を増
長し、「問題を複雑化するリスク」が増大することになる。

103　 検証は必要であろうが、現実的には、全ての事例において、「苦痛を与え人生を狂わせて
いる」とはいえまい。かかる言説の信憑性は、実際の調査により確認するべきである。
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にも、いくつもの課題があることを知っておくべきだろう」とも述べ、親や宗教の問
題を踏まえたうえで、社会の側における責任の所在にも言及した。宗教二世は、そも
そも「正体隠し」による勧誘の対象ではない。所属団体の場合とは異なり、個人のレ
ベルでは完全に切り分けられているのである 104。仮にこうした啓蒙行為（あるいは注
意喚起）がおこなわれた場合、当該宗教二世は、カルトという不当な（本人の責任に
起因しない）レッテルによる蔑視（あるいは差別）の対象となる可能性がある 105。こ
うした観点の宗教二世の人権も考慮すべきなのではなかろうか。そもそも信仰の継承
問題にかかわる課題はカルト視される宗教団体に限定されない（金子：2022）。つま
り、程度の差こそあれ、これはカルトにおける特異な現象ではない。
櫻井（2002）は、現実のカルト問題の核が、人権と人権の対立であることを指摘

した。いずれにせよ、大学に所属する宗教二世の場合、かかる人権と人権の対立は大
学構内にて出現する。

10. 対立の諸相③：＜宗教二世＞

宗教二世が直面する人権問題の蓋然性については前節ですでに紹介した。本節で
は、野口（2002）の言説を引用したうえで、親がカルトと呼ばれる信仰形態を子ど
もに教育することについて、若干の考察をする。
以下は、カルト宗教の継承問題を前提とした、「子どもに対する親の宗教教育権の
根拠」にかんする野口（2002：110-111）の見解である。なお、下線は筆者によるも
のである。

１．両親が子どもに自己の好む宗教を教育し、自己の好む宗教学校に進学させ
る自由も、信仰の自由の保障から派生する。これを宗教的行為の自由の一形態と
考える説もあるが、いずれにしても、親が自分の子どもに宗教教育を行う自由
は憲法第 20条によって保障されることに争いはない。もちろん、このような自
由も、それに優越する重要な公共の利益のためには、必要最小限度の制約に服
することは否定されない。しかし、かような制約が許容されるためには、自然犯
に触れるような場合を除いて、規制の目的及び手段について、厳格な基準による
審査が必要である。すなわち、規制目的が必要不可欠な公共的利益（compelling 

104　 あくまでもこの議論は、宗教二世が、「正体隠し」による勧誘行為をおこなっている（あ
るいは、おこなってきた）立場ではないことを前提としている。

105　 闇雲なレッテル張りは、親子の深刻な分断を招く可能性さえある。
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public interest）であり、規制手段が必要最小限度のもの（least restrictive 
means）でなければ、制約は許されないと解される。
したがって、少なくとも両親の信仰が一致している場合には、自己の信仰をそ
れが唯一無二の正当なものであるかのように子どもに教示する行為が一般に不相
当とは言えない。
２．そもそも、自己の信仰を最もよいもの、あるいは唯一無二の正当なものと

して考えることは宗教の本質とされている
実際にも、両親の宗教が一致する場合にこれを正しい真理と考えて子どもに教

示する行為は許容されている。例えば，日本では寺や神社の家に生まれた子ども
たちがその家庭で受ける宗教教育は問題視されていない。イスラム圏では両親の
信仰を子どもに教え込む行為が当然視されているし、欧米においても、修道院の
ような宗教施設に子どもを預ける行為さえ通常は不当なものとはされていない。
このような場合に、「自分の信仰はこうだけれども、他にも様々な宗教があるか
ら、自分でよく考えるように」などと親が子どもに教えるということは到底考え
られず、親の信仰は正しいものとして子どもに教示されているのが普通である。
３．これに対し、未成年者自身の「信仰の自由」は保障されるべきであり、そ

のためには、将来、成熟した判断能力を備えた段階でその権利行使ができるよう
に、子どもが未成熟な段階では宗教教育を棚上げにしておくのが妥当とする考え
方が一部にある（いわゆる「保管状態」説）。
この点、日本も批准している「子どもの権利条約」が親の宗教指示権を重視し

ていることを参考にできよう。すなわち、同条約においては、総則的規定として
第５条に親の指示権が規定されているが、これとは別に個別規定の中では、思
想・良心・宗教の自由を定める第 14条にだけ、親の指示権が明記されている。
これは、思想、良心、宗教に関する教育が親の教育権の核心を占めるために、重
ねて明示されたと解されている。子どもの価値観は、やがて子ども自身が形成す
るのであるが、その初期の段階においては、子どもの最も近しい存在である親の
価値観を信頼しようというわけである。

つまり、野口（2002）の見解では、宗教二世に対して両親より信仰を継承させるこ
とは当然の行為であり、宗教二世としても「最も親しい存在である親の価値観を信
頼」しようとするのが自然である。したがい、たとえカルト視される宗教であったと
しても、宗教とカルトの峻別が現時点で不可能であるからには、かかる宗教二世に両
親が信仰継承のための教育をおこなう当然の権利がある。さらに、かかる継承行為お
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よび継承された価値観を第三者が批判し、強制的に排除し、かつ双方を切り分ける行
為は不当である。しかるに、かかる行為は、親子間に第三者が強制介入し、すでに構
築された、あるいはこれから構築される親子間の信頼関係を意図的に分断することを
意味する。このような意図的な分断はあってはならない行為である。
井上（2021）は、カルト宗教二世の情動面における特徴について以下のように述

べた。引用文での下線は筆者によるものである。

親がカルト問題の対象となるような教団に深くコミットしていた場合の子ども
への影響は、思春期に勧誘された教団から受ける影響に比べて、とりわけ情動面
において深く静かに広がっている。カルト 2世が理性では親の差し出す信念体
系を否定したり乗り越えたりしたとしても、幼児期以降、親を介して深く心に培
われた情動的な反応は本人が思う以上に深く、長く続いている可能性がある。と
りわけ「そんなことをしたら罰が当たるぞ」とか「地獄に落ちるぞ」といった恐
怖を呼びさますような親の言葉は、脳の回路に深く行き渡る。私が 20歳半ばま
で肉食をしないという習慣を維持したのも、ひょっとしたらこの類かもしれな
い 106。
カルト 2世が抱く心の葛藤を考えるなら、親が示した信念体系の類だけでな

く、幼少期より刻み込まれた情動的反応の形成過程についても、脳神経科学の知
見をさらに取り込んでいくことが必要になる。脳の認知回路と情動回路の複雑な
関係については、いくつかの説があるものの、大枠においては似たような知見が
出されている。脳の機能はきわめて複雑な相互関係を形成している。それを考え
てもカルト 2世問題は、特別な家庭に育った人のみに出現する特殊な様相の対
象として、他の宗教現象から切り離して考えるのは適切ではない。信仰の継承と
強要とは紙一重のところがある。宗教問題全般を対象にできるような大きく頑丈
な網の目を用意して臨まないと、肝心なところを掬い取れない恐れがある。

まず、井上（2021）は、カルト宗教二世の情動面は深く親の影響を受けていること
を述べた。そのうえで、かかる特徴はカルト宗教二世に特異なものとして理解するの
ではなく、カルト視される宗教ではない場合と同様に、一般的な信仰継承の問題と考
えるべきであることを述べた。また、かかる信仰の継承が強要と紙一重であることに

106　 排除することを前提に個別の宗教的価値観の特異性を論じるのではなく、異質な価値観
さえも受け入れることができる社会的寛容性を論じるべきであろう。
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も言及した。ただし、こうした継承にともなう強要に近接する行為は信仰継承に限っ
たことではない。つまり家業や伝統芸能などを子どもが継承するか否かにもみとめら
れる、むしろ職能等の世襲あるいは世代間継承におけるありふれた現象である（例え
ば、田口：1977、塚本：1978、多賀：2020）。
確かに、子どもは親を選べない。前述のような、親がカルトと呼ばれる宗教に入信
していたことによる子どもが抱く葛藤や苦痛 107も看過することはできまい（日本脱カ
ルト協会：2015c）。一方、両親から継承した宗教あるいは価値観を闇雲に否定する
行為もつつしむべきである（野口：2002）。かかる否定は宗教二世にとってあらたな
葛藤と苦痛を与えることになる。ここにも信仰継承の評価における鋭い対立が実体化
する。
以上、対立の諸相として、3点の問題提起をした。それ以外にも脱会のためのカウ
ンセリング行為などに対する理解や政治とのかかわりなども対立の焦点となってい
る。これらについては、稿をあらためて紹介したい。

11. おわりに

今般の銃撃事件をきっかけに、カルトという言葉が再び注目されるようになった。
今回の事件の被害者は間違いなく安倍元首相である。ところが、いつの間にかこのこ
とが置き去りになってしまっているようだ。この衝撃的な事件以上に、カルトという

107　 情報ライブミヤネ屋は、かかる宗教二世が抱く葛藤について、郷路の発言を次のように
紹介した。「親が自分の価値観を子どもに対して引き継いでもらう、そのために適切な配
慮をしたり、行為をすること自体は違法ということはできないと思うんです。私の考え
方は、“統一教会”の違法な伝道の結果、親である 1世が、統一原理が正しいという宗教
的な確信を持たされてしまう。その違法な伝道の結果もたらされた宗教的な確信に基づ
いて、子どもに対して、『恋愛はしてはいけない。テレビを見てはいけない。これらはみ
んなサタンの道具だ』 などという宗教的価値観を子どもに押しつけ、それが社会的な価
値観と格差がありすぎて、子どもの内部で分裂が起きてしまう。“統一教会”の違法な伝
道行為を問題とすることによって、初めて 2世に対する親の行為を“統一教会”の行為
と捉え直して、法的には教団に対して違法性を追求できるのではないかと構想している
ところです」。つまり、郷路は、信仰の継承には違法性がないこと、かかる継承の行為が
親の宗教的価値観（これは違法とはいえない）に立脚していることを述べた。そのうえ
で、当該宗教団体の伝道の方法論における違法性により、親の信仰にかんする継承行為
の意味を説明することが必要であると述べた。ただし、かかる伝道の違法性による教団
への追及は、現時点では郷路の構想段階に過ぎない。なお、この議論の前提は、宗教的
価値観と非宗教的価値観の対立にある。つまり、かかる価値観の対立は、カルト視され
る団体と世俗との間に限定的にみとめられるものとはいえない。
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言葉が俄然注目を浴びるようになったのである。畢竟、安倍が殺害されたことが自
業自得であると主張する過激な言説までも現れた。吉原（2022）は次のように述べ
た 108。

安倍晋三元首相の射殺事件については自業自得というしかない。何故なら安倍
は人の不安に付け込む霊感商法を行い、多くの家庭を破滅させてきた旧統一教会
（現世界平和統一家庭連合）に対して数々の便宜を図ってきたからだ。

つまりは、カルトと呼ばれる宗教と政治家が癒着関係にあることを訴える言説であ
る。しかし、本稿で述べたように、そもそも、カルトと宗教の境界線は極めて曖昧で
ある。かつ、仮に、当該宗教団体が排除すべき団体であり、仮に、かかる団体に便宜
を図ったことが事実であったとしても、殺害が肯定される理由には到底ならない。仮
にこの論理が肯定されたとすれば、当該団体に便宜を図った全ての政治家の殺害を容
認することになる。自業自得というのは、自らがおこなった行為の報いを自らが受け
ることをいう。そうなれば、当該団体についてはなおさらである。かかわった政治
家の殺害を容認するのであれば、当該団体も、当然に殺害あるいは殲滅の対象とな
る。つまり、これはカルト排除の論理が「殺害の容認」というかたちで鮮明に表れた
事例である。ここまでくると、どちらがカルトなのかわからなくなる。一方で、八幡
（2022）は次のように述べ、安倍が当該宗教団体と癒着関係にあったことを明確に否
定した。

そもそも、清和会は岸信介からの伝統で、支持を増やすために政策提案を打ち
出すというタイプの田中角栄型の利益誘導集団でない。自分たちが信じる政策を
提案して、それに共感する人が支持するというのがモットーだ。憲法改正でもな
んでも、どっかの団体にそれが喜ばれるから提案しているはずもない。
逆に安倍内閣で旧統一教会におもねるためにした政策があるなら云って欲しい

が、そんなものはないのである。むしろ、霊感商法の取り締まり強化もしたし、
南北朝鮮への厳しい対処は旧統一教会がいちばん嫌うところだが、自分ほどそれ

108　 同様の言説は横田（2022）にもみとめられる。横田（2022）は「「自業自得」 「因果応報」
「身から出た錆」 という言葉が浮かんでくる。もし安倍元首相が公開抗議文を重く受け止
め、霊感商法の実態把握や規制強化に動いていれば、銃撃事件は避けられたに違いない
からだ」と述べた。この言説では、安倍が規制強化などの動きをしなかったため、犯人
の殺害行為をやむないものとし、事実上これを容認している。
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を徹底した政治家がいただろうか。

事実関係がどうであるかの議論はここではおこなわないが、事実確認を冷静におこな
う必要性を強く感じざるを得ない。
いずれにせよ、この事件をきっかけに鋭い対立が実体となった。カルト視する側の
人権とカルト視される側の人権、延いては、情緒論と行為論の先鋭化された対立と葛
藤が、社会問題という名の実体となって出現している。こうした対立と葛藤は、宗教
二世と呼ばれる人たちにとっての人権問題にも及ぶ。一般的には、宗教二世がカルト
宗教団体（あるいは、カルト化された家庭）の被害者であるという文脈で述べられる
ことが多い 109。一方、こうした点が注目されるのであれば、カルト視する側も加害者
になるかもしれないということも、同時に指摘されるべきである 110。カルト視する側
の責任さえもカルトに転嫁する行為は不当である（イントロヴィニエ：2022c）。こ
うした議論は、仲正（2022a）や藤原（2022）が指摘した、カルト視する側に内在す
るカルト性にも通じる。この文脈上の極端な事例が、米本（2008）が指摘した反カ
ルトのカルト化である。カルト排除という正義を振りかざし、これを取り締まってい
るつもりが、排除していた当事者がいつの間にかカルトと化しているというものだ。
こうしたカルト化した当事者には、おそらくその自覚がない。かかるテーマも看過す
ることができない。
溝田（2019）は、「恐怖」と「正義感」の悪用あるいは暴走がカルト化の要因であ
ると指摘した。なお、引用文における下線は筆者によるものである。

よく「宗教を信じるのは人生の意味を見つけるため」とか、「自分の救済を信
じるため」とか言われますが、それだけが宗教を続けさせる要因でしょうか。そ
こでの人間関係や、その宗教の荘厳な雰囲気、一般世間から離れた孤高な気持ち
になれるなど、宗教から離れさせなくさせる要因も他に多くあります。しかし、
オウムのような強い反社会的宗教に固着するのには、それ以外にも何かがあると

109　 当事者の言説としては、例えば、たもさん（2019）がある。
110　 そもそも親がカルトに入ったことが問題であり、たとえ宗教二世が蔑視されたとしても

自業自得であると考える人がいるかもしれない。しかしながらこの考えは、宗教二世が
直面する現実を置き去りにした考え方である。親に対する対処と切り分けた現実的な対
応が必要であることは明らかである。イントロヴィニエ（2022c）は「新宗教運動が暴力
の犠牲者となるとき、即座に彼らの敵対者によって 「それは自業自得だ」 というキャン
ペーンが始められる」と述べている。
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思います。
私は、それは「恐怖」と「正義感」なのではないかと考えます。終末観や地獄

の存在など、宗教が恐怖心をあおる場合があります。「この宗教を離れたら、悪
いことが起こるのではないか」とか、「地獄に落とされるのではないか」という
感覚を持たせるのです。普通の宗教にも、そういった恐怖心をもたらすものはあ
りますが、その宗教が反社会性を帯びてくる場合には、そうした恐怖心が「利
用」され、教団の組織固めが行われるのではないか、と思うのです。
また宗教はある意味、「正義感」を利用します。宗教の慈善活動などは、信者

の正義感に基づいてなされていると思います。しかし、その宗教の提示する正
義「観」と社会一般の正義「観」がずれることもあります（このこと自体は問題
ではないと思います。戦争中、多くの人が戦争に勝つことに希望を馳せていた時
代、反戦の精神を貫いた宗教者も多くいました）。
そして、宗教が反社会性を帯びてくるとき、この正義感が「思いこみ」になっ

てしまうのではないか、と私は考えるのです。信者がたとえ「来世」を信じてい
るとしても、現実に今、信者と教団が存在しているのはこの「現世」です。つま
り、自分たちが信じる正義があったとしても、現実にそれを行う場としては現世
しかなく、その正義が本当に試される場はこの現世なのではないか、と思うので
す。

反カルト言説も、カルトに対する「恐怖」と、カルトは社会悪であるので排除すべき
であるという社会的な「正義感」により構成されている。こうした点に基づけば、カ
ルト排除の論理にカルト性が内在する可能性があることも首肯できる。かつ、大抵の
宗教にもこうした「恐怖」と「正義感」は内在している。とりわけ一神教においてそ
の傾向が強いといえる。石津（2020：46）は次のように述べ、宗教が「恐怖」を埋
める装置 111であること、宗教が戦争を正当化する装置として安易に用いられてきたこ
とを指摘した。ここでの戦争を正当化する宗教的信念は宗教的「正義感」と同一とみ
なせる。なお、下線は筆者によるものである。

宗教は、死への恐怖を埋める装置である。20 世紀のナショナリズムの高揚と
ともに、宗教は「祖国のために死ぬ」という疑似宗教的言説を生起させる背景と

111　 石津（2020）は、恐怖の対象が「死」であると述べているが、かかる対象はこれに限定
されない。例えば、「病気」なども対象になり得る。
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なっている。宗教（疑似宗教）の中に構造的に潜むものが対立や戦争を生み出す
可能性がある一方で、宗教自体が戦争の直接の原因でないもののように思われ
る。宗教は戦争遂行上の目的である利害対立を隠匿し、安易に正当化できる装置
として用いられてきたが、同時に、歴史の大部分の時間において宗教を信仰する
人々が平和的に共存し、対立が顕在化していないことも事実である。あらゆる宗
教は、権力との結びつきによって合理化され再解釈されることを前提とすれば、
宗教は権力者により利用される受動的な存在として認識される。一方で、宗教戦
争やイデオロギー戦争が激烈化するのも疑いようのない事実である。宗教は戦争
において受動的かつ能動的であるという両義性を有するといえる。

ここでは「宗教」と「戦争」に限定した議論となっているが、これを「思想」と「闘
争」に読み替えたとしても何ら矛盾はない。つまり、「思想」は「恐怖」を埋める装
置にもなるし、「思想」的「正義感」は利害対立を正当化する装置になるのである。
カルト側と反カルト側の対立は、こうした一般化された構図のなかで位置づけられる
のである。かつ、この種の対立は、社会的勢力の優劣に容易に依存するものである。
あえて簡単にいえば、今般のカルト・反カルトの対立は、思想（宗教を含む）どうし
の社会的勢力の対立とみなすことができるのである。カルトと宗教の区別が難しいこ
とを鑑みれば、カルト・反カルトの対立の本質は、実は、宗教と反宗教主義の対立で
あるといえる。したがい、反宗教主義による宗教排除の論理が先鋭化したものがカル
ト排除（あるいは反カルト）の論理であるといえよう 112。
カルト言説についてみれば、学術的な議論もあるだろうが、単なる感情論、延いて
は人権侵害の蓋然性を含むレッテル張りの場合もある。マスメディアによる報道は、
そもそも情緒論に傾倒しやすい 113。仮に、推定無罪の原則が浸透していないとすれば、
報道にともなう人権被害が起こる蓋然性が発生することはいうまでもない 114（魚住：

112　 無論、カルトの違法行為を正当化する意図は筆者には全くない。
113　 例えば、津田（2013）は、マスメディアが影響を与える国民感情の形成について「共感

の喚起にあたって重要な役割を果たしうるのがマスメディアである。マスコミュニケー
ション研究の領域においても、マスメディアが喚起する共感が国民形成に寄与する可能
性は以前から指摘されていた」と述べた。

114　 とりわけ、宗教二世の社会的葛藤を増大させるような批判的言説や対立を煽る言説は断
固として退けるべきである。宗教二世は父母を選択することができない。確かに、個別
の事例に対する相談も必要かもしれない（井艸＆野中：2022）。以上を踏まえつつも、宗
教二世も社会との関係のなかで実際に生きていくのである。極論かもしれないが、宗教
二世の人権を保護するためには、かかる宗教二世が所属する宗教団体へのカルト視を一
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2019）。この度の異常とも思える一連の論調について池田（2022）は次のように説明
した。

今回の特徴は、安保法制や特定秘密保護法のときは「人権を守れ」とか「言論
の自由が侵害される」などと騒いだ憲法学者が、今回は「反社 115に信教の自由は
ない」と主張することだ。彼らの守る信教の自由や表現の自由とは、自分と同じ
意見の「お仲間」の自由である。そんな自由は、スターリンもヒトラーも認め
た。

まるでモラル・パニックのような現状の背景に、池田（2022）は思想的対立をみて
いる。
前述のように、《#太田光をテレビに出すな》のハッシュタグがつけられた。つま
り太田は排除される側になったのである。さらに、たいら（2022）は次のように述
べ、太田が「「統一教会の御用ライター」 成り下がったと目されているいわくつきの
人物」である米本和広の書籍（米本：2008）を「元ネタ」に話をしていると指摘し
た。引用文中の下線は筆者によるものである。

有田芳生氏とは真逆の意見を持つ「統一教会問題の専門家」として、太田が持ち
上げた「米本さん」こと米本和広氏。
米本氏はカルト宗教問題を扱うジャーナリストだが、ある時点から統一教会側

に取り込まれ、今では「統一教会の御用ライター」に成り下がった 116と目されて
いるいわくつきの人物だ。
番組内での有田氏は、米本氏が統一教会から一定の便宜を受けていることを示

切撤廃するべきである。そのうえで、当該団体については実際の行為が適法か違法かに
よって粛々と処断することにより対処すべきなのではなかろうか。

115　 衆議院議員初鹿明博が提出した反社会的勢力の定義に関する質問に対しての政府の回答
は以下の通りである。「政府としては、「反社会的勢力」 については、その形態が多様で
あり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ
限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。また、政府が過去に
行った国会答弁、政府が過去に作成した各種説明資料等における 「反社会的勢力」 との
用語の使用の全ての実例やそれらのそれぞれの意味について網羅的に確認することは困
難である。」。つまり、政府の見解としては「反社会的勢力」の定義は定まっていない。

116　 この「成り下がった」という表現には、当該宗教団体を蔑視する意思がみとめられる。
まさしくカルト排除が蔑視感情をともない実施される実例である。さらに、こうした表
現は読者への印象操作も目的としているように思える。
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唆した 117が多くは語らず、鈴木エイト氏も「偏りがある」とやんわり指摘するに
留まった。
これは、その場にいない米本氏にアンフェアにならないよう、最大限に配慮し

てのことだろう。
米本氏の著書『我らの不快な隣人 ― 統一教会から 「救出」 されたある女性信
者の悲劇』（情報センター出版局）では、信者を脱洗脳するために弁護士らが信
者を「拉致・監禁」する様子が描かれている。
まるで統一教会側の誤った主張そのものだが、これに限らず米本氏の近年の主

張と太田の問題発言が多くの点で符合していることは、もっと広く知られるべき
ではないか。
太田の不自然極まりない統一教会擁護。その「元ネタ」の多くは統一教会の代

弁者たる米本氏と考えられるのだ 118。

たいら（2022）は、まず米本の著書（米本：2008）を紹介したうえで、それが統一
教会側の「誤った」主張そのものであると述べた。つまり、統一教会側の主張が誤っ
ているからには、米本の主張も誤りだと主張していることになる 119。ここまで断言す
るからには主張の誤りを立証する責任が問われるではなかろうか。ところが、たいら
（2022）には根拠が述べられていない。したがって、この時点でたいら（2022）の
発言は極めて一方的なものであるといわざるを得ない。さらに、たいら（2022）は、
有田芳生と米本の意見が「真逆」であると述べた。ここには、脱会のための拉致行為
がはたして正当か不当か、適法か違法かという、今に至るまで議論されてきた鋭い対
立が存在する。無論、その背景にあるものは、カルトあるいはマインド・コントロー

117　 どのような便宜であろうか。
118　 米本は自身のブログで、統一教会に対する自身の立場が是々非々であり、「カルト」と

「反カルト」のどちらの立場でもないことを述べている（米本：2017）。かかる言説に基
づけば、米本は専ら自らの意見を述べているに過ぎず、統一教会の代弁者としての発言
であるとはいえない。

119　 たいら（2022）は何を「誤り」と断言しているのか明示されていないが、米本の書籍に
「信者を脱洗脳するために弁護士らが信者を 「拉致・監禁」 する様子が描かれている」と
述べているので、文脈から判断すると、「拉致・監禁」が「誤り」であると主張している
ように読み取れる。仮にそうであれば、たいら（2022）は、当該宗教団体の信者が被っ
た拉致監禁が虚構であると述べていることになる。一方、世界日報編集局（2015）が示
した拉致監禁事例が不法行為であることは、裁判所がすでに判断した。かかる事実認定
までも「誤り」と断言するならば、この断言は不当であるといわざるを得ない。
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ルの解釈論 120の対立である。さらに深掘りすれば、こうした一連の対立の背後にも、
池田（2022）が言及した思想的対立がはたして潜んでいるのであろうか。
イントロヴィニエ（2022d）は、次のように述べた。

安倍は統一教会の信者になったことがない男によって殺された。彼の母親は
20年前に破産し、彼はそれが起きたのは母親が教会に対して行った過度の献金
のせいであると非難した。彼は安倍元首相が統一教会の関連団体のイベントにビ
デオを通して参加し、別のイベントに書簡を送ったことを理由に、安倍を成敗し
ようと決意した。殺人犯はまた、統一教会のリーダーの殺害も計画した。安倍と
同様に、統一教会は明らかに事件の被害者であった。
ところが、日本には統一教会に敵対する組織が存在し、彼らはこの宗教団体が

殺人に対してなにがしかの責任があるという世論を形成することに成功した。そ
の屁理屈は、もし彼の母親が統一教会に献金をして（2002年に）破産しなかっ
たら、殺人犯は（2022年に）安倍を殺さなかったはずだ、というものだ。
「カルト」というレッテルを貼られた団体に対するものであればほとんどすべ
ての中傷を信じる傾向にあるメディアの状況下では、この間違った議論が真剣に
受け止められ、自由権規約の下で保障された統一教会ならびにそのメンバーの権
利に対する深刻な侵害が起きたのである。

つまり、かかる言説によれば、当該宗教団体と対立する勢力が「屁理屈」に基づく不
当な世論形成に成功し、その結果、当該団体への不当かつ深刻な権利侵害が生じたの
である。こうした不当な世論形成の根底にあるものが、カルト視された団体への中傷
は当然に信じるに足るものである、という暗黙の了解であるといえよう。ついには、
「安倍暗殺後の統一教会に対する攻撃は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の
複数の条項に抵触する」として国連自由権規約人権委員会への提訴がおこなわれるに
至った（イントロヴィニエ：2022d）。

120　 マインド・コントロール言説の対立については別稿にて議論するつもりである。櫻井の
言説においても、櫻井（1996）ではマインド・コントロールが世俗の論理となんら変わ
らないこと、カルトへの入信の理由づけとして恣意的につくられた「理論」であること
を述べ、マインド・コントロール理論そのものを批判したのであるが、以後の多くの論
文では、「正体隠し」による勧誘行為との関連でマインド・コントロールの存在を肯定的
に論じている。櫻井の言説では 2種類の異なるマインド・コントロール言説が同一の用
語により述べられているように思える。かかる点についても、別稿にて検討するつもり
である。
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櫻井は、Sakurai（2006：42）の最後を次の言葉でまとめた。

Contemporary religions should have prudence to exist with secular society and 
for any reason people must not die for religious “truth” and “justice.” �is might 
be the only lesson we have learned from the Aum incidents.

この櫻井の言葉は非常に重たい。「カルトとは何か？」という設問を度外視しても、
現代宗教は世俗社会と共存するための慎重さを持つべきである。Sakurai（2006）が
主張したように、いかなる理由があろうとも、宗教的な「真理」や「正義」のために
人が死ぬようなことがあってはならない。しかし実際は、現代にいたるまで、宗教の
名による殺戮が幾度となく実行されてきた。あえて筆者の意見を述べるとすれば、櫻
井の言葉の射程を「宗教」にとどめず、「思想」にまで拡大するべきである。周知の
ように、共産主義（あるいは反宗教主義）という「思想」的な「真理」や「正義」に
よりジェノサイドがおこなわれてきた。また、ナチス・ドイツの人種差別主義とい
う「思想」的な「真理」や「正義」によりホロコーストがおこなわれた 121（Snyder：
2010）。その意味では、共産主義やナチスの人種差別主義も「思想」におけるカルト
であるといえる。ここで、再度、「カルトとは何か？」という定義の問題が浮上する。
反カルトという反宗教主義に内在するカルト性も、宗教的カルトと同じテーブル上で
議論されるべきである。さもなければ公平性を欠くことになる。さらに、反宗教的と
はいえず、かつ宗教的ともいえない思想的なカルトも同様な扱いを受けるべきであ
る。
かつて戦旗・共産主義者同盟に所属していた早見慶子（早見：2007）は、オウム
真理教の井上嘉浩元死刑囚（門田：2014）と対話をした際の様子を次のように述べ
た（早見：1996：18-19）。

また彼らは教義において慈悲の心の実践を強調している。最も憎らしい人を心に
思い描き、その人が苦しんでいたら助け、成功したら喜んであげる自分を瞑想に
よってイメージづくっていくのである。この瞑想は人の心を優しくしていく。に

121　 渡辺（2017）はナチスがなぜホロコーストをおこなったのかについて、ヒトラーの『我
が闘争』における論理の飛躍に注目した。つまり、「ユダヤ」とか「ゲルマン」という実
体ではなく、これを概念化し、対立軸を構成したのである。こうした実体を概念化し対
立軸を構成する思考体系が、いわゆるカルト的思考方法あるいは反カルトがカルト化す
る思考方法に共通するのではなかろうか。
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もかかわらず、その上の段階に「空」をもってきて心を無にするのであるから、
そこに残るのは「愛」ではなく、「尊師」になってしまうのである。オウムの世
界ではグルに対する絶対服従が前提となる階級社会であり、下部にとって主体的
意志は無意味となり、グルの思うことに納得できない場合、修行が足りないから
ということで処理されてしまうことになる。このような世界は左翼の世界でも見
られる傾向である。私の所属していた過激派の世界でも上級に対する下級の絶対
服従が同盟員の規約に存在するため、下級の権限はきわめて少ない。上級に対し
て納得いかない人は思想的に未熟であるためと理解されるから、ますますそのセ
クトの文献を何度も読み返し、閉鎖的な世界観に洗脳されていくのである。この
ような構造は結束力は強くあっても、思想的にはもなれないため、だんだんと上
層部が腐っていく結果にもつながっていく。

さらに、早見（1996：21）は次のようにも述べた。

自分の感情に人間がふりまわされている限り、心の平安が得られないことは事実
である。主体性論を持った左翼活動の問題の発生を自己の内部に求めていく。だ
から、オウムの語る修行を通じて自分の内側にある、さまざまな部分と対話をし
ていく行為はわかったりする。自分の肉体以外に何も持たないようにすること、
これは現代では難しい。オナカがすいたら、冷蔵庫をあければ何かがあり、真夜
中でもあいているコンビニは大変便利なマーケットである。家にひとりでいて
も、テレビやラジオ、ファミコンなどの遊び方はいくらでもある。これほどまで
に物質的に満たされていながら、虚しくてしょうがない・・・それが現代の特長
だろう。そこであることが、当たり前の世界からないことを体験する世界に入っ
ていくのである。過激派の世界ではそこに政治的な理由をつけて、ひとつひとつ
失わせていくのであるが、内的な体験においては共通のものがあるだろう。その
精神の体験過程では市民社会でエリートになる夢や金持ちになる夢、好きな人と
結婚する夢や、親・兄弟と仲良くすることは否定される。オウムでは執着を絶つ
修行としてであり、過激派の世界では革命活動に身を投じるためにである。ひと
つひとつの行為は外部のものからみると、狂信しているから何も考えずに身内を
苦しめ、社会を混乱させるように洗脳されているように見えるらしい。しかし、
その集団に属している諸個人においては、家庭生活や社会での出世やお金を自由
に使える権利を欲する自分と、一生懸命闘いながら、精神的成長を遂げようとが
んばっているのである。
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このように、早見（1996）は、左翼過激派構成員とオウム真理教信者の心性におけ
る共通点を指摘した。これはカルト的心性と呼ぶべきものである。さらにこの観点で
いえば、オウム真理教をカルトと呼ぶならば、当然に、左翼の過激派もカルトと呼ぶ
べきである。つまり、オウム真理教は宗教的なカルトであり、左翼過激派は反宗教的
なカルトである。早見が所属していた以外の共産主義による団体を含めれば、むし
ろ、実行された殺害の人数はオウム真理教のそれをはるかに越えている。殺害人数で
いえば、共産主義は最悪のカルトの一つである 122。程度の差こそあれ、こうしたカル
ト的心性は、宗教や思想に属し、これを信奉する人たち、あるいは純粋に求道する人
たちにも等しく内在する 123。
反カルトという思想にもカルト的心性が内在する 124。実際に反カルトがカルト化し

暴力性を帯びることにより、カルト信者への一連の不当な監禁脱会行為という実体が
出現した。あるいは、昨今では、カルト信者への不当な中傷が暗黙の了解のなかでお
こなわれている。さらに、かかる中傷は、カルト信者とは切り分けられた中立的発言
者にまで及んでいる。本稿は、むしろ、こうした反カルトに埋伏するカルト性に注目
した。仮に、カルト排除を主張するならば、反カルトに内在するカルト性にも目を瞑
ってはならないのである。反カルトに内在するカルト性に注目することにより、カル
トの核心に一歩近づくことができる。だが、反カルトのカルト性は「カルト視された
団体への中傷は当然に信じるに足るものである、という暗黙の了解」のなかに覆い隠
されている。
本稿では、幾許かの問題提起をおこなった。さらなる具体的な事例については今後
提示するつもりである。カルトがもたらす社会問題は実体である。ところが、そもそ
もカルト概念は恣意性を排除することができない。いずれにせよ、まずはカルト言説
がどのような文脈で使用されているかを注視せねばなるまい。仮に、不法な宗教団体
を摘発するならば、あくまでも実際の刑事罰がともなう行為の有無に基づいておこな
われるべきである。違法行為の蓋然性のみによる摘発は、断じておこなわれるべきで
はない。さらに、カルト摘発行為の歪は宗教二世の人権問題として実体化する可能性
がある。畢竟、社会問題の解決を企図し、その象徴としてカルトをマーキングとして
使用する試みには、人権侵害の蓋然性が常に併存することを忘れてはなるまい。

122　 宗教に埋伏する暴力性については前述した。一方、共産主義にも暴力性および排他性が
内在する（Marx & Engels：2016）。

123　 求道する人たちにも排他的傾向がみとめられることが多い。
124　 反カルト言説を構成する思想には反宗教主義や先鋭化した宗教的信念などがある。
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また、本稿では、とりわけ櫻井（2004a）に注目し、カルト言説に内在する課題点
を検討した。前述のように、櫻井のカルト研究は、基本的には、カルト団体による現
実の社会問題、および、社会問題の蓋然性を解決するところに目的がある。そのため
に、いかにカルト排除の実践をおこなうかの理論形成をおこなってきたといえる。櫻
井が言及したように、カルト問題は人権と人権の対立である。このようにカルト問題
が人権問題と不可分であるとするならば、その前提が曖昧であってはならない。カル
ト概念の明確な定義づけが必須なのである。繰り返しになるが、本稿の結論は極めて
単純である。カルト排除の言説には人権侵害の蓋然性が埋伏するということである。
櫻井の一連のカルト研究は、確かに、カルトがもたらす社会問題の一側面を浮き彫
りにすることにおいて貢献したかもしれない。だが、他方では、もう一つの側面であ
る＜反カルトのカルト化＞がもたらす社会問題の解決案を提示するに至っていないと
いえる。むしろ、当該問題については、対立を扇動する立場にあるといえるのではな
かろうか。皮相的なカルト問題は、櫻井らが言及するものである。こちらはすでに浮
き彫りになりつつある。一方、反カルトがカルト化することで出現するカルト問題も
ある。反カルトにも暴力性が埋伏している。しかし、こちらは覆い隠されている。
そもそもカルトはマスメディア由来の蔑称にすぎない。あくまでも筆者は、カルト
という用語が学術的には馴染まないという立場である。仮にこうした点を除外したと
しても、現時点におけるカルト研究の課題は、カルト概念に内在する恣意性にあると
いえる。
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東近江三方よし基金
～市民を巻き込む基金活動はどのようにして生まれたのか～
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SAKAKURA Takao， MORIE Kento, HIGA Masahiro

 ◆要　旨：
人口減少や高齢化をはじめ、地域社会は今様々な課題に直面している。これに対し
て NPOなど第三セクターは行政と協働しながら、課題の克服と未来に向けたよりよ
い地域づくりに貢献する重要な地域アクターになっている。そうした活動を持続的な
ものにしていくための仕組みとして、コミュニティ財団 /基金 (以下コミュニティ財
団 )が注目されている。このような状況のもと事例分析がなされてきているが、多く
は先駆的な財団のプログラムに焦点を当てたもので、なぜ財団それ自体が地域の環境
や条件に合わせた機能を獲得し維持できているのかという視点からの分析は少ない。
我々は財団の成り立ちを紐解くことによってその要因に迫れるのではないかと考え
た。そこで本研究では、市域を活動エリアに定め、行政、市民との濃密な関係でもっ
て地域課題の解決に取り組むという明確な特徴を有する滋賀県の「東近江三方よし基
金」を事例に、そういった特徴が生じてきた背景を財団の設立経緯に求め文献調査と
現地でのインタビュー調査を行った。その結果、財団組織設立以前の当該地域におけ
る議論の過程が、組織や活動の現在の姿に明らかにつながっていることが判明したの
で、本稿ではそれらの調査結果を報告することとした。この研究成果は、今後ますま
す多様化するであろうローカル・ ファイナンスの比較研究における分析枠組みに示唆

* 大手前大学現代社会学部、  ** 京都大学大学院人間・環境学研究科、 ***潜書
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を与えるだけでなく、様々な制約条件のもとで、地域の内発性を発揮したいと考えて
いる実践者にとって有用な知見の獲得にも展開していくことが可能だと考えられる。

◆キーワード：
東近江三方よし基金、コミュニティ財団、SIB、地域社会、行政と市民

１．はじめに：報告の趣旨と狙い

地方分権が推進されるようになってかなりの時を経たが、中央集権型システムの制
度疲労、変動する国際社会への対応、東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形
成、高齢社会・少子化社会への対応といった当時の論点は依然積み残されたままであ
る（小西 2010）。とりわけ財政のひっ迫に直面する地方行政による個々の課題の解決
には限界があると指摘されて久しい。
またそれに伴い、公的部門と民間部門の活動領域の見直しが図られ、縮小する行政
サービスの一翼を NPOが担い、「小さな政府の進展に伴う公共領域の空隙を埋める
存在」となることが期待されてきた (原田 2010)。地域社会における「課題」を発見
し、解決のための事業を推進する主体として、地域の NPOや市民団体に期待が寄せ
られたわけである。しかし、「助成する行政」と「助成を受ける NPO」という関係の
もと、行政の下請け的な立場に陥りやすい構図が温存され NPOの活動が疲弊したこ
と、さらには資金獲得面の限界が指摘された（深尾 2015）。そして 1990年代ごろか
らは、NPOセンター、NPOサポートセンターなどの名称を冠する NPOの中間支援
組織が興隆し、NPOやコミュニティビジネスなど地域密着型事業の創業を資金面か
ら支援し、既存の地域金融機関や行政の橋渡しの役割を果たしてきた (小沢 2014:32-
33)。しかし、NPO界隈と行政のパートナーシップは、ときに行政と NPO/市民活動
の「同質化」を伴い、先駆性・自律性を伴う市民活動の創出・展開についての課題が
根本的に解決されたとは言い難い (深尾 2014)。
一方で、1998年に成立した「特定非営利活動促進法」(通称 NPO法 )以降、新規

NPO法人の登録数は着実に増加し、市民活動の活性化の一側面を演出した。だが、
小規模の NPOの乱立は、資金や人材の獲得競争を高めた他、職員数の不足にもつな
がり、それが寄付者への働きかけへのリソース不足を招いている現状もある (天野 
2013)。また、1990年代末から 2000年代初頭には、NPOセクターの事業評価に注目
が集まった。しかし、非営利活動の「評価」指標の整備・利活用は、事業者・行政双
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方の明確な目的意識と十分なリソースの不足から、2000年代にかけて下火となった (
粉川 2020: 3-5)。
こうした NPOや市民活動への寄付や運営基盤、評価指標の策定が広がりにくい現

状のなかで、地域住民が発起人の主体となり設立されるコミュニティ財団が、従来
の NPO中間支援団体とは異なる立ち位置でそれらの活動を補完してきている。その
動きの端緒となったのが、2009年設立の「京都地域創造基金」である（深尾 2014）。
その後、2010年に那覇市 NPO活動支援センターを財団化した「みらいファンド沖
縄」、NPO法人岡山 NPOセンターが設立を支援した「みんなでつくる財団おかや
ま」、NPOバンク「コミュニティ・ユース・バンクmomo」などが中心となり 2013
年に財団設立に至った「あいちコミュニティ財団」、NPO法人「市民活動センター神
戸」など県内６つの中間支援組織が共同で推進し 2013年に設立した「ひょうごコミ
ュニティ財団」が続いた。
こうした 2010年代前半のコミュニティ財団制度を活用した事例の増加の背景には、

(1)中間支援組織が担う役割が、事業者への単なる資金援助から、地域における事業
者と社会ニーズの情報の集積点となり事業者と資金提供者 (地域金融や行政 )を仲介
してきたこと、(2)2008年度の非営利法人・公益法人の制度改革により、財団設立へ
の資金的ハードルが下がったこと (基本財 300 万円以上での財団設立が可能に )や、
公益財団法人では寄附金控除の制度的優遇が用意されたこと、(3)継続的に成果をあ
げてきた NPOやコミュニティビジネスへの信頼感の高まりや非営利法人・公益法人
の制度改革による市民セクター主導の寄附運動、行政側の意識の変化などが指摘され
ている (小沢 2014:37-40)。
全国的にコミュニティ財団設立の機運が高まるなか、本稿で扱う東近江三方よし基
金は 2016年に設立された。それまでのコミュニティ財団が県域を対象とし、より多
くの域内人口から寄付を募ってきたのに対して、同基金は東近江市という人口 11万
人余の域内を中心に、設立時基本財産約 300万円を市民の寄付で集めた先駆的な事
例である。
同基金は、先行研究でも取り上げられるように、設立の前年度に東近江市と実験
的に実施していたコミュニティビジネスの支援スキームが成果連動型の仕組みを採
用していたことから、「東近江市版 SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド )」と呼ば
れるなどして、そのローカル・ファイナンスとしての新規性が注目されてきた (深尾 
2017, 野口 2019, 山口 2020)。中野 (2021)は、東近江三方よし基金の設立経緯や事業
内容を詳述し、東近江版 SIBのみならず、同基金が活用する休眠預金・コミュニティ
融資などの多様な資金調達スキームや、同基金の果たす中間組織的な役割を詳細に記
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述している。また野口（2019）ならびに深尾（2017）においては、SIB事業に注目し
て事業者の成果目標などを参照しながら、東近江版 SIB事業の特徴やそのスキーム、
効果などが分析されている。このように同基金の資金スキームや同基金の地域におけ
る特徴的な役割が注目される一方で、なぜ東近江市において、こうした「先駆的」と
される取り組みが形成されそして今も機能し続けているのか、その要因の解明はまだ
十分に進んでいない。
地域の財団活動はそれ自体、活動の幅が広いことにも起因し、これまでの調査では
個別事業の成功・失敗の要因をその事業に関わったアクター単位の視点に求めること
が多かった。これに対して、事業に関わったそれぞれのアクター間の関係や、そうい
った関係が形成された経緯もまた、機能し続ける財団活動の要因分析に有用な手がか
りを与えてくれると考えられる。
そこで我々は、先に述べた東近江三方よし基金に着目し、その特徴がどのようなと
ころから生じ来るものなのか、これまであまり掘り下げられてこなかった地域の文
脈や基金設立の経緯に着目して現在の姿となった要因を探った。つまり、前史にある
どのような取組の積み重ねによって、同基金の先駆的な仕組みが制度化され、今なお
柔軟に発展できているのかを紐解くことを試みた。
先駆的な成功事例が「モデルケース」として安易に他へ移植できるかのように考え
られる中、地域の諸環境や諸条件、さらにはそういった制約で限られる選択肢のもと
で、多様な地域主体の内発的な動機に基づいて、制度を選び構築することはそれほど
簡単ではない。地域づくりの活動を一過性のものに終わらせないためには、行政や事
業者など単一の組織の傑出した個の力だけが必要なのではなく、それにも増して状況
に応じて協働できる柔軟な関係性が不可欠なように思われる。そうだとすればこの研
究の意義は、地域のアクター間の柔軟な関係性がどのように形成され、またそれが現
在どのように活きているのかについて知るところにある。
本研究ノートは上記の狙いに基づいた調査で得られた特徴ある情報の速報的共有を
意図して、以下のとおり構成されている。次の第 2章では今回の調査対象について
概観を紹介し、なぜこの事例に焦点を当てたかについて述べる。また同基金の名称に
もなっている「東近江」ならびに「三方よし」について、その歴史を簡単に紹介しな
がら土地柄に関する情報を前提として共有する。続く第 3章では、今回の調査結果
を記述し、中心的な問いである基金設立に至る文脈について考察を行う。第 4章で
当初の目的に対する所見を整理し、第 5章でそれらを踏まえた今後の研究の展望を
まとめる。
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２．今回の調査対象と我々の問題意識

2-1. 東近江三方よし基金の概要と特徴
東近江三方よし基金は滋賀県東近江市に所在する、市域を活動エリアとするコミュ
ニティ財団である。2016年に一般財団法人として組織化され、2017年からは公益財
団法人として活動を展開している。2021年度時点では大きく括って 7種のメニュー
で活動実績を積み上げてきており、その効果や地域にもたらした好影響については先
行研究で紹介されている (中野 2021)。
詳細な事業のスキームなどは先述した先行研究に詳しいので、ここでは我々が訪問
した際に提供された一覧表を活用し、簡潔に述べるにとどめる。以下に掲載する図表
は今回のインタビュー調査のために新規に整理された情報であり、最新のものと考え
られる。これまでの研究においては、定款上の目的に沿った事業の分類や、東近江市
版 SIB事業に重点を置いた分析の色合いが濃かったのに対し、時系列ならびにプロ
グラム別に整理されている点で新しくまた有益である。ただしインタビュー時点で整
理が未完了、または進行中だった情報についてはフォローできていないことを付記し
ておきたい。
では図表 1に沿って同基金の横顔を端的に紹介する。同基金設立前にあたる 2016
年には、基本財の市民からの寄付集めと並行して、東近江市版 SIB事業が展開され
た。財団法人設立後には、東近江市からの SIB事業の運営のみならず、中央省庁か
らの実証プロジェクトなど、同基金が直接・間接的に活用できる資金を東近江市内外
から獲得し、事業のメニューを増やしてきた。そして 2022年現在では、東近江市版
SIB事業、寄付を原資とした冠基金による助成、湖東信用金庫と連携した制度融資な
どの多様なメニューを揃え、地域内からの寄付基金の他、国や県の政策資金、民間資
金などを充当しながら、地域課題の解決につながる複数のプロジェクトを実施してい
る。その諸活動は、「住民が自ら出資をし、事業展開をしていくモデルはまだ・・・
東近江モデル以外日本では存在していない」(深尾 2017：32)、「市民の 「志のあるお
金」 を元手にコミュニティビジネススタートアップ事業や福祉分野の地域課題に取り
組む事業者に出資をする方法」(中野 2021: 53)といったように、ローカル・ファイ
ナンスの理念に当てはまるものとして先行研究では論じられている。
同基金の先駆性としては、成果志向のプロジェクト運営、市民参加による自治意識
の形成、ソーシャルキャピタル蓄積の手段としての有効性などが具体的に指摘されて
きた（野口 2019：158-159）。また同基金設立にも関与した山口（2020）によれば、
同基金は「資金流出防止」「外部資金獲得」「地域循環」といった地域経済の課題をめ
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ぐる議論から生まれてきていることも報告されている。地域の課題解決に向けた地域
内資金循環の向上に寄与する仕掛けとしても認識されていることで、その先駆性なら
びに効果効用は他地域からも注目を集めている。雲南コミュニティ基金、南砺幸せ未
来基金などがこの東近江三方よし基金を参考に設立され、休眠預金事業においてはこ
の三者が提携して採択されたことも、その一つの表れである。
そうした東近江三方よし基金に関して、これまでの研究においてはスキームの新し
さや時期的な理由から、東近江市版 SIB事業に着目し成果連動型の助成金の支払い
の仕組みや効用が分析されることが多かった。例えば、事業者と成果目標を協議しな
がら設定することにより、市民からもその成果目標への共感を引き出す仕掛けなどで
ある (中野 2021)。今回のインタビュー時点では支援メニューも充実してきているこ
とから、そもそも SIBに限らず他のプログラム、例えば寄付金を原資とした公益助
成にも共通する特徴がみられるのではないかという点も本研究で注目したポイントの

図表１：東近江三方よし基金のこれまでの足跡
2016 2017 2018 2019 2020 2021

転移所務事定認益公立設人法団財般一会備準立設

寄付活用

休眠預金活用

(コレクティブインパクト

事業）

未来投資創出事業

行政との協働

法人運営

調査研究事業

東近江市版
SIB事業

公益活動助成

社会的投資推進

コミュニティ融資

2事業4事業

5,630千円
4事業5事業4事業

自然環境を活かした新・近江商人応援事業 2018～2020年

東近江の森と人をつなぐあかね基金 2019年～

新型コロナウィル
ス対策のための
子ども・若者への

新型コロナウィルス対応緊急支援
助成2020年～

活動支援事業 2020年～

京都・北都・湖東信金によるわがまち基金事業 2019年～

まちづくりファンド創設検討 2020年～

湖東信金と連携した制度融資検討 2019年～

イヌワシの棲む森づくり 2017～2018年

地域で育むアイデンティティ

2017～2018年

ガバメントクラウドファンディング
（東近江１００年の森づくり）事務局設置 役員就任 2017年～

厚生労働省実証事業 2017～2019年

環境省実証事業 2017～2020年

国土交通省実証事

（出典）東近江三方よし基金提供資料をもとに著者ら作成。



163〈研究ノート〉 東近江三方よし基金

一つである。

2-2. 基金設立の遠因となる土地の風土：三方よしの名称
さて本論に入る前にもう一つ、当該基金が立地する近江地域の地史についてごく簡
単に振り返っておきたい。周知のとおり基金名称にも使われている「三方よし」は近
江商人を表した言葉であり、そのような土地柄は基金の設立に影響を及ぼしていると
考えられるからである。
東近江市は平成の大合併他、幾次にも亘る合併を経てできた比較的新しい市であ
る。そもそも湖東・近江地方は琵琶湖の水上交通もあり古来より交通の要衝で、「近
江を制する者は天下を制す」とも言われた。事実、戦国・安土桃山期にはこの周辺に
信長や秀吉にゆかりの安土城、長浜城、佐和山城も築かれるなど常に権力者の関心を
集めた地域であった。なかでも東近江市は中山道、東海道、鯖街道、北国街道、朝鮮
人街道、八風街道と多くの主要な街道が通り、東西の文物が交差する重要地点であっ
た。
中世を通じて東近江市域の領主であったのは佐々木六角氏で、これを支える伊庭
氏、後藤氏ら国衆たちがこの地には多く住んでいた。また東近江市には、中世の民衆
が残した古文書が全国的にみても数多く残っている。国指定重要文化財今堀日吉神社
文書をはじめ、市指定の光明寺文書・端家文書・山部神社中世文書・八王子法橋伝来
文書・押立神社文書・八王子稚児宿伝来文書がある。これらの記述から、掟を決め、
森林などの共有財産の管理、相論の裁定、年貢の納入などを、神社を中心にした惣村
組織で行っていたことが、市のウェブサイトでも紹介されている。時代が下り江戸期
に入ると近江の地には彦根藩の所領の外に幕府天領、さらには大小さまざまな大名旗
本たちの所領飛び地が入り混じる。これは秀吉が遠隔地の有力大名に京都での暮らし
の便宜を図るために分け与えた「在京賄料」に由来すると考えられている。つまり当
地は、比較的小規模に区切られた地域が並び立ち、水利をはじめ互いに調整をつけな
がら暮らしを立ててきた地域なのである。
明治維新後は、廃藩置県後になされた府県統合から、その後市町村制の施行とそれ
にともなう明治の大合併、さらには昭和の大合併（1953年）を経て現在の市町村の
原型となる 1市 5町 1村ができてきた。
これらのような過程および地勢的な事情から当該地域では自治の下地があったとこ
ろに、その交通の便を最大限に生かすことで近江商人と呼ばれる力を持った商人が生
まれた。「商いというものは、適正な利益を得て、売り手も買い手も満足する取り引
きでなければならない。そして、その取り引きで得られた利益は、広く地域社会全体



164 『人文×社会』第 8号

の幸福につながるものでなければならない」という共存共栄の精神（近江商人博物館
サイト）が現代になって三方よしという言葉に集約された。東近江地域は今も、共
存共栄を重んじる近江商人の町であることが大きなシンボルになっており、例えば、
2010年開催の「緑の分権改革推進会議第一分科会第 1回」に出された東近江市の資
料でも「三方よし」とその説明が取り上げられている（東近江市 2010）。このように
近江地域にはその気風が今なお色濃く残り、今回取り上げる基金名称の由来ともなっ
ている。

３．東近江三方よし基金設立前の経緯

3-1. 東近江市の環境計画から包括的な未来像へ
これまで先行研究の多くでは、本基金設立のきっかけとして 2015年のコミュニテ

ィファンド研究会の存在が指摘されてきた。しかし東近江市三方よし基金誕生の背
景を探るには、2010年前後からの「2030年の東近江市の将来像をめぐる市民・事業
者・行政の三者による対話」の過程に遡る必要があると考えられる。なぜならこの対
話の過程があったことで、市民・事業者・行政の関係は緊密さを増すこととなったか
らである。その社会関係資本が基金設立時の基本財約 300万円の寄付の中心的な役
割を果たした他、基金が東近江市役所の各種計画の中に位置づけられ、さらには基金
の事務局が市役所にオフィスを構えながら、行政ベンチャー的役割を担い、市役所と
相互補完的な関係性を築く基礎となってきたと解釈できる。また、東近江市の 2030
年の将来像を、市民・事業者・行政の三者の間で対話するなかで地域資源が多元的な
「資本」として認識されてきた経緯もある。このことにより、基金の設立目的に、多
元的な地域資源の循環と蓄積が明記された他、基金の成果指標づくりにおいても、狭
義の経済的指標に還元されない地域の実情に即した観点が活かされた。
そこで我々はまず、包括的な東近江の未来像がいかにして策定されてきたのか、そ
してその未来像の中に、基金構想がいかに位置付けられてきたのかを、2010年代初
頭の市民・事業者・行政の対話に遡って見ていくことから始めたい。

2006年 3月に制定された「東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例」の理念に
基づき、2009年 3月に「東近江市環境基本計画」(第一次 )が策定された。この第一
次計画策定にあたっては、市民、市民団体、事業者及び行政が対等の立場で参加し、
共通のテーブルで環境への取り組みを協議、推進する組織として 2009年 2月～ 2011
年 3月にかけて、おおよそ 10回 (円卓会議６回、有志による会議 4回 )にわたり「ひ
がしおうみ環境円卓会議」が実施された。
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環境計画の策定の一環として始まった「ひがしおうみ環境円卓会議」であったが、
会議の当初から環境問題に止まらない幅広い分野・領域を包含した議論の必要性が想
定され、環境保全のみの対策では東近江市が抱える課題解決には不十分であるという
認識が参加者の間で共有されていた。そのことは会議に召集された委員が農業や環境
学の有識者のみならず、まちづくり、福祉、金融、さらには企業や金融、コミュニテ
ィ分野と非常に多岐にわたることにも顕れている。
同円卓会議では、東近江市の将来あるべき持続可能なまちの姿や、その姿を実現す
るための指標設定について議論され、その成果は「2030年東近江市の将来像 2010年
度版」としてとりまとめられた。後述するように、2016年に基金が基本財の約 300
万円を市民から集める際、同円卓会議に参加した市民・行政の代表 50人が中心的な
役割を果たしていた（中野 2021）。そうした側面を見て、2010年代からの市民・行
政参画による環境計画・東近江の未来像の実現に向けた手段が具現化していったもの
として、東近江三方よし基金を捉えることも可能だと考えられる。
その後この「2030年東近江市の将来像 2010年度版」の内容は、2017年度に策定
される「第二次東近江市環境基本計画」(計画期間 2017年度～ 2025年度 )に盛り込
まれた。第二次計画には、「東近江市が持つ豊かな自然と市民の営みが有機的につな
がり、市民が豊かさを感じる循環共生型社会」が目指すべき将来像として描かれた。
そして社会経済の前提として自然環境や人間関係の豊かさの重要性を再確認し、地域
資源の見直しと可視化が試みられた (地球環境パートナーシッププラザ 2018)。その
内容はまず、地域資源のあらゆる基盤として山里川湖や生物などの「自然資本」を位
置付け、その上に人が作り出した仕組み、建築物、道路、住宅、公園などの「人工資
本」、人の能力、人口、健康、教育など「人的資本」、人々が持つ信頼関係や人間関
係、ネットワーク、家族、友人、規範など「社会関係資本」が育まれる。そしてそれ
によって、歴史、祭り、生活文化など「文化資本」が蓄積されるという関係性である
（図表 2）。
第二次計画では、住民による持続可能な地域づくりや、地域の特性やつながりを生
かすことが重視され、上述のように多元的に定義された「地域資源」を (1)活用し、
(2)見直し、保全・再生するとともに、(3)地域資源をつなぐ仕組み作りを推進する
ことが、３つの基本方針とされた。
この第 (3)の基本方針である「地域資源をつなぐ仕組み作り」に関して、同基本計
画には「環境活動を行う市民をつなぐ場として、課題共有や事業の動機づくりを行う
『東近江市環境円卓会議』 と、市民活動の資金支援を行う 『東近江三方よし基金』 が
連携します」と明確に述べられており、円卓会議の運営団体である東近江市の中間支
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援組織「認定 NPO法人まちづくりネット東近江」と連携する基金の存在が、環境基
本計画のなかに位置付けられたことが見て取れる (中野 2021:56)。
一方で、こうした多元的な地域資源に対する捉え方は、第二次東近江市環境基本計
画策定と同年に設立される東近江三方よし基金の設立目的にも反映されている。東近
江市三方よし基金の定款の目的の項には、「この法人は、東近江市の地域的課題を、
同市の豊かで特色ある自然資本・人工資本・人的資本・社会関係資本といった 「地域
資源」 を活かしつつ解決を目指す多様な主体並びにその取組みに対し、それらを市民
自らが支える仕組みを構築することを通じて、「未来資本」 を創出し、東近江市地域
の活性化及び循環共生型の社会づくりに資することを目的とする」と記されている。
そしてこの地域資源に関する多元的な理解の深まりは、本基金設立後、事務局や理
事らが事業者とともに策定する成果目標へも影響を与えているように推察される。例
えば日本の自治体の多くで採用される SIB事業では、経済合理性と比較的合致しやす
い医療や福祉といった社会保障分野、さらには引きこもりの就労支援といった成果目
標を設定して、金銭的に換算したアップサイド・ダウンサイドの税収変化を計測する

図表２：東近江市の第二次環境基本計画基本方針と「地域資源」の関係

（出典）東近江市 (2022)『第二次環境基本計画中間見直し【概要版】』
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ことにより事業の成果を経済的指標に置き換えて把握することが多い (江夏 2019)。
それに対して本基金では、日本の自治体 SIB事業では珍しい、「自然資本」や「社会
関係資本」の蓄積を評価指標とした取り組みがなされている。たとえば、川の関係人
口を評価指標とし、川に関わる人 (川がき )を増やす地域取り組み (公益財団法人東
近江三方よし基金 2021)や、こども食堂における「社会関係資本」の増加を評価指標
とした事業 (中野 2021)への助成の事例がこれに当てはまる。こうした事例が実現す
る背景として、上述したような東近江の「地域資源」を自然資本、人工資本、人的資
本、社会関係資本、文化資本の多元的な蓄積と捉えることに対して、市民・事業者・
行政の間で一定の共通理解があったと考えられるのである。
このように、2010年代初頭に行政の環境計画策定から展開された市民・事業者・
行政による将来の東近江像の構想は、結果としてこれまで行政が専ら担ってきた「地
域資源」の可視化と「地域資源」の蓄積を、三者で協働して行う契機となった。こう
した市民・事業者・行政の連携は、基金設立後の基金・事業者間の関係においても、
地域課題の解決を最優先する伴走体制として体現されてきたと言える。
以上、本節では東近江三方よし基金を、2010年代に策定された東近江市の環境計

画および将来像「2030年の姿」からの持続可能な地域づくり活動の過程に位置づけ、
関係性を述べてきた。次いで次節では、財団法人設立に時を進め、東近江三方よし基
金が地域の基金としていかなる問題意識と経緯のもとで形作られてきたのかを詳細に
記述する。

3-2. 新たな地域資金の流れから基金設立へ
東近江市の環境計画の策定が進められた 2010年代には、並行して地域の分権化や

地域内での地域資源の循環の必要性の認識も進んでいった。民主党政権下の 2010年、
政府は地域分権改革を重要政策の一つとして掲げ、「緑の分権改革」を推進していた。
東近江市でも「緑の分権改革課」を設置し、総務省および滋賀県からの事業委託を受
け、太陽光や小水力、バイオマス資源などのクリーンエネルギーの利活用の調査実験
を推進していた (西澤 2010：27)。これに関連して、学識者や市内の団体代表らでつ
くる「東近江緑の分権改革研究会」が設置され、資金調達、情報発信、地産地消の３
つが分科会のテーマとして採択された。そのうち、資金調達の分科会では 2008年に
京都地域創造基金を設立した深尾氏が講師として招かれ、地域のソーシャルビジネス
を営む非営利の事業団体の多くが資金難であることなどが議論された。そのことは分
科会の報告書でも、市民ファンドの組成の可能性に言及される形で残されており、基
金の設立の萌芽となっていったのである。
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深尾氏らを招聘した研究会の設立当初から資金調達の方法への関心も高く地域基金
の設立のアイデアもあったが、当時はその方法が不透明で、それが具体化されるの
は、2015年以降の資金調達環境の変化を待たねばならなかった。

2015年当時、休眠預金、遺贈寄付、SIBなどの議論が盛んになっていた。これを
潮目とみた行政担当者により基金設立に向けた検討会が設置され、市は環境基本計画
の見直しと同じく地域のお金の流れを検討する場としてコミュニティ財団研究会を発
足させた。金融、まちづくり協議会や NPO、そして地元の信用金庫から有識者を招
聘した調査検討会を組織し、約半年をかけて検討した。その過程で地域から域外の都
市にお金が流れている実態が明らかになり、地域経済循環の重要性が改めて認識さ
れ、地域には行政とは「別のお財布」が必要という議論が行われた (山口 2020)。検
討会の結論としては、財団法人などの受け皿を設立し、寄付だけでなく、融資や投資
も包含した資金を地域循環させることが構想され、具体的な活動の第一歩として後述
する東近江市版 SIBに焦点が絞られた。
この東近江市版 SIBは、上述の研究会において深尾氏が発案し、その資金の使い

方や成果評価などが検討され、他の研究会メンバーからも賛意が得られた。それによ
り本来資金を管理すべき基金本体が設立される前から、東近江市版 SIB事業を並行
して実施することが決まり、実際に 2016年には市の事業として 4案件が組成された。
これが東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業である。この事業にお
いては、主管たる東近江市まちづくり協働課の他にまちづくりネットが参画して採択
事業者のサポートを行った (中野 2021)。
同時に 2016年度には、設立準備会を設置して、一般財団法人の設立時基本財産

300万円を寄付によって集めることに乗り出した。この寄付運動は、結果として 772
人から 300万 1千円の寄付を達成し、翌年に一般財団法人として基金の設立に結実
するのであるが、設立準備会議の委員ならびに 50人程度のファンドレイジングチー
ムがそれを可能としたという。このチームは市役所の職員ではなく、上述の円卓会議
などを通じて緩やかにつながりが形成されていた市民や民間事業者、ＮＰＯ団体など
のメンバーであった。事務局長は当時を振り返り、彼らおよそ 50名の方々の人徳を
強調した。彼らがどのように選ばれたのかという問いに対し、環境・産業・福祉・ま
ちづくりなどの各領域のキーマンを集める飲み会が、2010年代を通して続けられる
うちに参加者は 100人程度の規模にもなり、リストアップしてみると 300名ほどの
名簿ができていたというエピソードを開陳いただいた。その中でも毎回参加している
人や地域の顔役など、とくに寄付集めの役割に適していそうな方を事務局で選定し、
無償でこのファンドレイジングチームに携わってくれるよう働きかけをしたとのこと
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であった。
運動開始前は寄付者 1口 1万円で、300口集めることを想定していた。だが、事務
局内部において、「それでは設立時に 300人しか関与できない。人口の１％に関わっ
てもらうことを目標にすべきであり、東近江市 11万人の人口を考えれば１口 3千円
として 1000人集めるのはどうか」という声があがったことから、より多くの市民を
巻き込む方向へ舵を切った。しかしそれは簡単な道のりではなく、ノルマ達成に向け
て毎月グラフをつくり集金状況の可視化を行うなど、「半年の間銀行の営業担当者の
ように集金活動を行った」と事務局長は振り返る。この基金設立時の寄付運動の困難
さは、その時点では使途のはっきりしないことにお金を出して貰うことに起因してい
た。それをよく表すエピソードとして、後になって成果報告会などの場面で「これが
あの時の３千円か！（今わかった）」という声があがることもあったという。事業資
金でなく、設立時資金というある意味で “塩漬け ”になる資金集めを可能にしたのは、
先述のファンドレイジングチームの構成員の信用が大きかったというが、おそらくそ
れが本音であろう。

４． 市民・事業者・行政の三者が関わる基金の仕組み：経緯から見
えてきたその源泉

さて、本報告では冒頭に述べたように、「なぜ財団が今在る形を獲得し機能できて
いるのか」を探るべく、基金の特徴的な活動スタイルのもとになった根の部分、つま
り基金設立前の経緯に遡った。東近江三方よし基金の先進性は特定のアクターによる
アイデアの所産にのみ依拠するものではなく、基金が成立する以前から積み重ねられ
てきた地域での議論とそこから内発的に生じてきた意思に基づくもので、それこそ
が他地域の基金や SIBと異なる東近江の独自性を形作ったと考えられる。そこで第
2章で触れた同基金の特徴的な活動、ならびに第 3章で報告した設立前後の経緯につ
いての情報から、市民・事業者・行政の三者の関係性にフォーカスして、我々が東近
江地域でのコミュニティ財団の独自性を生み出した源泉だと考えるポイントを以下の
３つの節に亘って整理する。
その 1つ目は、市民・事業者・行政の三者のつながりの形成である。そもそもこ
れらのアクターが立場を超えてつながることから、基金は成立に向けて動き始めた。
2つ目は、つながりの中での価値観の共有である。単にコミュニケーションが深まっ
ただけでは何も生まれない。そこに価値観が共有されることで連携に方向性が生まれ
ることになった。そして 3点目は、具体的な取組として形を成し現在なお展開し続
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けている事業の実施スタイルである。伴走型の実施スタイルは本基金の強みである
が、それが形作られたのもまたこれまでの過程があったからこそである。

4-1. 土台としての東近江市の市民・事業者・行政のつながり形成
まず、市民・事業者・行政の三者が集った 2010年代初頭の円卓会議を契機とする

対話の場が、持続的に地域の社会関係資本を蓄積させた。この円卓会議や地域ネット
ワークつくりによって結ばれた市民のうち約 50名が、同財団の基本財の寄付を集め
る上での主体的な役割を果たしたことはすでに述べたが、そうした多様な分野におけ
る地域活動の中心的なメンバーに止まらず、広く市民から寄付を集めたことは、同基
金が依拠する市民からの協力・理解を、より広く浸透させ、ひいてはその事業を円滑
に推進する上での下支えとなっているとも言える。また、決して都市部でもない東近
江市が全国他市に先駆けて市を領域とするコミュニティ財団の設立を実現できた要因
は、地域循環型経済の実現や地域資源に対する理解の深まりから同基金設立への機運
が市の職員や市の事業者に広く共有されていたことにもあると我々は考える。

4-2. つながりの中での価値観の共有：多様な資本の言語化と共有化
このような三者の協力で生み出され、言語化されたビジョンや価値観は、基金の助
成対象の選定にも反映されている。例えば、上述の地域の「自然資本」である川の保
全を、川の関係人口を評価指標とした、『そとイコ 「川ガキ育成塾」』のプログラムづ
くりプロジェク事業や、こども食堂を中心に地域の「社会関係資本」を蓄積させ可視
化させることを評価指標とした事業などは、その最たる例である。こうした地域の未
来像や価値観に根差した評価指標の策定は、前段で述べたように、2010年代からの
環境計画の議論を経験しそこから三者の間で持たれた、東近江の未来像や大切にした
い価値観を育み共有してきた時間に根差していた。

4-3. 伴走支援に表出する連携
三者の関係性は基金の成立をゴールとしていたわけではない。基金の活動において
も制度的に反映されていたことが今回の調査で見出された。市民・事業者・行政、と
きには外部の有識者を能動的に参画させる以下のような各仕掛けが埋め込まれている
ことがわかったのである。

【成果指標】…成果指標に関して言えば、従来の研究で指摘されてきた SIB事業以外
のメニュー執行においても基金は「成果指標」を作成していることが、今回の調査を



171〈研究ノート〉 東近江三方よし基金

経て分かった。しかもそれは SIB事業と同様に徹底した伴走支援のもとで作られて
いた。具体例として 2021年に公募を開始した「ＫＢＭありがとうカンパニー基金」
の採択団体のケースなどが挙げられる。「ガリ版コレクションアーカイブプロジェク
ト」が採択され成果目標として「つながりの増加」「つながりの見える化」「アーカイ
ブの公開」が設定された。採択時に 8割の助成金が支払われ、事業終了時に成果目
標が達成された場合に審査会を経て残りの助成金が支払われるという成果連動型支払
いを非 SIB事業でも採用している (東近江三方よし基金ウェブサイト）。この成果目
標も、基金側で策定し一方的にそれを押し付けるのではなく、審査プロセスにおいて
双方が納得するまで、課題解決に向けたロードマップを作成しながら「ロジックモデ
ル」風に設計したとのことである。それら成果指標の審査プロセスもまた、行政が通
常助成する際のそれと異なるものであることも分かった。

【審査過程】…成果指標がより重要となる SIB事業の審査過程においては 5人程度の
委員会が設置され、そのメンバーも行政側 1名、基金理事 2名（うち 1名は東近江
市副市長と兼任）、地域金融機関や大学職員等の専門家 2名と、幅広いステークホル
ダーが含まれた。この委員会が申請団体ごとに協働して成果指標を設定している。こ
の意義についてインタビューにおいては２つのことが語られた。ひとつは「時間が経
過するにつれて、担当者も助成対象の企画の意義や目的、達成度を考える機会を設け
にくくなり、助成した後の評価や振り返りが不十分になる傾向がある」という問題意
識である。さらにもうひとつは「資金提供側という意識でなく、課題解決を行う仲間
になる」という効果があり、それを意識しているとのことである。

【プログラム・オフィサー】…加えて発見されたこととしては、財団理事も、無報酬
にもかかわらず、案件の採択の可否のみならず取組の充実に関与することで、「審査
者」ではなく「プログラム・オフィサー」として活動しているとのことである。この
結果、財団が従来型の資金提供組織に止まることなく、地域の事業者との連携やプ
ロジェクト実施に関するノウハウが基金・助成団体に共有・蓄積される。この現象
は、理事である市民と事業者の間の連帯を生み、同時に基金と事業者の間での伴走体
制を、仕組み化する役割を果たしていると言える。実際に、その形成された知見を
「HIGASHIOMI PROGRAM OFFICERʼS GUIDE BOOK」と題するパンフレットを
作成することで可視化して、新たなプログラム・オフィサーを育成しようとする動き
もあることがわかった。
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【案件組成】…さらに、基金は事業者からの申請を待つだけではなく、地域に出かけ
て行き、将来事業者となりえそうな団体と、常日頃からコミュニケーションを取るこ
とにより、その団体の取組みに適したプログラムを紹介することや、場合によっては
相手を促しつつ、課題解決案件の組成の段階から関与することもあることもわかっ
た。そこまで積極的に踏み込むことで、その課題に関するいわば同志となる。ただ、
最終的には実行者が主体的な判断で企画の立ち上げを行うのを待つので、助成受給団
体側の能動的な意識を高めることに一役買っていることも判明した。

これらのように同基金の執行スタイルにおいても、三者の協働関係が自然に埋め込
まれている。こうした活動のスタイルは基金を設立する際に関係者で取り決めたもの
ではなかった。むしろ順序は逆で、地域のためにこのような伴走型のスタイルで市民
を巻き込んでいく仕掛けが必要だったからこそ、このような運営体制が構築され、今
もなお進化しているのであった。こうした意味でも、本論考が明らかにした基金の設
立前の経緯すなわち、市民・事業者・行政が地域の未来像について対話を重ね、地域
資源を可視化・蓄積していったことが、2016年の設立後の多様な事業展開へ同基金
を方向付けた重要な伏線であったと言える。東近江版 SIB事業のような特定のプロ
グラムだけに見られる先駆性ではなく、深く共通した文脈の上に成り立つものなので
ある。

５．今後の研究展望

以上のとおり、コミュニティ財団活動といっても様々なものがあるなかで、今回調
査した東近江三方よし基金においてはその成立前・設立経緯が今の形につながってい
たことが分かった。さらに財団単体に注目するのではなく、市民、事業者や行政をは
じめとする多様なステークホルダーとの関係性を通して見ることで、なぜコミュニテ
ィ財団が現在のような形をとり、そして機能しているのかを理解する大きな手がかり
を得ることもできた。今回の調査を行ったことにより、基金設立前後、とくに設立前
の伏線がその後の基金のあり様に結びついていることと、基金そのもののみならず、
市民・事業者・行政の三者関係を加えて、時系列的に分析することの重要性が示唆さ
れたと我々は考える。
今後は、こうした経緯による分析や、市民・事業者・行政の三者関係分析のなかに
各コミュニティ財団を位置付けることで、事業視点だけではない、地域の三者関係や
地域の文脈を踏まえた財団間の比較分析が可能になると考えられる。また取り上げた
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事例のようなコミュニティ財団ばかりがローカル・ファイナンスの形ではない。地
方債のほか、SIB、プロジェクト・ファイナンス、クラウド・ファンディング、まち
づくりファンド、ふるさと納税等、自治体の資金調達における努力は拡大し、ローカ
ル・ファイナンスの方法も多様化していく中で、コミュニティ財団に限らず、地域に
出入りする資金の流れと、それを可能にする制度、そしてそうした制度・資金を活用
する地域アクターを整理していくことによって、地域における資金循環を高める取組
に役立つより広範な知見の発見が期待できるようになる。そのような研究は、地域開
発とその主体に関して、外部資本による全国画一的な開発へのアンチテーゼとしての
議論を含む、内発的発展論の系譜をも想起させる。その地域ならではの制約条件を見
つめながら、主体的な選択構築を行っていく営みを記述することも、本研究から展望
できる一つのテーマだと考えている。
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本研究を行うにあたり，東近江三方よし基金の山口美知子常務理事兼事務局長から
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〈研究ノート〉

統計グラフの脱魔術化
チャートジャンクはなぜ糾弾されなければならないのか

伊藤 未明

1. チャートジャンク論争

インフォグラフィックスの分野では「チャートジャンク論争」として知られる対立
がある。これは 1980年代に、統計学者でデータグラフィックスの理論家・デザイナ
ーでもあるエドワード・タフティが、データを正しく表現しないような装飾過多のグ
ラフィックスを激しく批判するときに、これらのグラフィックスを「ごみチャート
（チャートジャンク）」と呼んだことが論争の発端となったものである（永原 2016, 

108–111; 伊藤 2021）。例えば、図 1左に示すような漫画的なイラストを伴った装飾
的なグラフは、タフティによってチャートジャンクとして批判されたグラフの典型で
ある。タフティは、さらにグラフの塗りつぶし（図２左）や立体グラフもまた、チャ
ートジャンクであるとして批判した（Tu�e 2001, 107–121）。これらに対してタフテ
ィが提唱したのは、図 1右のようなきわめて少ない要素から構成されるグラフであ
り、必要最小限の点や線のみで描画されると言う意味でしばしば「ミニマリズム」と
呼ばれる（対して装飾的要素の多いデザインの立場を「デザイン主義」と呼ぶことに
しよう）。
タフティのミニマリズムから見ると、統計グラフにおける装飾はデータの正しい分
析を阻害し、誤った意思決定を導いてしまうという危険性を孕むものである。ミニマ
リズムにとっては、グラフを使う人の分析的思考が正しいデータ解釈に基づくことが
至上命題なのである。他方、デザイン主義者から見れば、こうした装飾的デザインは
効果的な視覚コミュニケーションにとって必要なものである。デザイン主義者の立場
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の代表的な論者で、図１左のグラフを制作したグラフィックデザイナーのナイジェ
ル・ホームズによれば、タフティが主張するような分析的思考のために、現代の忙し
い一般ユーザーは時間を費やす訳にはいかず、グラフやチャートを見てその要点を
即座に、明瞭に理解しなければならない。したがって、見る人の直感や感情に訴え
るようなデザイン性をグラフィックに盛り込むことには価値があると反論している
（Heller 2006, Sec. 17）。
この論争は、インフォグラフィックの実用性（または機能性）と、制作者（デザイ

図１：チャートジャンク（左）とミニマリズム的グラフ（右）（Bateman et al. 2010）

図２：チャートジャンク（左）とミニマリズム的グラフ（右）（Cairo 2013, 67）
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ナー）の主観性に基づく美的なものとの間の対立とバランスをめぐる論争として見做
されることが普通である。ミニマリズムはデータ分析という実用的な便益を重視する
のに対して、デザイン主義は見る人の感性に訴えるような美的なインパクトを生み出
すために、個性的な表現による描画を推奨する傾向が強い。実際に、多くのデータ視
覚化に関する文献や書物では、この二つの立場の間のバランスを取ることがデザイナ
ーには求められるのだということが書かれている（Cairo 2013, 45–70）。まさに実用
的な目的を優先させるか、デザイナーの個性や主観を優先させるか、という二つの極
の間のバランスの問題とされるのだ。
しかし、この論争で特異に映るのは、タフティによるチャートジャンクに対する攻
撃の激烈さであり、これに対峙するホームズたちデザイナーの受け止めの冷淡さとい
う、互いの態度の非対称性である。タフティがチャートジャンクを攻撃するときに強
調するのは、グラフィックスの制作は単なる知的な営みであるだけでなく、道徳的な
行為でもあるということだ（Tu�e 2006, 141）。タフティにとって、グラフやチャー
トを装飾的にデザインすることは倫理的に許し難い行為であり、その元凶は 1970年
代からアメリカのマスメディアでデザイン部門の要職についていたアートディレクタ
ーたちが、悉くデザイン主義者であったからなのである。そして、こうした害悪を除
去するためには、メディアにおける統計グラフ制作の主導権をこれらデザイン主義者
から奪還すべきだとまで主張するのだ（Tu�e 2001, 80, 87）。これではまるで、デザ
イン主義者が横暴で反道徳的な思考を持つ人々であると断罪しているようである。
これに対して奇妙なのは、このようなタフティの攻撃に対して、ホームズはそれほ
ど多くの反論をしていないことである。少なくともホームズはタフティに対して直接
的な反応をしておらず、インタビューに答えて「ホームズと私とは立場が違う」と述
べるにとどまっており（Heller 2006, Sec. 17）、タフティの激烈な調子とは全く異な
り比較的穏やかな態度を取っている。加えて、デザイン主義を擁護する先行研究の多
くで採用されるのは、装飾的なグラフやチャートの視認性や覚えやすさを認知心理学
的な実験の結果によって示すことであって、タフティのように倫理的な善悪の判断に
訴えることはない（Cairo 2013, 66–67）。
もちろん、行政機関による統計不正や、感染症予防に関するミスリーディングなチ
ャートに悩まされてきた我々にとって、感情に訴えるような視覚化が正しく事実を表
現しているわけではないことは明らかである。しかしだからと言って、なぜミニマリ
ズムはデザイン主義をかくも激烈に攻撃するのか？なぜデザイナーの道徳まで持ち出
して、その人格まで攻撃するのか？これでは「バランスを取れ」と言われても、バラ
ンスの取りようがないのではないか？
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2. アドルフ・ロースの機能主義とデザインの脱魔術化

タフティから遡って約 70年前に、タフティと同様に装飾的なデザインを激しく糾
弾した人物がいる。それは、オーストリアの建築家アドルフ・ロースである。ロース
は 1908年のエッセイ「装飾と犯罪」（ロース 2015）において、当時ヴィーンで流行
していたアール・ヌーヴォーのような懐古的な建築装飾を排除して、建築の機能性を
重視するデザインを提唱した（機能主義）。ロースにとって装飾とは「文化の進歩と
は相容れない行為」であり、装飾の使用は「人間が文化的に成熟していないことの証
左」であると、ロースはみなしていた（世利 2017, 20）。そして、懐古的な装飾を有
難がる人々は「詐欺師か変質者」であるとまでロースは断罪するのである（ロース 
2015, 92）。
ロースのこのような装飾の排除は、確かにタフティのミニマリズムと共通性があ
る。すなわち、装飾を好むデザイナーやユーザーの道徳性そのものまで攻撃対象にす
るという点である。もちろんロースはタフティよりも、より芸術に近い分野（建築）

図 3：ルーファー邸（Haus Rufer）、ヴィーン（アドルフ・ロース設計、1922 年）（digital 
photograph taken by heardjoin from Wikimedia Commons、アクセス日：2022 年 2 月
20 日）
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で仕事をした人物なので、ロースによる装飾の位置づけは歴史的なものである。つ
まり、ロースは何が装飾で何が機能なのかは、歴史的に変化するのだということを
理解していた。したがって、あらゆる装飾的なものを排除せよ、ということを主張
したわけではない。ロースが主張したのは「装飾とは 『モダニティの否定』 なのだ」
（Benjamin 2000, 42）ということであり、彼が排除しようとしたのはあくまでも文明
の近代性から見れば時代に適さないもののことであった。
しかしそれでもこのようなロースの立場は、装飾と機能のダイナミックな関係を機
能不全に陥らせてしまうものだと看破したのが、テオドール・アドルノであった。ア
ドルノによるエッセイ「今日の機能主義」（アドルノ 2017）で指摘されているのは、
デザインにおける機能的なもの（有用性）と装飾のあいだの弁証法的な運動こそ、デ
ザインと芸術の歴史的なダイナミズムをもたらしているということだ。ロースも確か
にこうしたダイナミズムを認識していたのだが、装飾を排除して機能性を優位に置く
ことを、普遍的な人間生活の幸福の追求（「文化の発展」）と結びつけてしまったこと
によって、ロースの主張は芸術運動のダイナミズムそのものを袋小路に追いやってし
まうという自己矛盾を起こしている、とアドルノは指摘する。つまり「文化の過程は
日用品から装飾を削ぎ落としていく過程に相当する」（ロース 2015, 83）とロースが
書く時、そこでは装飾性の絶対零度が目指されているのであり、ロースが自身で認め
ているはずだった機能と装飾のあいだの相対的な価値バランスによるダイナミズムは
霧消してしまっているのだ。
アドルノがこのエッセイを書いたのは 1966年であり、ロースの機能主義を起源と
するモダニズム建築はその時点で既にある種の装飾に転じてしまっていた 1。その意味
では、アドルノの弁証法的な批判は、それ自体としてさほど新たな発見がある訳では
ない。むしろアドルノのエッセイにおいて我々の手掛かりとなるのは、装飾的なデザ
インに対するロースの激しい憎悪を、アドルノが特に取り上げて論じていることであ
る。
アドルノは、このような憎悪はそもそもロースの機能主義に内在するのだと指摘す
る。アドルノによれば、ロースのこうした憎悪は、機能主義が装飾の排除によってデ
ザインを脱魔術化しようとする契機に根差している。ホルクハイマーとの共著『啓蒙
の弁証法』（ホルクハイマー／アドルノ 2007）でアドルノは、啓蒙と文化産業の弁証
法的な歴史を次のように説明している。すなわち、自然の力と古代の魔術的自然崇拝

1　 このエッセイは、アドルノが 1965年 10月にドイツ工作連盟大会で講演した内容を、翌年
1966年に出版したものである。
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を、言語や文化を脱魔術化することによって克服するという科学と理性の歴史は、や
がて人間の生活のあらゆる面を包摂するようなシステムとなって人間生活を支配す
る。科学と理性は、世界を脱魔術化する運動のなかで、自身が非合理的で魔術的なも
のへ転じてしまうのだ。
こうした科学的理性が人間に向かって抑圧的にふるまうという逆説と同様のプロセ
スを、アドルノはロースの罵言の中に見てとる。装飾を好む人々のことを変質者とま
で呼ぶロースの憎悪に関して、「変質という罵言によって、ロースは本人にとって好
ましいものではなかったと思われる関連のなかに陥ってしまいます」とアドルノは
指摘する（アドルノ 2017, 135）。アドルノによれば、ロースの機能主義はつまるとこ
ろ、建築デザインから非合理的な魔術性（すなわち懐古的な装飾）を排除することで
あったが、ロースの罵言はロース自身のなかに非合理的な契機が存在することを示し
ているというのである。つまりロースは、非合理的なものを排除するという行為をロ
ース自身の非合理的な契機によって行なっているのだ。
タフティのミニマリズムもまた、ロースの機能主義と同様に、有用性や機能性を実
現するために、グラフィックデザインを脱魔術化しようとするものであったと言え
る。ロースにとってアールヌーヴォーの懐古的装飾は、科学的な進歩を阻害する魔術
的な存在であった。同様にタフティから見れば、漫画のような図案を盛り込んだ統計
グラフにおいては、科学的な分析の思考プロセスがグラフィックデザイナーの主観的
な意匠によって脅威にさらされているという意味で、魔術的な視覚表現となってい
る。ロースの暴力的な罵言が、ホルクハイマー／アドルノが指摘するような啓蒙の暴
力性によるものであるように、タフティによるデザイン主義に対する侮蔑にもまた、
啓蒙の精神における脱魔術化の暴力性を見て取ることができる。このような暴力性は
脱魔術化の企図に内在するのであるから、タフティが道徳性まで持ち出してデザイナ
ーの「犯罪」を攻撃したのも、やはりタフティの性癖というよりは、脱魔術化に内在
する暴力的で抑圧的な契機によるものなのである。

3. ミニマリズムの暴力性

ミニマリズムのこうした罵言は、誰に対する暴力なのだろうか？そもそもデータ視
覚化とは、非専門家である一般大衆が統計データの意味を理解しやすくするために考
案されたものである。視覚化とは、数値データに隠されたメッセージを解読し伝達す
る手段である。数字を並べただけの数表から幾何学的な視覚化（棒グラフや折れ線グ
ラフなど）を行うことが、近代以降に様々に工夫されてきたのは、数字の羅列自体が
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何か魔術めいたものに見えたからに他ならない。数字の並びは専門家が何かの魔術で
読み解くことができるが、非専門家のためには視覚化による読み解きが役に立つと、
人々は気づいたのである（フレンドリーおよびウェイナー 2021）。
しかし、こうしたデータグラフィックスの発展は、果たして一般市民の生活に本当
に役に立ったと言えるのだろうか？ここで、ロースが提唱した建築は、古い階級社会
から脱して民主的な近代市民社会にふさわしい住環境を理想とするものであったこと
を思い起こそう。はたして機能主義の住宅はロースの時代から市民に広く受容された
であろうか？よく知られるように第二次大戦後、直線的なデザインの機能主義的住宅
は敬遠されるようになり、やがてポストモダン建築の時代へ移行したのであった。ア
ドルノはこの変遷について、機能主義建築のユーザーは、まるで装飾の欠落した味気
ない住宅に住まうことを強いられたのだと論じる。そこでは住人たちは、機能主義の
理想を押し付けられたように感じる。そして機能主義建築はまるで「自分たちの敵で
あるように」（アドルノ 2017, 147）見えてしまうのである。「正しいのはすべて建築
であり、不当なのは人々のほうであるというわけではありません」とアドルノは書く
（アドルノ 2017, 146）。
データグラフィックスの場合は、人々の住まい方ではなく、思考のプロセスが対象
領域となる。つまりタフティが主張したのは、漫画的なイメージの魔術を排除して、
現代的な分析的思考を可能にする視覚環境を実現することであった。ということは、
ミニマリズムの暴力は、非専門家である一般大衆の思考プロセスに対して行使される
ことになる。その結果、ミニマリズムによる脱魔術化は、一定の理想を人々の思考に
押し付けるものとして抑圧的に振る舞う。そして、そのような脱魔術化の行為は人々
から見れば「自分たちの敵」のように見えてしまう場合があるのだ。COVID危機に
おいては様々な専門家が、グラフやチャートを示して疫病に関する人々の思考や認識
を変化させ、「行動変容」をもたらそうとした。しかし、専門家によって提唱された
「新しい生活様式」を押しつけであると感じて、専門家の提唱するような行動様式を
取らない人々もあった。しかしそのような場合でも、間違っているのは人々の方だと
断言するわけにはいかないのである。

4. 今日のミニマリズム
――すべてがデザインになってしまった時代における

勿論、ミニマリズムが暴力性を内包しているからと言って、チャートジャンクを許
容することが推奨されるわけではない。問題はむしろ、21世紀になってからグラフ
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ィックデザインの世界ではチャートジャンク論争の問題はもはや存在しないかのよう
に見做されていることかもしれない。例えば永原康史は、タフティが攻撃したチャー
トジャンクはもはやジャンクではなく、「速くわかりやすく伝えることを主眼として、
親しみや自己投影を促す 『ヴィジュアルストーリーテリング』 へと進化を遂げてい
る」のだと指摘する（永原 2016, 111）。ミニマリズムもデザイン主義も、それぞれの
「主眼」のために進化して、それらを対立構造と捉えることはもはやなくなったのだ
と言われるのである。さらに他の論者によれば、この二つの立場にはむしろ多くの共
通点があるのであって、データの内容とその用途を明確にすれば自ずとこの対立は解
消されるのだともされる（Cairo 2013, 73–92）。
チャートジャンク論争の対立構造が 21世紀になって解消してしまったとされるの
は、社会や文化におけるデザインの役割が変化したことに原因があるかもしれない。
美術批評家ハル・フォスターは、デジタルデータの時代になってあらゆるものがデザ
インになってしまっており、「デザインのインフレーション」（フォスター 2011, 39）
を起こしていると指摘している。かつてロースが機能と装飾の間の対立を取り上げた
ように、近代以降のデザインにとっては実用性と美的なものをどのように融合させる
のかが大きなテーマであったのだが、遺伝子から共同体までがデザインの対象となる
時代にあっては、実用性と主観的な美は商業的なものの中で既に融合してしまってい
ると言うのである（フォスター 2011, 36）。フォスターによれば、この融合は「われ
われの汎資本主義的現在」においてこそ達成されたのだが、それは本来のデザインの
歴史的運動を袋小路に追い詰める結果をもたらしているとフォスターは主張し、今や
デザインは「倒錯的な宥和の主形式」になってしまったと述べる（フォスター 2011, 
37）。
このような倒錯的な宥和の状況においては、人々の〈生〉もまたデザインされるべ
きものとなり、日々の生活における有用性もまたデザインされる（フォスター 2011, 
42）。であるとしたら、有用性を所与として、一般大衆に有益なものという概念自体
が無効であろう。なぜなら有用性はそれじしんが汎資本主義によって作り出され改
変（デザイン）されるものになったからだ。このことは、アドルノがすでに機能主義
批判エッセイの中で「あらゆる有用なものは、この社会では歪んでおり、魔法にかけ
られている」として、こうした有用性が人々の欲求を満たすのは「ほんの片手間のこ
と」にすぎないのだと指摘していることと呼応している（アドルノ 2017, 149）。
さらに言えば、「すべてがデザイン」の時代において有用性さえもデザインされる
ということを、一般大衆は既に受容している。デザインは人々の生活の要請や欲望に
基礎付けられるものだが、今や「この欲望はほとんど主体を欠いている」のであり、
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「主体の潜在的な消失」であると、フォスターは指摘する（フォスター 2011, 46）。主
体の消失した状態では、主体にとっての有用性の概念は空虚である。しかし空虚であ
るからこそ、それはマーケティングと営利のために自在で「創造的」なデザインの対
象となるのであり、技法や手法によって操作可能なものとなる。有用性を信用しない
ことこそ、有用性のマーケティングを包括的なものにしている。
アドルノのエッセイから半世紀弱が経過して、有用性の概念は空虚だということが
露わになった。こうなると、絶対的な有用性を主張するミニマリズムの立場は、維持
できなくなり、チャートジャンク論争それ自体が対立構造を維持し得ないであろう。
チャートジャンク論争におけるミニマリズムとデザイン主義の間の対立は、デジタル
デザインの時代になって「倒錯的な宥和」へと突然変貌した。しかし、それはデータ
グラフィックスの手法の進化によってチャートジャンク論争が解消された訳ではな
い。むしろチャートジャンク論争で主張された、有用性の概念から論を主張する基礎
が揺らいでしまったために、論争が無効になったのだと言うべきであろう。
ハル・フォスターは、こうしたデザインの袋小路を打破するには、今一度、実用性
と美的なものの区別を再生させて、この二つの極の間の緊張関係を取り戻すことが必
要であると主張する（フォスター 2011, 45）。こんにちの「デザインのインフレーシ
ョン」による倒錯的な宥和の虚構を暴くために、今一度、人々の思考にとっての真の
有用性とは何かを問いかけ、チャートジャンクを激しく糾弾するべきなのかもしれな
い。
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〈研究ノート〉

マージナリアは何を語るのか？
『フィロロギアとメルクリウスの結婚』に見る

余白の役割と写本校訂の在り方

阿部 晃平

はじめに―「透明」な余白

印刷本が普及する前の時代を研究するにあたって、実際の写本を目にする（しな
ければならない）機会は、実際はあまり多くない。歴史、文学、哲学など、文字史
料を扱う様々な分野においてまず第一に参照されるのは、現代の研究者によって
編集され、活字に起こされた校訂書 edition である。中世の著者が書いた自筆原稿
autograph が現存していることはほとんどなく、現在われわれの手元にあるのは、そ
こから書き写された、文字通りの“写された本”だけである。ところが、活版印刷と
違い、人の手による転写はどうしても写し間違いや見落とし、ときには故意の改変が
生じうるため、現存する写本に書かれていることは、必ずしも著者の「オリジナル」
と同等ではない。同じ作品の写本であっても、実際に書かれていることはまちまちで
あり、一見した限りでは、どれが本来の読みを保存しているのか分からないのであ
る。近代文献学はこの問題に対処するための方法論を編み出し、現存写本から「オリ
ジナル」を復元しようと試みた。ときに膨大な時間と労力がかかる厳密な手続きを経
て復元されたテクストは、事実上の一次史料として信頼しうる価値を持つと認められ
るようになり、その結果、ある特定の史料を分析するにあたって、わざわざ個々の写
本にまで遡る必要性は殆どなくなった。むしろ、ひとつに統一された校訂テクストに
依拠するほうが、研究の世界においてはるかに有益であったことは想像に難くないだ
ろう。
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他方で、実際に、校訂書と現物の写本を見比べてみると、前者には記載の無い余白
への書き込みが往々にして見つかる。とくに、初期中世の文学作品や学問的著作の場
合、註釈がいっさい存在しない写本のほうが珍しい 1。書き込みは本文の内容を補足す
るようなテクストに限らず、図形や表、doodles と呼ばれる奇怪な「落書き」が描か
れていることもある。無論、校訂者がその存在に気づいていなかったわけではない。
著者による本文の復元という目的において、第三者の書き込みに特段の価値はなく、
あえて記載する理由がないからである。校異情報欄 critical apparatus でも、その情
報が逐一記録されることはほとんどない。ゆえに、校訂書というある種のフィルター
を通じて見たテクストは、現実の写本に書かれていることの一部分でしかなく、そこ
に依拠する限り、マージナリアがわれわれの目に入ることはまずないのだ。

ところが、近代文献学の成立以降ほとんど顧みられてこなかった余白の世界は、こ
こ 20 年ほどのあいだに、急速に注目されるようになってきた。複数の国際プロジェ
クトが企画され、文献学者や写本学者以外の研究者たちも、写本原本にあたることが
格段に多くなった。いったい何が変わったのだろうか？ひとつは、環境面の変化であ
る。情報技術の飛躍的な進歩により、旧来よりも写本の閲覧が容易となったことは
言うまでもないだろう。もうひとつは、余白の書き込みに対する認識の変化である。
1990 年代に提唱された「新たな文献学」は、本文テクストのみに主眼を置いた伝統
的な文献学に大きな見直しを迫ることになった。本稿では、初期中世において膨大な
註釈が施されたマルティアヌス・カペッラの『フィロロギアとメルクリウスの結婚』
を例として取り上げながら、前半部において余白を巡る研究史を概観し、近年の研究
動向を紹介する。後半部では、いくつか具体例を紹介しつつ、マージナリアと現代の
校訂との関わりについて見ていきたい。

 【凡例】ABEMA: M. Teeuwen and V. Renswoude eds., �e Annotated Book in the Early Middle 
Ages: Practices of Reading and Writing, Utrecht Studies in Medieval Literacy, 38, Turnhout: 
Brepols, 2017; CCCM: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, Turnhout: Brepols, 
1966–; CCSL: Corpus Christianorum Series Latina, Turnhout: Brepols, 1953–; CSMC: M. 
Teeuwen and S. OʼSullivan eds., Carolingian Scholarship and Martianus Capella: Ninth-Century 
Commentary Traditions on De Nuptiis in Context, Cultural Encounters in Late Antiquity and 
the Middle Ages, 12, Turnhout: Brepols, 2011; MCCS: J-B. Guiiaumin ed., Martianus Capella 
et la circulation des savoirs dans lʼAntiquité tardive: Actes du colloque en ligne (Paris, Sorbonne 
Université, 8-9 Avril 2021), Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2022; MGH: Monumenta 
Germaniae Historica, Hannover: Hahn, 1926–.
1　cf. M. Teeuwen, “Voices from the Edge: Annotating Books in the Carolingian Period”, in 
ABEMA, pp. 13–36.
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I. 「オリジナル」という幻想―旧来の文献学が目指したさき

活版印刷本と比べたとき、中世の写本におけるテクストはいくつかの点において特
殊な性質を有している。前者が複製品であるのに対し、後者は各々が一点物であると
いうことはよく言われるが、これはマテリアルとしての側面だけではなく、テクスト
それ自体にも当てはまる。写本は人が手で書き写すために、その過程でさまざまな異
文ないしは異読 variant が生まれる。その要因を考えてみると、もっとも頻繁に起こ
るのは写字生の不注意による書き間違え（転写ミス）である。現代人と同様に、中世
の写字生もよく単語の綴りを間違えたり、一単語あるいは行をまるごと飛ばして写し
てしまうことがあった。その一方で、故意にテクストが書き換えられることもある。
難解な単語がより平易な語彙に置換されたりすることもあれば、模本 exemplar（筆
写元の写本）に見られるミスが修正されたり、ときには何らかの意図によってまった
く違う文章に差し替えられる場合もある 2。そうして生まれたテクストは、そこから筆
写された子写本にも引き継がれるため、筆写されればされるほど、元のテクストから
離れていく傾向が見られるのである。

ルネサンス期の人文主義者たちに始まる文献学は、現存する崩れたテクストから、
ひとつの「オリジナル」を復元しようとした。とりわけ、伝統的にカール・ラハマン

（Karl Lachmann, 1793–1851）の名に帰される方法論は、テクストの正しい読みを機
械的に決定するために、共通誤記に着目した点で革新的であった 3。現存写本はすべて
ひとつの祖型 archetype から派生したという前提において、ある写本で生じた誤記は、
その写本から筆写された子写本にも継承されると考えられる 4。そこからして、ある写

2　 実際の写本では、多種多様な編集記号が多用されている。cf. E. Steinova, “Psalmos, notas, 
cantus: On the Meanings of nota in the Carolingian Period”, Speculum, 90/2 (2015), pp. 
424–457.

3　 ラ ハ マ ン 法 の 歴 史 に つ い て は、S. Timpanaro, La genesi del metodo del Lachmann, Rev, 
Pavova: Liviana, 1985. より詳細にテクスト校訂の歴史と方法論を論じたものとして、P. 
Roelli ed., Handbook of Stemmatology: History, Methodology, Digital Approaches, Berlin/
Boston: De Guyter, 2020. 方法論の概観は、L・D・レイノルズ〔西村賀子、吉武純夫訳〕『古
典の継承者たち：ギリシア・ラテン語テクストの伝承にみる文化史』国文社、1996 年、第
6 章も参照のこと。

4　 原型 original と祖型（祖本）archetype は似て非なる概念である。前者は端的な意味での
「オリジナル」、すなわち著者の自筆原稿を指し、全写本の究極的な親にあたる。それに対
し、後者は現存写本の派生元となったと想定される写本ないしはテクストのことを言う。
両者は一致することもあるが、数世紀の開きがあることも多い。現存写本すべてに何らか
の誤りや欠落が見られる場合は、祖型の時点でテクストが崩れていたことを意味する。
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本間で共通する誤記は、それら諸写本が同一の系統に属することを示唆し、共通誤記
を有する写本ごとにグループ化することによって、最終的には祖型を頂点とする写本
系統図 stemma codicum を描くことができると想定された。ラハマン法におけるテ
クストの異文とは、生物学における DNA の塩基配列のようなものであり、それに基
づき“科学的に”再構成されたテクストは、信頼性のある事実上の「オリジナル」と
見なされてきたのである。

しかし一方で、G・パスクアーリが指摘したように、ラハマン法には混態 contam-
mination を適切に処理できないという重大な欠点があった 5。この方法論が適切に機
能するためには、ひとつの写本から機械的に筆写し、かつ各々が誤りを必ず犯す無知
蒙昧な写字生を前提条件として想定しなければならない。換言すれば、テクストの情
報はつねに垂直方向にしか伝わらないと考える必要があるわけだが、現実では、写字
生は複数の写本を比較検討しながらひとつの写本を作成することがあった（前者は

「閉じた伝統」、後者は「開かれた伝統」と呼ばれる）。これはすなわち、水平方向へ
の情報伝達も起こっていたことを意味する。複数の模本からひとつの子写本が作成さ
れた場合、その写本は相異なる系統の誤記を共有することになる。これが一般に混態
と呼ばれる現象である。さらに、後半部で詳しく見るように、写字生は能動的にテク
ストを修正したり、書き換えたりすることもあった。このような不確定要因は、系統
図の確立を非常に困難なものとする。ラハマン法を理論的に体系化し、現代文献学の
根幹を確立した P・マースでさえも、「混態には手の施しようがない」と述べざるを
得なかった 6。かくして、混態は系統図の作成を妨げるもっとも厄介な要因として、非
常にネガティヴに捉えられてきた 7。邦語では混態や混交、混成などと比較的フラット
に訳されているが、そもそもラテン語の contamino とは、本来「汚す」「冒瀆する」
といった意味の語であり、テクストを「汚染」するものという否定的なニュアンスが
込められている。ラハマン法の考え方を総じて言えば、テクストの異文や混態といっ
た現象は写本の継承に伴う崩れと同義であり、混じり気のない「純粋」なテクストの

5　 G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, 2 ed., Florence: Le Monnier, 1952. 理論
面における混態の詳細については、T. Heikkilä, “Dealing with Open Textual Tradition”, in 
Handbook of Stemmatology, pp. 254–291.

6　 P. Maas, Textkritik, 3 ed., Leipzig: Teubner, 1957, p. 57.
7　 混態に対する従来のイメージについては、M. W. Holmes, “Working with an Open Textual 

Tradition: Challenges in Theory and Practice”, in The Textual History of the Greek New 
Testament: Changing Views in Contemporary Research, 2011, Atlanta: Society of Biblical 
Literature, pp. 65–78.
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再現こそが、その至上命題だったのである 8。

＊

中世において非常に広く読まれた、マルティアヌス・カペッラ（Martianus Capel-
la, ca. 365–ca. 440）の『フィロロギアとメルクリウスの結婚』De nuptiis Philologiae 
et Mercurii（以下『結婚』）の研究史は、本稿のテーマにおいてとても示唆的であ
る 9。神話的な装いをもとに、擬人化された七自由学芸（文法学、修辞学、弁証法、算

8　 ラハマン法に対して、J・ベディエ（Joseph Bédier, 1864–1938）によって提唱された、最良
写本法ないしはベディエ法と呼ばれる方法論もある。ベディエは混態による系図法の限界
を指摘し、現存写本のうちからもっとも優れた「最良写本 codex optimus」を選び出し、そ
れを基準として修正を加えていく手法を唱えた。ただし、中世の解釈を排そうとする点に
おいては、ラハマン法と同一である。cf. Handbook of Stemmatology, pp. 91–93.

9　 9 巻分すべてを収めた『結婚』の校訂書には、次の 4 つの版が存在する。U. F. Kopp ed., 
Frankfurt: F. Varrentrapp, 1836; F. Eyssenhardt ed., Leipzig: Teubner, 1866; A. Dick ed., 
Stuttgart: Teubner, 1925 (revised by J. Préaux, 1978); J. Willis ed., Leipzig: Teubner, 1983. 
また、Belles Lettres 社のビュデ叢書（CUF）から、仏語対訳の新校訂版が各巻個別に
順次刊行されている。2022 年現在まで、第 7 巻（2003 年）、第 4 巻（2007 年）、第 6 巻

（2007 年）、第 9 巻（2011 年）、第 1 巻（2014 年）が出揃っている。それとは別に、西
語 対 訳 の 新 校 訂 版 も 刊 行 中 で あ る。N. Antolín ed., Las nupcias de Filología y Mercurio. 
Vol. I. Libros I - II: las bodas místicas, Madrid: CSIC, 2016; Vol. II. Libros III - V: el Trivium, 
2018. その他、ディック版とウィリス版を校合した版がある。L. Cristante and L. Lenaz 
eds., Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii. Vol. 1, Libri I – II, Bibliotheca 
Weidmanniana, 15.1, Hildesheim: Weidmann, 2011. 引 用 の 際 は ど の 版 に 依 拠 す る か 示
し、コップ版以降の校訂書に附されている行番号を附す。また、写本から直接引用する
場合、大文字小文字の区別やパンクチュエーションは原文にはないため、文脈に沿って
適宜編集している。写本の来歴については、基本的にレオナルディのカタログおよびプ
レオの研究に従い、前者の整理番号も併せて附す。筆写年代については、ヴェロニー
ジによる最新の論考も参照のこと。C. Leonardi, “I codici di Marziano Capella”, Aevum, 
33/5–6 (1959), pp. 443–489; Idem, Aveum, 34/1–2 (1960), pp. 1–99, 411–524; J. Préaux, “Les 
Manuscrits principaux du De nuptiis Philologiae et Mercurii de Martianus Capella”, Lettres 
latines du Moyen Age et de la Renaissance, 158 (1978), pp. 16–128; Veronesi, “A propositio 
dellʼarchetipo delle Nuptie”, in MCCS, pp. 293–393. 写 本 の 所 蔵 館 は 以 下 の 通 り で あ る。
Bamberg: Stattsbibliothek; Beçanson: Bibliothèque municipale; Bruxelles, Bibliothèque 
Royale; Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana; Karlsruhe: Badische Landesbibliothek; 
Leiden: Bibliothek der Universiteit; London: British Library; Paris: Bibliothèque nationale 
de France; München: Bayerische Staatsbibliothek; Vatican: Biblioteca Apostolica Vaticana; 
Wien: Nationalbibliothek.
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術、音楽、幾何学、天文学）が自らの学芸の内容を語る『結婚』（全 9 巻）は、修道
院附属学校における初等教育の教科書として盛んに利用されていた。独立した巻も含
めると 241 点の写本が伝わっており、その多くにはさまざまな註釈が書き込まれて
いることでも知られている 10。原型は 420 ～ 430 年半頃に作成されたと考えられてい
るが、現存写本はすべて 9 世紀以降のものであることから、テクストには写本継承
に伴う多くの異文が見受けられる 11。一例として、9 世紀に筆写されたある写本の一節
を見てみよう【図 1.1】。

Baetica ~ habet iuridicos conuentus quattuor: Gaditanum, Cordubensem; opida 
centum septuaginta quinque habitantium multitudine frequentata.12

バエティカは〔中略〕4 つの地域、すなわちカディスとコルドバに対する管轄権
を持ち、多くの人々が住む 175 の町があった。

文字通り読む限り、この文章は矛盾をきたしている。バエティカ（というローマ帝国
の属州）は 4 つの地域の管轄権を持っていると言われながら、実際にはカディスと
コルドバの 2 つしか挙げられていない。他のすべての写本でも同様であることから、
祖本の時点で残り 2 つの地名が欠落していた可能性が高い 13。写字生たちはこの矛盾
に気づいており、テクストに修正を加えた。9 世紀のある写本では、quattuor の上か
ら斜線が引かれ、上部の行間に duo と書き込まれている【図 1.2】14。

10　 すべての写本は、レオナルディによって調査・報告されている。前註 9 参照。
11　 『結婚』の成立年代については、J-F. Chevalier ed., Les noces de Philologie et de Mercure, 

Livre I, Paris: Belles Lettres, 2014, p. viii. また、第 1 巻末尾の記述から、498 年にローマ
において、修辞学者の Securus Melior Felix と弟子の Deuterius による『結婚』の校訂が
行われていたことが分かっている。かれは間違いだらけの模本から（ex mendosissimis 
exemplaribus）校訂したと述べており、この時点ですでにテクストが大きく崩れていたこ
とを示唆している。cf. A. Cameron, “Martianus and his First Editor”, Classical Philology, 
81/4 (1986), pp. 320–328; Veronesi, “A propositio dellʼarchetipo”, pp. 298–301.

12　 De nuptiis, VI, 629–30. München, clm 14729, fol. 160v (saec. IXex, St. Gallen, Leonardi, No. 
125).

13　 ディックの推測によれば、この箇所はプリニウスの『博物誌』（3, 7）から引用されており、
Astigitanum と Hispalensem が欠落している。cf. ed. Dick, p. 308f.

14　 Bamberg, Class. 39, fol. 138r (saec. IXmed, Loire?, Leonardi, No. 8).

【図 1.1】München, clm 14729, fol. 160v（部分）
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実際、多くの写本では quattuor が duo(s) と書き換えられるか、あるいは数詞自体
が削除されているのである 15。『結婚』の校訂者の一人であり、自身でも『ラテン語の
テクスト校訂』と題された指南書を上梓している J・ウィリスは、この一節を顕著な

「改竄 falsi� cation」の例として引き合いに出しており、写字生が無節操に「改竄」を
行ったことによって、quattuor という真正な読みが損なわれる可能性があったこと
を批判的に指摘している 16。かれの考えは、今現在の標準底本となっているその校訂
版の序文で端的に表明されている。

さて読者諸君よ、今こそ、完璧に洗練された汚れのないマルティアヌスではない
にしろ―これほどまでに崩れた言葉の記憶の中でそれは許されない―、とき
の粗野な人々の嘘が縫い上げた不調和な衣服を脱ぎ捨てて読むことに、身を任せ
なければならない。もしも私が、ところどころで、メルクリウスの傷口に傷を上
回るような薬を塗ったように見えたならば、それは私の悪意ではなく、未熟さの
せいだと思ってもらいたい 17。

ここに表れているのは、テクストを可能な限り復元しようとする当時の校訂者の矜持
であろう。「粗野な人々」とは中世の写字生や註釈者のことであり、本文を囲む膨大
な註釈は、「不調和な衣服」とみなされた。かれらによる書き換えは、「オリジナル」
から離れたという意味において、「嘘」であり、真正なテクストを損ねる「傷」であ
った。また別の箇所では、「かれ〔マルティアヌス〕の言葉が非常に崩れた状態で伝
えられたことは、悲しみをもって認められなければならない」と述べていることから
も、その理念が見て取れよう 18。

このような潮流のなかで、マージナリアはどのように捉えられていたのだろうか？
まずもって、中世においてあるテクストに対して説明を加えることは、2 通りの形式
によって行われた。ひとつは、本文の余白や行間に書き込む欄外註である 19。註釈対

15　 ディックおよびウィリス版の校異情報欄を参照。
16　 Willis, Latin Textual Criticism, p. 135.
17　 Willis ed., De nuptiis, p. xvi.
18　 Willis, Ibid, p. viii.
19　 欄外註は scholia や glossa、commantarium などさまざまな言葉で呼ばれるが、基準は曖

【図 1.2】Bamberg, Class. 39, fol. 138r（部分）
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象の語句の上部や真横のスペースに書き込まれることが多いが、それなりに文量があ
り、位置による関連付けが難しい場合は、記号を用いて対応箇所を明示することもよ
くあった 20。それとは別に、語彙集 glossae collectae と一般に呼ばれる形態がある。こ
れは対象語句の冒頭部分（見出し語、lemma）と註釈をセットにして書き連ねたも
ので、本文は含まれない 21。物理的にはひとつの独立した書物と言えるが、内容を理
解するためには本文と照らし合わせる必要がある。両形式は、テクストの継承におい
て大きな差異がある。書物として独立した語彙集は、しばしば権威の名への帰属によ
って保護され、多かれ少なかれ、そのままコピーすることができたが、欄外註は所有
者の教えや関心に特化していることが多く、まったく同じようにコピーされることは
なかった。しかし、L・ホルツが言うように、両者の関係は流動的で、語彙集からの
抜粋が他の写本の欄外に書き込まれることもあれば、逆に本文を含む写本から欄外註
だけが抜き出され、別の語彙集の基礎になることもあった 22。このほか、本文から完
全に独立したもっとも高度な形態として、註解書がある。あるテクストについての考
えを体系的に論じたものであり、内容的にもひとつの「作品」として成立していると

昧であり、本稿ではとくに区別していない。cf. R. Copeland, “Gloss and Commentary”, in 
�e Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford: Oxford University Press, 2012, 
pp. 171–191.

20　 cf. M. Hellmann, “Tironische Tituli: Die Verwendung stenographischer Marginalien zur 
inhaltlichen Erschließung von Texten des frühen Mittelalters” in ABEMA, pp. 263–283.

21　 初期中世における語彙集の役割については、以下を参照のこと。R. McKitterick, “Glossaries 
and Other Innovations in Carolingian Book Production”, in Turning Over a New Leaf: 
Change and Development in the Medieval Manuscript, Leiden: Leiden University Press, 2012, 
pp. 21–78 (esp. 57–59); S. OʼSullivsn, “Reading and the Lemma in Early Medieval Textual 
Culture”, in ABEMA, pp. 371–396; Idem, “Text, Gloss, and Tradition in the Early Medieval 
West: Expanding into a World of Learning”, in Teaching and Learning in Medieval Europe, 
Publications of the Journal of Medieval Latin, 11, Turnhout: Brepols, 2017, pp. 3–24. 語彙集
はのちに百科辞典・辞書の一部として流通した。例えば、レミギウスによる『結婚』の語
彙集の一部は、パピアス（Papias, 11c）による最初のアルファベット順の辞書に収録され
ている。cf. Lutz, Remigii Autissiodorensis commentum, vol. 1, p. 41（後註 24 参照）.

22　 L. Holtz, “Le rôle des commentaires dʼauteurs classiques dans lʼémergence dʼune mise en 
page associant texte et commentaire (Moyen Âge occidental)”, in Le commentaire entre 
tradition et innovation: Actes du colloque international de lʼInstitut des traditions textuelles 
(Paris et Villejuif, 22–25 septembre 1999), Paris: Vrin, 2000, pp. 101–117. 欄外註が語彙集に
取り込まれたのち、再度別の写本の欄外註となる事例もある。ゼッツェルはこれを「再
余 白 化 re-marginalization」 と 呼 ん で い る。J. Zetzel, Marginal Scholarship and Textual 
Deviance: �e Commentum Cornuti and the Early Scholia on Persius, Bulletin of the Institute 
of Classical Studies Supplement, 84, London: Institute of Classical Studies, 2005, p. 6.
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見なしうる。とくに 12 世紀以降になると、アリストテレスに対する註解書が盛んに
執筆されるようになるが、カロリング朝期では前者の 2 形式が一般的であった。
『結婚』の場合、本文テクストとは異なる文脈において、意外にも 19 世紀より註

釈の翻刻・校訂が進められていた 23。理由としてひとつ言えるのは、註釈の中に著者
を暗示する証拠が含まれていたことである。その書き手と目されたのが、ヨハネス・
スコトゥス・エリウゲナ（Johannes Scottus Eriugena, ca. 800–ca. 877）とオーセール
のレミギウス（Remigius of Auxerre, ca. 841–908）である。両者ともカロリング朝期
を代表する著名な知識人であり、註釈はむしろかれら個人の研究史上で扱われてき
た 24。また同時に、おそらく 2 人も依拠していた第三の註釈者の存在が分かってきた
が、そのときもまず議論の対象となったのは著者の問題であった。最初の校訂版を出
版した C・ルッツは Dunchad と呼ばれるアイルランド生まれの修道士に帰したもの
の、J・プレオはランのマルティヌス（Martinus of Laon, ca. 819–875）によるものだ
として、ルッツの帰属に疑義を呈した 25。だが、そののち J ・コントレーニはプレオ
の示した帰属の根拠がその他複数の人物にも当てはまることを主張し、結局のとこ
ろ、今現在に至るまで著者は特定されていない 26。これらの註釈は語彙集の形でも伝

23　 註釈の研究史については、以下で端的にまとめられている。M. Teeuwen, Harmony and 
the Music of the Spheres: The Ars Musica in Ninth-Century Commentaries on Martianus 
Capella, Leiden/Boston: Brill, 2002, pp. 33–56. 本稿では詳しく論じる余裕がないが、ボエ
ティウスの『哲学の慰め』Consolatio Philosophiae も、『結婚』と似たような歴史を辿っ
ている。さしあたり以下を参照。cf. L. Nauta, “�e Consolation: the Latin Commentary 
Tradition, 800–1700”, in The Cambridge Companion to Boethius, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, pp. 255–278; R. C. Love, “�e Latin Commentaries on Boethiusʼs De 
consolatione philosophiae from the 9th to the 11th Centuries”, in A Companion to Boethius 
in the Middle Ages, Leiden/Boston, Brill, 2012, pp. 75–133.

24　 両者の校訂版を上梓したルッツには、その意識が強く見られる。C. E. Lutz ed., Johannis 
Scotti Annotationes in Marcianum, Cambrigde: Cambridge University Press, 1939: Idem 
ed., Remigii Autissiodorensis commentum in Martianum Capellam, 2 vols., Leiden: Brill, 
1962–1965. cf. Idem, “The Commentary of Remigius of Auxerre on Martianus Capella” 
Mediaeval Studies, 19 (1957), pp. 137–156.

25　 C. E. Lutz ed., Glossae in Martianum, Oxford: Blackwell, 1944; J. Préaux, “Le commentaire 
de Martin de Laon sur lʼœuvre de Martianus Capella”, Latomus, 12/4 (1953), pp. 437–459.

26　 J. J. Contreni, �e Cathedral School of Laon from 850 to 930: Its Manuscripts and Masters, 
München: Arbeo-Gesellscha�, 1978. 第三の註釈は、近年では「最古の註釈の伝統 Oldest 
gloss tradition」と呼ばれ、単一の著者によるものではなく、複数人の手が混在していると
考えられている。2010 年には、1 巻と 2 巻の校訂版が上梓された。S. OʼSullivan, Glossae 
aevi Carolini in libros I-II Martiani Capellae De nvptiis philologiae et mercvrii, CCCM, 237.
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わっており、それ自体が独立したひとつの「作品」として、系統図を用いた校訂の対
象となり得た 27。このような註釈をめぐる議論の背景には、ひとつの「作品」をひと
りの「著者」に帰属させようとする強い傾向が見て取れる。すなわち、当時の註釈に
対する関心は余白に向けられたものではなく、著名人の「作品」の一部であることに
意義があったのである。

他方で、本文の編集者たちは、当初はあまり註釈に関心を持っていなかったが、
1959 年から 60 年にかけて、C・レオナルディの網羅的な調査によって『結婚』とそ
の註釈の写本が 241 点も現存していることが報告されると、註釈に本文復元のため
の手がかりがないか期待されるようになった 28。中世の注釈者たちは、今日まで伝わ
っていないより「オリジナル」に近い写本を参照していた可能性があり、それに基づ
く註釈にはより優れた読みが保存されていると考えられたからである。実際、P・ジ
ョーンズは、当時標準底本として用いられていたディック版には記録されていない読
みを註釈から発見し、新たな版を作る際はそれを補助資料として用いるべきであると
述べていた 29。1983 年、上述のウィリスによって編まれた新校訂版は、そのような期
待のもといくつかの主要な註釈を参考にしており、ディック版に代わる標準底本とし
て今日までその地位を維持し続けている 30。しかしながら、ここで注目されているの

27　 ただし、本文の欄外に書き込まれたのが先なのか、あるいは先に語彙集が作成され、後か
ら本文写本に挿入されたのか、その前後関係に関しては史料ごとに諸説ある。レミギウス
の註釈について、ルッツは語彙集の形で伝来している写本の方が多いため、後者が本来の
姿であったと推測した。逆に、「最古の註釈の伝統」に属する写本のほとんどは本文の欄
外註として残っており、校訂者のオサリヴァンは前者の立場を取っている。実際、この註
釈を収める写本では、註釈を書き込むためのスペースが予め確保されており、註釈も本文
の一部として一緒に筆写されていたと考えられる。cf. Teeuwen, Harmony and the Music of 
the Spheres, pp. 147–149. エリウゲナの註釈については、シュリンプが具体的にそのプロセ
スを分析している。G. Schrimpf, “Zur Frage der Authentizität unserer Texte von Johannes 
Scottus”, in �e Mind of Eriugena: Papers of a Colloquium, Dublin, 14–18 July 1970, Dublin: 
Irish University Press for the Royal Irish Academy, 1973, pp. 125–139.

28　 前註 9 参照。
29　 P. Jones,“The glosses de musica of John Scottus Eriugena in the Ms. Lat. 12960 of the 

Bibliothèque nationale, Paris”, PhD �esis, Institut Ponti�cal de Musique Sacrée, 1957.『結
婚』の英訳版を上梓したスタールも同様の見解を抱いていた。W. H. Stahl, Martianus 
Capella and the Seven Liberal Arts, vol. 1, New York/London: Columbia Univeraity Press, 
1971, pp. 72–74.

30　 その後、書評という形で、より詳細な写本系統図がシャンツァーによって作成されてい
る。D. Shanzer, “Review Article: Felix Capella: Minus sensus Quam Nominis Pecudalis”, 
Classical Philology, 81/1 (1986), pp. 62–81.
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は、あくまでも本文の復元に関わる要素だけであり、註釈の内容やその行為自体には
ほとんど関心が持たれていなかったことに注意しなければならない。ウィリスはむし
ろ、エリウゲナやレミギウスといった注釈者たちは、古典にほとんど無知であったが
ゆえにテクストを誤解し、「著者の意図」とは異なる間違った解釈を広める原因にす
らなったのだとして、かなり否定的に捉えている 31。

1980 年代頃までの動向は以上の通りである。註釈は余白から切り離され、独立し
た「作品」として理解されており、本文と註釈のそれぞれに複数の版が刊行された。
これらは今日の研究においても盛んに利用されているが、余白に書き込むという行
為、あるいは『結婚』というテクストを読み解こうとする営みが持つ意義について
は等閑に付されていた。近年、マルティアヌスの研究を主導する M・テーウェンは、
かつての文献学者の態度を次のように表現している。

古典文献学者は、余白に書き込まれた中世の書き込みを、“純粋な”テキストの
イメージを損なう汚れの層として捉える傾向があった。ちょうど、古い絵画の本
来の美しさを取り戻すためには、変色したニスを取り除かなければならないよう
に、かれらは古代のテキストを中世の余白や行間の註釈からきれいにしようと努
めたのである 32。

II. 「新たな文献学」の興り
―「汚染」から「純化」、そして「創造」へ

1960 年代以降、さまざまな学問分野を席捲したポストモダニズムの影響は、必然
的に文献学にも及んだ。テクストの読みに関する機械的な優劣の決めつけや、ひとり
の「著者」による、ひとつの「オリジナル」という理念は、ロラン・バルドやジャッ
ク・デリダらによるテクスト論の刷新とも相まって、中世の写本が本来的に持つ豊か
さを損ねていると考えられるようになったのである。「著者の意図」を過度に重視す
ることによって失われていたのは、個々の写本に刻まれた写字生による知的な営みの
痕跡とその伝統であり、テクストが物理的実体から抽象化された「意味」としてのみ

31　 J. Willis, De Martiano Capella emendando, Lugduni Batavorum: Brill, 1971, p. 23; Idem, 
Latin Textual Criticism, pp. 126–130.

32　 M. Teeuwen, “Marginal Scholarship: Rethinking the Function of Latin Glosses in Early 
Medieval Manuscripts”, in Rethinking and Recontextualizing Glosses: New Perspectives in 
the Study of Late Anglo-Saxon Glossography, Porto: Fédération internationale des instituts 
d'études médiévales, 2011, pp. 19–37 (p. 20).
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扱われていたことは、批判的に理解されるようになった 33。
とりわけ、文献学上の分水嶺となったのは、米国の中世専門誌 speculum の 1990

年号に掲載された、「新たな文献学 New Philology」と題された特集である。S・ニコ
ラスは巻頭言で、「もし文献学がわれわれの学問の中心であるならば、皮肉にも、な
ぜ“新たな”文献学を提唱しなければならないのか？」と問い、前述したような文献
学の問題点を指摘しながら、「“新しい”文献学は、中世史研究の原点に立ち戻るポス
トモダン的な在り方で、この写本文化の探求に着手した」と宣言する 34。そのとき分
析の対象となるのは、筆跡や図像、装飾文字、そして余白の註釈である。これらの諸
要素は、各々が独立した単位でありながら、他の部分の注意を促すものであり、単な
る本文の付帯要素と解釈すべきではない。筆写とは単純な模倣に留まらず、写字生は
筆者にとって代わり、当時の社会に適した形に、あるいは自身の美的感覚に従ってテ
クストを改良していた 35。ニコラスがのちに「物質文献学 Material Philology」とも呼
ぶ「新たな文献学」は、むしろ写本それ自体に刻まれたさまざまな痕跡に研究者を立
ち返らせたのである 36。

M・ドリスコルは、その“新しさ”について以下のようにまとめている 37。かれに

33　 cf. M-D. Glessgen and F. Ledsan�, Alte und neue Philologie, Tübingen: Max Niemeyer, 1997; 
C. S. Kraus, “Introduction: Reading Commentaries/Commentaries as Reading”, in The 
Classical Commentary: Histories, Practices, Theory, Leiden/Boston: Brill, 2002, pp. 1–28; 
F. Löser, “Postmodernes Mittelalter? ʻNew Philologyʼ und Überlieferungsgeschichte”, in 
Kulturen des Manuskriptzeitalters: Ergebnisse der amerikanisch-deutschen Arbeitstagung 
an der Georg-August-Universität-Göttingen vom 17. bis 20. Oktober 2002, Göttingen: V&R 
unipress, 2004, pp. 215–236; S. Yager, “New Philology”, in Handbook of Medieval Studies, 
vol. 1, Berlin/New York, De Gruyter, 2010, pp. 999–1006; H. Bloch and A. Calhoun et al. 
eds., Rethinking the New Medievalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.

34　 S. G. Nichols, “Introduction: Philology in a Manuscript Culture”, Speculum, 65/1 (1990), pp. 
1–10.

35　 歴史学上における、言語論的転回と「新たな文献学」が与えうる影響については、G. 
M. Spiegel, “History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages”, 
Speculum, 65/1 (1990), pp. 59–86. シュピーゲルの論文は、『思想』1994 年 4 号の「歴史学
とポストモダン」特集に邦訳が掲載されている。以下も参照のこと。H・ライミッツ「カ
ロリング期における歴史叙述抜粋集の社会的論理」、『歴史におけるテクスト付置』名古屋
大学大学院文学研究科、2012 年、156–169 頁。

36　 S. G. Nichols, “Why Material Philology? Some �oughts”, Zeitschri� für deutsche Philologie, 
116 (1997), pp. 10–30.

37　 M. J. Driscoll, “�e Words on the Page: �oughts on Philology, Old and New”, in Creating 
the Medieval Saga: Versions, Variability, and Editorial Interpretations of Old Norse Saga 
Literature, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010, pp. 86–104 (esp. pp. 93–95).
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よれば、まず、「作品 work」、「テクスト text」、「手稿 artifact」という三つの概念を
区別しなければならない。「作品」とは、ある創作物全体を指し示す総称である。「テ
クスト」は特定の語順で並んだ一連の単語であり、「創作物」とは「テクスト」を含
む個々のマテリアルとしてのモノことを指す。中世の例で言えば、チョーサーの『カ
ンタベリー物語』という「作品」に対する「テクスト」に当たるのは、例えば写本や
校訂書に書かれた文字列それ自体のことであり、「手稿」とは、ヘングルット写本、
エルズミア写本と言ったような物理的なそれぞれの写本に相当する。さらに、「テク
スト」には「実体的側面 substantive」と「付帯的側面 accidentals」があると言う。
前者は著者の意図や表現の本質に影響を与える面であり、言わば著者の念頭にある

「理想上のテクスト ideal text」である。他方で、後者は綴りや語句、単語の分割など
の体裁上の特徴のことを指し、前者に対して、「実際のテクスト real text」と言いう
るものである。つまり、校訂者によって再構成されたテクストは前者、現実の写本に
書かれているテクストは後者の側面を反映している。言い換えれば、写本の場合、著
者の思考の中にあったテクストと、インクによって具体化された現存するテクストは
一致せず、一定の乖離が存在する。伝統的な文献学の焦点はつねに「作品」に当てら
れており、「手稿」の特質を蔑ろにする傾向があった。校訂書は「作品」の「テクス
ト」を提示するものであるが、その関心は「付帯的側面」よりも「実体的側面」に強
く向けられている。「新たな文献学」とは、むしろ両者のあいだの相互作用、すなわ
ち現実の写本上に見られるさまざまな視覚的特徴が「テクスト」の意味に与えうる影
響を考察するものであり、このような方向転換の中にこそ、その“新しさ”が見出さ
れうるのである。

文献学の見直しは、異文に対する認識にも変化を促した。speculum の特集号が組
まれる前年に刊行された B・セルキリーニの『異文の賞賛』Éloge de la variante は、
その点において特筆すべき著作である 38。「中世のエクリチュールは異文 variantes を
生むのではなく、それ自体が多様 variance なのである」という言葉が端的に示すよ
うに、かれは異文を中世のテクストが本質的に持つ特徴として積極的に評価し、読み
の価値を「オリジナル」との近さだけで判断するのは適切ではなく、中世の作品は
ある読みがまた別の読みへと向かうその動きの中で理解すべきであると主張した 39。

38　 B. Cerquiglini, Éloge de la variante: Histoire critique de la philologie, Paris: Suils, 1989. 1999
年 に は 英 訳 版 も 刊 行 さ れ た。B. Wing trans., In Praise of Variant: A Critical History of 
Philology, Baltimore/London: �e Johns Hopkins University Press, 1999.

39　 Éloge de la variante, p. 110.



198 『人文×社会』第 8号

このような考え方は 80 年代前後から現れ始めていたが 40、かれの主張の核心にあるの
は、現代の校訂者が無意識的に依拠する印刷文化と、中世の写本文化のあいだにある
本質的な相違を理解すべきという指摘であろう。これまでの文献学は、決定的なテク
ストと著者の権威性という印刷文化の産物を時代錯誤的に中世にも適用しており、印
刷媒体による編集上の前提が版に与える影響を認識できていなかった 41。結果として、
その本質的部分を「汚れ」として校訂書の隅に追いやることになったのである。ある
意味、中世の写本とは、何人もの人物によるテクストがレイヤーとして幾重にも重な
りあう三次元的な構築物であり、それを二次元的な印刷本に落とし込むこと自体がナ
ンセンスなのである。その解決案として、セルキリーニはテクスト校訂の行く先をデ
ジタル・エディションに見出していた。この点については、昨今のデジタル・ヒュー
マニティーズの動向とともに、あとで見よう。
「新たな文献学」の提唱と前後して、R・シャルチエらの研究によって示された「読

書の歴史」は、研究者の興味を著者から読者へと移し、テクスト受容史の新たな局面
を切り拓いた 42。この手の研究は、能動的な読者による知的営為がもっとも顕著に現
れる場としてのマージナリアへの注目に繋がった 43。最初期の研究としては、ガブリ
ウェル・ハーヴェイ（Gabriel Harvey, ca. 1552–1631）によるリウィウスの著作への
註釈を分析した、L・ジャーディンと A・グラフトンの論文が挙げられる 44。中世の分
野では、C・パウエルが中世後期の俗語文学の書き込みを検討し、S・レイノルズは
ホラティウスの著作に対する 12 世紀の註釈から、当時の社会において註釈という行

40　 cf. B. Bumke, “Brauchen wir eine neue Willehalm-Ausgabe? Anmerkungen zur kritischen 
Edition von Werner Schröder”, in Euphorion, 73 (1979), pp. 321–333; F.Hamesse, “Les 
problemes poses par lʼedition critique des reportations”, Franciscan Studies, 46 (1986), pp. 
107–117.

41　 cf. W. Paden, “Review: In Praise of the Variant”, Speculum, 76/2 (2001), pp. 405–408.
42　 R. Chartier ed., Pratiques de la lecture, Marseille: Rivages, 1985.（ 水 林 章、 泉 利 明、 露

崎俊和訳『書物から読書へ』みすず書房、1992 年）cf. S. Reynolds, Medieval Reading: 
Grammar, Rhetoric and the Classical Text, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

43　 マージナリアの研究史を端的にまとめたものとして、M. Teeuwen and I. Renswoude, 
“Introduction”, in ABEMA, pp. 1–12. 本邦において、読者の視点からマージナリアに着目
した初期の研究としては、北村直昭「ボエティウス 『音楽教程』 の写本と読書の痕跡—フ
ランス国立図書館蔵写本を中心に」、『上智史学』44 号（1999 年）、155–169 頁；同「読書
の考古学—ヨーロッパ中世のおける 「読書の歴史」 のために」、『歴史と霊性：鈴木宣明先
生古希記念論文集』創文社、2000 年所収、245–264 頁。

44　 L. Jardine and A. Gra�on, ““Studied for Action”: How Gabriel Harvey Read His Livy”, Past 
and Present, 129 (1990), pp. 30–78.
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為が持ち得た意味と機能について体系的に論じている 45。図像学的な観点からは、M・
カミールの研究が第一に挙げられよう 46。また一方では、J・ジュネットが本文の周縁
的な要素（パラテクスト）の分析に理論的な基礎を据えた。かれの主著である『スイ
ユ』は初期刊行本に焦点を当てた研究であるが、セルキリーニも言及しているよう
に、その方法論は中世にも等しく適用可能であり、余白は中世史家にとって無視でき
ない重要な領域と認識されるようになったのである 47。
「新たな文献学」のもとで、異文や註釈はどのように理解されるだろうか。先ほど

例に挙げた『結婚』の一節を考えてみると、確かに「オリジナル」からの距離でテク
ストの価値を評価する場合、quattuor から duo への書き換えや削除は「改竄」と映
るかもしれない。ウィリスは、このような「（テクストの）欠陥をごまかそうとする
狡猾さや不誠実さ」に対して軽蔑の念を抱いていた 48。だが、読者としての写字生と
いう視点から見れば、前後の内容を理解した上で、矛盾がないように文章を「改良」
した結果と捉えることができる。マルティアヌスが『結婚』の執筆に利用した古典的
典拠が利用できなかった時代において、もとの読みを正確に復元するのは非常に困難
であったことを忘れてはならない。混態にしても同様のことが言える。それが生ずる

45　 C. Baswell, “Talking back to the text: Marginal voices in medieval secular literature”, in 
The Uses of Manuscripts in Literary Studies: Festschrift for Judson Boyce Allen, Michigan: 
Medieval Institute Publications, 1992, pp. 121–160; S. Reynolds, Medieval Reading: 
Grammar, Rhetoric and the Classical Text, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. コ
ントレーニやウィーランドによる先駆的な業績も参照のこと。J. Contreni, �e Cathedral 
School of Laon from 850 to 930: Its Manuscripts and Masters, München: Arbeo-Gesellscha�, 
1978; G. R. Wieland, �e Latin glosses on Arator and Prudentius in Cambridge University 
Library, MS Gg.5.35, Toronto: Ponti�cal Institute of Mediaeval Studies, 1983.

46　 M. Camille, Image on the Edge: the Margins of Medieval Art, London: Reaktion Books, 1992
（永澤峻、田中久美子訳『周縁のイメージ：中世美術の境界領域』ありな書房、1999 年）. 
以下も参照。松田隆美『ヴィジュアル・リーディング：西洋中世におけるテクストとパラ
テクスト』ありな書房、2010 年；同『貴重書の挿絵とパラテクスト』慶應義塾大学出版
会、2012 年。

47　 G. Genette, Seuils, Paris: Editions du Seuil, 1987（和泉涼一訳『スイユ：テクストから書
物へ』水声社、2001 年）. Cerquiglini, Éloge de la variante, p. 52. cf. C. E. Cooper, “What 
is Medieval Paratext?”, Marginalia, 19 (2015), pp. 37–50. 以下の論文集は、中世写本の様々
なパラテクストを教えてくれる。R. Brown-Grand and P. Carmassi et al eds., Inscribing 
Knowledge in the Medieval Book: �e Power of Paratexts, Berlin/Boston: De Gruyter, 2019.

48　 Willis, Latin Textual Criticism, p. 130. もっとも、ウィリスの極論的な主張には当時から賛
否両論あった。cf. J. M. Hunt, “Review: Latin Textual Criticism”, Classical Philology, 74/4 
(1979), p. 340.
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メカニズムを考えてみたとき、写字生は何もテクストを悪化させたかったわけではも
ちろんない。かれらの目的はより良い読みの収集と選択であった。異なる系統の註釈
がまとめられた写本の存在は、当時の人々が複数の写本と註釈を意識的に集めていた
ことを示唆している 49。混態が「汚染」と映るのはあくまでも方法論上の話でしかな
く、その本質は「純化」であり 50、さらに言えば「創造」の過程でもあった 51。1994 年
に上梓された中世後期における『結婚』の註釈書の校訂版では、系統図によって原型
を求める写本校訂の慣行に対抗し、時間的なテクストの発展を構築し拡張すること
によって、その伝統を再構成することが表明されている 52。J-F・シュヴァリエが 2014
年にビュデ叢書から刊行した『結婚』の校訂版で述べていることは、まさにこの数十
年間における中世の写字生に対する評価の変化を如実に表している。先に引用したウ
ィリスの言葉と比較してみてほしい。

5 ～ 6 世紀から 9 世紀にかけての長い期間は、われわれを原型からはるかに遠ざ
けた。〔中略〕この 3 世紀以上にわたる逆説的な沈黙に遡及することはせず、わ
れわれは、最古のテクストの状態を示す 9 世紀初頭の証拠が、『結婚』の安易な
読みを許さないということを指摘するにとどめる。というのも、そこには非常に
多くの誤りが含まれているからである。9 ～ 10 世紀にかけて行われた修正と註
釈の入念な仕事は、何層にもなるテクストの状態を精緻化することにつながっ
た。われわれは、これらのさまざまな層の境界を定めることに専念しよう。たと
え、多くの混態ゆえに、われわれの仕事がまやかしに見えようとも 53。

III. 「機械仕掛け」の校訂―情報技術とテクスト校訂のゆくえ

1990 年代以降、マージナリアに対する見方は大きく変わり、さまざまな註釈の校

49　 e.g. Paris, lat. 12960 (saec. IXex, Corbie). この写本には、エリウゲナ、レミギウス、逸名の
註釈者による 3 つの註釈が収められている。cf. Leonardi, “I codici (1)”, p. 463.

50　 D. L. dʼAvray, “Contamination, Stemmatics and the Editing of Medieval Latin Texts”, in Ars 
Edendi Lecture Series, vol. 2, Stockholm: Stockholm University Press, 2012, pp. 63–82 (p. 
72).

51　 A. J. Hicks, “Editing Medieval Commentaries on Martianus Capella”, in �e Arts of Editing 
Medieval Greek and Latin: A Casebook, Tronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 
2016, pp. 139–159 (p. 142).

52　 H. Westra ed., The Berlin Commentary on Martianus Capellaʼs De Nuptiis Philologiae et 
Mercurii, Bool I, Leiden/New York, 1994, p. xxxv.

53　 Chevalier ed., Les noces de Philologie et de Mercure, p. l.
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訂版が刊行されはじめた 54。とくに、膨大な註釈が施された著作に関しては、個々の
写本における「編集」が注目されるようになった 55。前述の通り、語彙集はそれ自体
がひとつの書物として伝承されていたことから、テクストの内容は比較的安定してお
り、だからこそ系統図による復元がある程度可能だった。だが、余白の欄外註につい
ては、書き込まれる過程でさまざまな取捨選択、あるいは加筆修正される場合が多々
あることが分かってきた 56。見方を変えれば、このようなヴァリエーションの存在は、
ある歴史的文脈においてテクストがどのように使われ、読まれたのかを示す貴重な情
報となり得るのである 57。近年の研究は、決定版を作ることではなく、むしろテクス

54　 e.g. M. Bernhard and C. M. Bower eds., Glossa maior in Institutionem musicam Boethii, 
3 vols., Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 9–11, München: Verlag 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, 1993–1996; M. Hellmann ed., Tironische 
Noten in der Karolingerzeit am Beispiel eines Persius-Kommentars aus der Schule von Tours, 
MGH, Studien und Texte, 27, 2000; S. OʼSullivan ed., Early Medieval Glosses on Prudentiusʼ 
Psychomachia: �e Weitz Tradition, Mittellateinische Studien und Texte, 31, Leiden/Boston: 
Brill, 2004; A. P. Orbán ed., Historia apostolica: Glossae, CCSL, 130A, 2006; H. Eisenhut, 
Die Glossen Ekkeharts IV. von St. Gallen im Codex Sangallensis 621, St. Gallen: Verlag am 
Klosterhof, 2009; OʼSullivan, Glossae aevi Carolini. より広い文脈でマージナリアを扱った
研究として、D. Jacquart and C. Burnett eds., Scientia in margine: études sur les marginalia 
dans les manuscrits scientifiques du moyen âge à la renaissance, Publications de lʼÉcole 
pratique des hautes études, 5, Genève: Droz, 2005; P. Lendinara, L. Lazzari and C. Sciacca 
eds., Rethinking and Recontextualizing Glosses: New Perspectives in the Study of Late Anglo-
Saxon Glossography, Textes et études du Moyen Âge, 54, Porto: Fédération Internationale 
des instituts dʼétudes médiévales, 2011; P. Carmassi and C. Heitzmann eds., Marginalien in 
Bild und Text: Essays zu mittelalterlichen Handschri�en, Wolfenbütteler Forschungen, 156, 
Stuttgart: Harrassowitz, 2019. 1990 年代以前にも註釈の研究はあったが、「読書の歴史」と
いうよりも言語の歴史に関心が向けられており、俗語に関する研究が圧倒的に多かった。
cf. Reynolds, Medieval Reading, p. 30.

55　 『 結 婚 』 に つ い て は、 以 下 の 論 集 が 重 要 で あ る。M. Teeuwen and S. OʼSullivan eds., 
Carolingian Scholarship and Martianus Capella: Ninth-Century Commentary Traditions 
on De Nuptiis in Context, Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 12, 
Turnhout: Brepols, 2011; J-B. Guiiaumin ed., Martianus Capella et la circulation des savoirs 
dans lʼAntiquité tardive: Actes du colloque en ligne (Paris, Sorbonne Université, 8-9 Avril 
2021), Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2022.

56　 写本のマージナリアが持つ性質については、以下の論考が詳細に論じている。A. Tura, 
“Essai sur les marginalia et tant que partique et documents”, in Scientia in margine, pp. 
261–387. 

57　 cf. M. Teeuwen, “Glossing in Close Co-operation: Examples from Minth-Century 
Martianus Capella Manucripts”, in Practice in Learning: The Transfer of Encyclopaedic 
Knowledge in the Early Middle Ages, Storehouses of Wholesome Learning, 2, Paris/Leuven: 
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トがどのように変化したのかという点に重心が移りつつある 58。
21 世紀に入ると、多数の国際プロジェクトや論集が企画されるようになった。そ

の中からいくつか列挙してみよう。まず言及すべきは、テーウェンによって主導さ
れた Marginal Scholarship: �e Practice of Learning in the Early Middle Ages (c. 800–c. 
1000)（2011 年～ 2016 年）である。このプロジェクトでは、余白や行間といった領
域は知的な歴史をたどるための豊富な史料源であるという理解のもと、テクストそれ
自体に留まらず、著者と読者、およびその社会的背景にも目が向けられている。そ
の成果として 2017 年に刊行された『註釈された書物：初期中世における読み書きの
実践』は、現時点において最良のマージナリアに関する論集であろう 59。800 ページ
近くに及ぶ本文では、「余白に書き込む」という営みの持つ意味と具体的な実践の手
法がさまざまな角度から検討されている 60。2007 年から 2016 年にかけて刊行された
Storehouses of Wholesome Learning シリーズも、これまで注目されてこなかった著者
不明のさまざまな学術的な雑纂が、文化の伝達手段として、百科全書的な役割を果
たす学問の宝庫 storehouse であったことを詳らかにしている 61。I・オダリーらによる
�e Art of Reasoning: Techniques of Scienti�c Argumentation in the Medieval Latin West 
(400–1400)（2016 ～ 2020 年）プロジェクトによって作成されたウェブサイトでは、
学問的著作の余白に見られる、知識を整理するためのさまざまな営みを垣間見るこ
とができる 62。一方で、ストックホルム大学によって実施された Ars edendi プログラ
ムは、その名が示すとおり、マージナリアを含む多様な形態のテクストの編集技術
と最新の動向を教えてくれる 63。さらに、現在進行中のプロジェクトとして、オース
トラリア科学アカデミー中世研究所（IMAFO）による Margins at the Culture: Book 

Peeters, 2010, pp. 86–99.
58　 Avray, “Contamination, Stemmatics and the Editing”, p. 66.
59　 M. Teeuwen and V. Renswoude eds., �e Annotated Book in the Early Middle Ages: Practices 

of Reading and Writing, Utrecht Studies in Medieval Literacy, 38, Turnhout: Brepols, 2017.
60　 また、初期中世の註釈が施された写本のデータベースが成果物として公開されている。

Marginal Scolarship: https://database.marginalscholarship.nl（以下、最終アクセス日はす
べて 2022 年 12 月）

61　 R. H. Bremmer and K. Dekker eds., Foundations of Learning: the Transfer of Encyclopaedic 
Knowledge in the Early Middle Ages, Storehouses of Wholesome Learning I, Leuven: Peeters, 
2007; Idem eds., Practice of Learning, II, 2010; C. Giliberto and L. Teresi eds., Limits to 
learning, III, 2013; R. Bremmer and K. Dekker eds., Fruits of learning, IV, 2016.

62　 �e Art of reasoning in Mediaval Manuscripts: https://art-of-reasoning.huygens.knaw.nl
63　 講義録をまとめた論集が刊行されている。Ars Edendi Lecture Series, 5 vols., Studia Latina 

Stockholmiensia, Stockholm: Stockholm University Press, 2011–2020.
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Production and Practices of Annotation in the East Frankish Realm (ca. 830–900)（2021
年～ 2024 年）や 64、オスロ大学のチームによる Minuscule Texts: Marginalized Voices 
in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000) （2022 ～ 2026 年）はその成果が待た
れるところである 65。以上の主要なものだけでも、近年いかにマージナリアが注目さ
れているか分かるだろう。

このような研究の進展は、すでにニコラスやセルキリーニが述べていたように、研
究環境の整備なくしてはありえない。まずもって、余白にたどり着くためには、写本
原本（あるいは高精細な画像データ）の閲覧が必要不可欠である。冒頭でも言及した
通り、世紀転換期における情報技術の発達は、マイクロフィルムを取り寄せたり、現
地に赴いたりする必要性を劇的に軽減し、新たな研究の可能性を開拓するための重要
な契機となった。1990 年代は CD-ROM に焼いた原本画像が一部出回りはじめた程
度だったが、21 世紀に入るとインターネットの普及によって急激な進歩が見られる
ようになる 66。2005 年には、中世最大の図書館を擁したザンクト・ガレン修道院の写
本が順次デジタル化され、オンラインで一般公開されるようになったことを皮切り
に、ヨーロッパ各地の主要が蔵書館がそれに続いた 67。なかでも、2015 年に完遂され
た Bibliotheca Laureshamensis – digital: Virtual Monastic Library of Lorsch プロジェク
トは特筆に値する。このプロジェクトでは、カロリング朝期における知的中心地のひ
とつであったロルシュ修道院の蔵書をデジタル空間で再現することを目的として、出
処が同修道院と判明している写本の画像データを、アメリカおよびヨーロッパ全土か

64　 https://www.oeaw.ac.at/imafo/forschung/historische-identitaetsforschung/projekte/
margins-at-the-centre

65　 https://www.hf.uio.no/iakh/english/research/projects/minitexts-minuscule-texts
66　 近年のデジタル・ヒューマニティーズの進展については、人文情報学研究所監修『欧米圏

デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識』文学通信、2021 年。実際の研究事例を集め
た論集として、例えば、T. L. Andrews and C. Macé eds., Analysis of Ancient and Medieval 
Texts and Manuscripts: Digital Approaches, Turnhout: Brepols, 2014; B. Albritton, G. Henley 
and E. Treharne eds., Medieval Manuscripts in the Digital Age, New York: Routledge, 2021.

67　 ザンクト・ガレン修道院のデジタル化プロジェクトは、現在ではスイス全土にまで拡大し
ている。e-codices: https://www.e-codices.unifr.ch その他、主要なオンライン・アーカイヴ
と し て、Bibliothèque nationale de France: https://archivesetmanuscrits.bnf.fr ; Bayerische 
Staatsbibliothek: https://www.digitale-sammlungen.de ; Biblioteca Apostolica Vaticana: 
https://digi.vatlib.it ; British Library: https://www.bl.uk/manuscripts などがある。各地域
のデジタル・アーカイブは、以下のデータベースから検索することができる。Digitized 
Medieval Manuscripts Database: https://digitizedmedievalmanuscripts.org
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ら 300 点以上収集し公開している 68。いずれの写本もほぼ全葉を高解像度で閲覧でき、
それぞれに専門家による解説が附されている。より近年では、IIIF（International 
Image Interoperability Framework）と呼ばれる画像共有のための国際規格が整備さ
れたことにより、公私問わずさまざまなテーマに沿った写本アーカイヴが日々生まれ
続けている 69。

情報技術の進化とともに、テクスト校訂も新たな様相を見せ始めている。1990 年
代より、写本の系統図確立のためにコンピューターを用いた数的手法が利用されるよ
うになった 70。とくに成功を収めたのは、『カンタベリー物語』の系統分析である。P・
ロビンソンらによるカンタベリー物語プロジェクトでは、写本の異文を DNA の塩基
配列に見立ててコード化し、生物系統学の手法を応用することによって、写本間の
関連性をネットワークとして提示した 71。混態が多く見られる作品に対しては、Splits 
Tree などのソフトウェアを用いたネットワーク分析が主流になりつつあり、いわゆ
る新ラハマン法と呼ばれる新たな潮流を生み出している 72。また一方で、翻刻ないし
は校訂テクストがウェブ上に電子版として公開される事例も増えている。『結婚』に
関しては、テーウェンによる Carolingian Scholarship プロジェクトの成果として、現
存最古の写本（Leiden, Voss. lat. F 48）のデジタル校訂版が公開されている 73。他にも、

68　 Bibliotheca Laureshamensis: https://bibliotheca-laureshamensis-digital.de
69　 本稿のテーマと繋がりが深いものとしては、初期中世におけるイシドルスの『語源考』の

写本を集めた Innovating Knowledge: https://innovatingknowledge.nl や、さまざまな写本
の断片をデータベース化した Fragmentarium: https://fragmentarium.ms などが挙げられ
る。

70　 コンピューターによる系統分析については、J. Zundert ed., “Computational Methods and 
Tools”, in Handbook of Stemmatology, pp. 292–356. 最近年の論考として、P. Roelli, “On 
the Usability of Available Digital Tools for Reconstructive Textual Editing”, Journal of Data 
Mining and Digital Humanities (Preprint submitted on 22 Nov 2022. hal-03718032v3).

71　 Canterbury Tales Project: https://www.canterburytalesproject.org cf. A. C. Barbrook, C. 
J. Howe, N. Blake and P. Robinson, “�e Phylogeny of the Canterbury Tales”, Nature, 394 
(1998), p. 839.

72　 例として、P. Roelli, “Petrus Alfonsi or On the Mutual Bene�t of Traditional and Computer-
ised Stemmatology”, in Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts, pp. 43–64; 
B. Bauer and V. Krivoshchekova, “Definitions, Dialectic and Irish Grammatical Theory 
in Carolingian Glosses on Priscian: A Case Study Using a Close and Distant Reading 
Approach”, Language & History, 65/2 (2022), pp. 85–112.

73　 Carolingian Scholarship: Glosses on Martianus Capella: http://martianus.huygens.knaw.nl 
cf. M. Teeuwen, “�e Impossible Task of Editing a Ninth-Century Commentary: the Case 
of Martianus Capella”, Variant, 6 (2008), pp. 191–208; Idem, “The Digital Edition: New 
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イシドルスの『語源考』（現状第 1 巻のみ）や 74、エックハルト 4 世による『オロシ
ウス註解』75、逸名の『プリスキアヌス註解』や 76『ペルシウス註解』77、さらには『語源
考』に先立つ膨大な百科全書 Liber glossarum78 も電子化されている。さらに近年では、
TEI（Text Encoding Initiative）による電子版も普及しはじめ、今後もより一層進む
ものと思われる 79。

デジタル校訂版はテクストのレイアウトに縛られないため、マージナリアの再現に
は適していると言える 80。また、テクストに複数の版が存在する場合も、並列表示し
て比較したりすることが可能である 81。紙媒体では、異文が多数認められる複数の版
が存在する場合は、別々の著作として刊行するか、あるいは一方を校異情報欄に落と
し込むしか方法がなかった。その意味において、30 年以上前にセルキリーニが述べ
ていた展望は実現しつつある。しかし一方で、デメリットも存在する。『異文の賞賛』
の英訳版に対する 2001 年のメンツァーによる書評では、デジタル校訂版のデメリッ
トとして、①アクセスの問題（機材の必要性）、②情報の過多、③メンテナンスの問
題の 3 点が挙げられている 82。2022 年現在から、これらの問題点を考えてみよう。ま

Possibilities and Challenges”, Apocrypha, 23 (2012), pp. 153–167. このデジタル・エディシ
ョンは、9 巻それぞれを各分野の専門家が監修した非常な労作である。

74　 �e Glosses to the First Book of the Etymologiae of Isidore of Seville: a Digital Scholarly 
Edition (beta edition): https://db.innovatingknowledge.nl/edition/#right-network

75　 Die Glossen Ekkeharts IV. im Codex Sangallensis 621: http://orosius.monumenta.ch 
76　 �e St Gall Priscian Glosses: http://www.stgallpriscian.ie 
77　 Glossae in Persium: http://www.persius.mueze.lmu.de
78　 Liber Glossarum Digital: http://liber-glossarum.huma-num.fr
79　 もっとも有名なのは、Perseus Digital Library だろう http://www.perseus.tu�s.edu 他にも、

2 ～ 7 世紀の世俗的な散文テクストを公開している Digital Library of Late-Antique Latin 
Texts などがある https://digiliblt.uniupo.it 後者では『結婚』のテクストも参照できる（校
異情報は無し）。

80　 例えば、アリストテレスの『自然学』への 13 世紀の欄外註（Glossa anglicana）に関する、
現在進行中の TEI を用いたデジタル校訂版の作業過程は興味深い。E. Kuhry, “Medieval 
Glosses as a Test Subject for the Building of Tools for Digital Critical Editions”, Journal of 
the Text Encoding Initiative, 13 (2020): https://doi.org/10.4000/jtei.3544 

81　 例えば、ピサ大学の研究チームによって開発中のツール Edition Visualization Technology
のデモ版として公開されている、アヴィケンナの註解書（いわゆる Logica Aviccenae）の
デジタル・エディションは好例である。Edizione Logica Avicennae: http://evt.labcd.unipi.
it/demo/evt2-beta2/avicenna また、本稿執筆時点ではまだ使用できないが、マルティン・
ルター大学ハレ・ヴィッテンベルクのチームによる LERA も期待される。LERA: Locate, 
Explore, Retrace and Apprehend complex text variants: https://lera.uzi.uni-halle.de

82　 M. Menzer, “Review of Bernard Cerquiglini, In Praise of the Variant: A Critical History of 
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ず、①についてはおおむね解決されている。メンツァーによれば、例えば当時 CD-
ROM で出回りはじめた『ベオウルフ』の電子版（Electronic Beowulf）を快適に動
作させるためには、相応のスペックのコンピューターが必要であった。CD-ROM 自
体は安価であったが、環境の整備に相応の経済的負担が伴ったという。今日では、
CD-ROM はもはやオールドメディアになりつつあり、ほとんどのデジタル校訂版や
写本の画像はウェブベースとなっている 83。また同時に、オープンアクセス化が進ん
だこともあって、アクセスそれ自体のハードルは比較的解消されてきたと言える。②
については、あらゆる異文を網羅することによって生ずる「情報の洪水」に対する懸
念である。従来の校訂では、相当数の写本が現存する場合、すべての読みを記載する
ことは基本的にしない。各系統の主要写本のみを校合すれば、祖型の復元には事足る
からである。仮に『結婚』の写本 241 点すべてを校合したら、ページのほとんどが
校異情報欄になってしまうだろう。デジタル校訂版は、理論上は無制限に校異情報を
記述できるため、メンツァーはその意味において、重要と思われる読みが埋もれてし
まうことを懸念していた。だが、結局は労力の問題に帰着する。ポテンシャルとして
は可能であっても、現実問題として何十何百もの写本を校合するのは困難であり、少
なくとも現時点では杞憂と言える。他方で、③は非常にゆゆしき問題として顕在化し
ている。ウェブベースのデジタル校訂版は、極論を言えば、明日には見られなくなっ
ているかもしれない。その背景には、ドメイン維持の問題と技術の陳腐化がある。前
者については、何らかの公的資金に基づいて作成されたものの場合、その資金が尽き
た（支給期間が終わった）段階で、ドメインが放棄される可能性がある 84。個人によ
る場合は、ことさらにそうである。後者に関しては、技術の急速な進化により、旧世
代の規格によって作成されたページが読み込めなくなることがある。ドイツ圏の写本
を中心にデジタル化し公開していた Manuscripta Mediaevalia は、Adobe Flash の廃

Philology”, Bryn Mawr Review of Comparative Literature, 2/2 (2001).
83　 Electronic Beowulf も現在ではウェブベースで閲覧可能となっている。https://ebeowulf.

uky.edu/ebeo4.0
84　 カッシオドルスによる『聖俗学問綱要』の新版作成に重要な役割を果たしたヴァランシ

エンヌ写本（Valenciennes, Bibliothèque municipale 172）のデジタル校訂版は、もうリン
ク切れでアクセスすることができない（http://cassiodore.pagesperso-orange.fr/1intro-1.
htm）。cf. P. Stoppacci, “A proposito di una recente edizione digitale: La redazione Δ 
delle Institutiones di Cassiodoro. Str ati gratia di un manuale”, Scriptorium, 69 (2015), pp. 
236–271. 岩熊幸男氏による 12 世紀以前の論理学書を中心とした膨大な校訂史料も、一部
リンク切れを起こしている（Twel�h Century Logic Home Page: https://www.s.fpu.ac.jp/
iwakuma/Home.html）。ただし、今はデータベースごと移管され、全文がダウンロード可
能である。Logicalia Medievalia: https://pric.unive.it/projects/logicalia-medievalia
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止によって閲覧不可となっている 85。『結婚』の註釈のデジタル校訂版を公開していた
Glossae in Martianum も、技術的な都合で今は表示することができない 86。データ形
式で言っても、現在主流の TEI でさえ半世紀後も利用されている保証はなく、数十
年単位でみた「史料としての寿命」という意味では、物理的実体を持つ紙媒体の方が
現状では優れていると言わざるを得ない。このように、紙媒体と電子媒体は一長一短
である。だが、少なくとも、選択肢が増えたことは歓迎すべきことであろう。ルネサ
ンス期に始まった文献学は、いまやコンピューターも利用する新たな局地へ突入しつ
つある。それと合い重なって、マージナリアもようやく研究の対象となり始めたので
ある。

IV. 「行間」を読む―中世のマージナリアが語るもの

実際、余白にはどのような世界が広がっているのだろうか？まず、中世のマージナ
リアを議論するうえで押さえておかなければならないのは、現代のわれわれが慣れ親
しんでいる印刷本と写本とでは、次の 2 点において大きく性質が異なるということで
ある。ひとつは、公共性である。とくに 12 世紀以前のヨーロッパ社会では、写本は
基本的に修道院が所有する共有財産であり、誰か個人の所有物であることは少なかっ
た。9 世紀より修道院間で写本の貸借が行われていた記録も残っており、個々の写本
とそこ書き込まれた記述は、（修道院環境内では）パブリックな性格を有していた 87。
現代では他人の本の書き込みを見る機会はあまりないが、中世ではまったく逆の状況
だったと言える。もうひとつは、継承性である。親写本にあった註釈は、本文と一緒
に子写本に筆写されることがよくあった 88。筆写のさいには複数の写本が参照される
こともあり、註釈はひとつの写本にとどまらず、伝播してゆく傾向がある。言い換え

85　 http://www.manuscripta-mediaevalia.de 2022 年 12 月現在、別環境への移行を準備中のよ
うである。

86　 http://www.martianus.mueze.lmu.de
87　 カロリング朝期には、各修道院や司教座聖堂間で写本の貸借が頻繁に行われていた。cf. R. 

McKiterick, “Scholarship, Book Production and Libraries: �e Flowering of the Carolingian 
Renaissance”, in The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751–987, London/New 
York: Longman, 1983, pp. 200–227.

88　 このことは、マージナリアも本文と同様に系統図を作成できる可能性があることを示して
いる。cf. A. J. Hicks, “Editing Medieval Commentaries on Martianus Capella”, in �e Arts 
of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies, 2016, pp. 139–159; S. OʼSullivan, “Problems in Editing Glosses: A Case Study of 
Carolingian Glosses on Martianus Capella”, in Ibid., pp. 290–311.
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れば、余白にはさまざまな人物による註釈が何層にも積み重なっており、それ自体が
情報伝達の媒体（メディア）として機能していた。以下では、これまで議論してきた
校訂の問題にも直結する、あるひとつのテーマを『結婚』から取り上げ、中世におけ
るマージナリアの実例を詳しく見ていきたい。

＊

マルティアヌスの名を後世に知らしめたひとつの大きな要因として、天文学を扱う
第 8 巻で論じられている「修正天動説」が挙げられる。この理論は、基本的には地
球を宇宙の中心に据える天動説の立場を維持しつつも、水星と金星（地動説の立場か
ら見た内惑星）のみ太陽を中心に回るとする部分的な太陽中心説であり、のちにコ
ペルニクスによって地動説の嚆矢と評価された 89。科学史の概説書などでも、しばし
ばマルティアヌスに帰されて紹介される有名な理論であるが、しかし実際のテクスト
は数々の点で非常に錯綜し、欄外においてさまざまな解釈を誘発している。イメー
ジしやすいように、ジョヴァンニ・ヴァティスタ・リッチオーリ（Giovanni Battista 
Riccioli, 1598–1671）の『新アルマゲスト』（1651 年）Almagestum novum から図を
拝借し、修正天動説とはなにか概観しておこう。

古代ギリシア以来、プラトンやアリストテレスをはじめとする多くの人々は、地
球を中心とする同心円状の宇宙を想定していた【図 2.1】（以下、同心円モデルと呼
ぶ）90。この前提において、惑星の順序はその公転周期によって決まると考えられた。

89　 Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium, Nürnberg: Petreius, 1543, I, 10, 
f. 8v.「このゆえに、百科全書を書いたマルティアヌス・カペッラや幾人かの他のラテン
人が熟知していたことを少しも軽視すべきことではないと私は考える。というのは、彼
らは 「真中に存在する太陽の周りを金星と水星はめぐる」 と考え、それらの天球の凸面が
許容する以上に先へ太陽からずれてゆくことにならないのはそれが理由となっていると彼
らは考えたからである」。高橋憲一訳『完訳　天球回転論』みすず書房、2017 年、41–42
頁。『結婚』第 8 巻の内容については、Stahl, Martianus Capella, vol. 1, pp. 171–201; J-B. 
Guillaumin, “Le livre VIII des Noces de Philologie et de Mercure dans la transmission des 
savoirs astronomiques antiques”, in MCCS, pp. 231–274.

90　 初期中世の天文学一般については、S. C. McCluskey, Astronomies and Cultures in Early 
Medieval Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; B. S. Eastwood, Ordering 
the Heavens: Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance, Leiden: Brill, 
2007; Idem, “Early-Medieval Cosmology, Astronomy, and Mathematics”, in �e Cambridge 
History of Science, 2: Medieval Science, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, pp. 
302–322. 古代からケプラーに至るまでの天文学史については、山本義隆『世界の見方の転
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惑星が遠くにあるほど、その動きは遅く見えると理解されたからである。外惑星につ
いてはそれで問題なかった。ただし、内惑星については、見かけ上太陽から一定角度
以上離れることは決してなく、いずれも 1 年で地球の周りを一巡りするため、天動
説の立場からでは、その順序を理論的に決定できない問題があった。プラトンは中心
から太陽—水星—金星の順とし、プトレマイオスは水星—金星—太陽とするなど、さ
まざまな意見があったのはそのためである 91。修正天動説は、内惑星のみ太陽を中心
とした円軌道を描くと想定することによって、この問題を解決した体系である【図
2.2】（以下、周転円モデル）92。周転円モデルでは、内惑星は太陽とともに 1 年周期で

換』全 3 巻、みすず書房、2014 年が大変参考になる。
91　 惑星配列を巡る古代の議論については、O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical 

Astronomy, pt. 2, Berlin/New York: Springer-Verlag, 1975, pp. 690–693.
92　 ポ ン ト ス の ヘ ラ ク レ イ デ ス（Heraclides Ponticus, B.C. 387–B.C. 312） は、 最 初 に 修

正天動説を主張した人物としてしばしば言及されるが、現代ではほぼ否定されてい
る。cf. O. Neugebauer, “On the Allegedly Heliocentric Theory of Venus by Heraclides of 
Pontus”, American Journal of Philology, 93 (1972), pp. 600–601; G. Evans, “� e Astronomy 
of Heracleides Ponticus”, � e Classical Quarterly, 20/1 (1970), pp. 101–111; B. Eastwood, 
“Heraclides and Heliocentrism: Texts, Diagrams, and Interpretations”, Journal for the 
History of Astronomy, 23 (1992), pp. 233–260. スミュルナのテオン（� eon of Smyrna, ca. 
70–ca. 135）による『プラトンを読むための数学的事柄についての解説』では、明確に修
正天動説が論じられている。J. Dupuis trans., Oeuvres de � éon de Smyrne: Exposition des 
connaissances mathématiques utiles pour la mecture de Platon, Paris: Librairie Hachette et 

【図 2.1】 Riccioli, Almagestum novum, 
p. 282（部分）

【図 2.2】 Riccioli, Almagestum novum, 
p. 283（部分）
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地球の周囲を公転し、同時に太陽の周りも巡る衛星として理解される。そのように考
えた場合、内惑星の公転周期は当然太陽と等しくなり、同時に、逆行運動と金星の二
つの相（明けの明星と宵の明星）も合理的に説明することができる。マルティアヌス
の説明をウィリス版から引用してみよう（以下、「本文」とカッコ付きで言及する場
合はこの引用箇所を指す）。

Nam Venus Mercuriusque licet ortus occasusque cotidianos ostendant, tamen 
eorum circuli terras omnino non ambiunt, sed circa Solem laxiore ambitu 
circulantur. Denique circulorum suorum centron in Sole constituunt, ita ut supra 
ipsum aliquando, infra plerumque propinquiores terris ferantur; a quo quidem 
uno signo et parte dimidia Mercurius, <Venus vero XLVI partibus> disparatur. 
Sed cum supra Solem sunt, propinquior est terris Mercurius, cum intra Solem, 
Venus, utpote quae orbe vastiore di�usioreque curvetur.93

さて、金星と水星は日の出と日の入りが毎日見られるものの、その軌道はまった
く地球を巡らず、むしろ太陽の周りをより広い軌道で回っている。つまり、それ
らの円の中心は太陽に据えられている。このようにして、〔水星と金星は〕とき
には太陽の上にあり、また、たいていの場合は下にあって、地球により近づいて
運行する。たしかに、水星は太陽から 1 と 2 分の１星座分〔＝ 45 度〕＜対して
金星は 46 度＞離れている。ところで、それらが太陽の上にあるときは、水星の
ほうが地球により近く、太陽の下にあるときは、金星のほうが〔地球に〕より近
い。なぜなら、〔金星は〕より大きく、より広い軌道によって囲われているから
である。

内惑星は太陽を中心に公転するため、地球を基準として、太陽の上にあるときと下に
あるときでは、並び順が変わって見える。

太陽の上：《地球—太陽—水星—金星》
太陽の下：《地球—金星—水星—太陽》

「本文」の後半部は、このことを示している。一見、修正天動説の要点を端的に述べ
ているように見えるが、この校訂テクストは複数の次元においてさまざまな問題を抱
えている。はじめに、中世の人々がどのようにこのテクストを理解したのか見てみよ

C, 1892, pp. 301–303. なお、リッチオーリが周転円モデルと「エジプト人の体系 Systema 
Ægyptium」としている理由については、後述。

93　 De Nuptiis, VIII, 857. ed. Willis, p. 324. ＜＞は校訂者による復元である。この点について
はあとで詳しく論ずる。なお、signum とは黄道帯を十二宮で分割した領域のことを指し、
unum signum = 30 度ということになる。



211〈研究ノート〉 マージナリアは何を語るのか ?

う。

最古の写本におけるマージナリア―中世の解釈問題
ここでは、820 ～ 30 年頃にオーセール付近で作成された『結婚』最古の写本（ラ

イデン写本、以下 L 写本）を主として取り上げてみたい 94。この写本には、「最古の
註釈の伝統 Oldest gloss tradition」（以下「最古註」）に属するとされる一群の膨大
な註釈が欄外と行間に施されている【図 3.1】95。筆跡から判断して、註釈には最低で
も 3 人が関わっている 96。そのうちの 1 人はヴェローナのラテリウス（Ratherius of 
Verona, ca. 880–984）と特定されているが、「本文」に対しては殆ど手を加えていな
い。残りの 2 人は、おそらく本文の筆写とほぼ同時に、それぞれ手分けして註釈を
書いたようである。羊皮紙に薄らと残るガイドラインの跡は、もとから註釈を書き込
むためのスペースを確保していたことを暗示しており、親写本から註釈ともども筆写
されたのだろう。また、テクストだけでなく、各所に様々な図も描かれている 97。以
下では、L 写本のマージナリアを通じて、「最古註」による修正天動説の理解を検討
してみたい。

94　 Leiden, Voss. lat. F. 48 (ca. 820–830, Auxerre?, Leonardi, No. 89). この写本の本文とマージ
ナリアは、テーウェンによるプロジェクトの成果として電子版で公開されている。前註 73
参照。

95　 前註 26 参照。「最古註」を収める写本は、9 世紀の第 2 四半世紀から 10 世紀にかけて、
20 点確認されている。OʼSullivan, Glossae aevi Carolini, Introduction (esp. p. ix). 著者は
不明である。テーウェンによれば、ルイ敬虔王（位 813–840）の宮廷周辺における学者
グループによって作られたとも言われるが、具体的なことは何も分かっていない。cf. 
Teeuwen, Harmony and the Music of the Spheres, pp. 148–150. なお、すべての写本にまっ
たく同一の註釈があるわけではなく、写本ごとに増減が見られる。以下、「最古註」に
言及するときは、誰か特定の個人を想定しているわけではなく、写本全体の「伝統」を
指してそう呼ぶこととする。また、写本系統的には概ね本文の系統と一致するが、例外
も存在する。「最古註」の写本系統については、以下を参照。Teeuwen, Ibid., Chapter 2; 
OʼSullivan, Ibid., pp. cx–cxxx; Idem, “�e Stemmatic Relationship Between the Manuscripts 
Transmitting the Oldest Gloss Tradition”, in CSMC, pp. 35–56.

96　 この写本の詳細については、Teeuwen, Harmony and the Music of the Spheres, pp. 88–98; 
OʼSullivan, Glossae aevi Carolini, pp. lxiv–lxix.

97　 第 8 巻 の 図 に つ い て は、B. S. Eastwood, “�e Power of Diagrams: the Place of the 
Anonymous Commentary in the Development of Carolingian Astronomy and Cosmology” 
in CSMC, pp. 193–220. また、イーストウッドがヨーロッパ全土から収集した初期中世の天
文学的論考のマイクロフィルムが、以下のサイトで公開されている。Mrdieval DIagrams: 
http://repository.edition-topoi.org/collection/MAPD
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まず、「本文」の左隣に位置する註釈では、惑星の順序が問題とされている。先に
も述べた通り、太陽と内惑星の順序については古代よりいくつかの説があり、統一的
な見解が存在しなかった。註釈には、次のようなことが書かれている【図 3.2】。

【図 3.1】Leiden, Voss. lat. F. 48, fol. 79v
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Si  s e c u ndu m  Pl atone m  ord i ne m 
planetarum voluit ostendere, in hac 
sententia terris potest stare, si vero 
secundum Pytagoricos Pliniumque 
ordinem planetarum velimus assumere, 
nunquam intelligere poterimus nisi 
ablatum fuerit terris ut sic sententia 
scribatur: sed cum supra Solem sunt, 
propinquior Mercurius, et subaudiatur 
Soli.98

もし、〔マルティアヌスが〕プラトンに従った惑星配列を示そうとしているなら
ば、この文章は terris のままでよい。他方で、もしわれわれがピタゴラス主義者
やプリニウスに従った惑星配列を前提にしようとするのであれば、terris を削除
して、次のような文章が書かれなければ理解し得ない。「〔水星と金星が〕太陽の
上にあるときは、水星はより近い」。そして、〔terris の代わりに〕Soli が補われ
て解釈される。

「この文章 hac sententia」が指しているのは、「本文」にある「それらが太陽の上にあ
るときは、水星のほうが地球に terris より近く、太陽の下にあるときは、金星のほう
が〔地球に〕より近い」という箇所である。要点をまとめると、マージナリアは読者
に対して、次の 2 つの解釈を提示している。

A. 修正なし：プラトンの説に等しい（！）
B. terris を Soli に修正する：ピタゴラス主義者とプリニウスの説に等しい

すなわち、マルティアヌスがプラトンに従っていたのであれば、この「本文」は正し
いが、もしピタゴラス主義者らの惑星配列に従っていたと、われわれ読者が考えるの
であれば、terris は写本継承に伴う崩れであり、Soli に修正して理解すべきと、「最古
註」は問うているのである。それぞれの解釈をもう少し詳しく見ていこう。

98　 fol. 79v. 以下の写本にも同様の註釈が認められる。Beçanson, 594, fol. 71r (saec. IX2/2, St. 
Oyand?, Leonardi, No. 20); Leiden, B. P. L. 88, fol. 162v (saec. IXmed, Auxerre?, Leonardi, 
No. 84); Vatican, Reg. lat. 1987, fol. 128r (saec. IXmed, ?, Leonardi, No. 210). ま た、「 最 古
註」の伝統には属さない、12 世紀の写本にも写されている。Paris, lat. 14754, fol. 188r 
(saec. XIImed, Chartres?, Leonardi, No. 174). この註釈については、Eastwood, Ordering the 
Heavens, pp. 244–247 に詳しい。

【図 3.2】 Leiden, Voss. lat. F. 48, 
fol. 79v（部分）
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A. 「プラトン的」解釈
「本文」の解釈がプラトンと結びつけられていることは、現代人からすればかなり

奇妙である。プラトンは『ティマイオス』（38d1–2）や『国家』（616c5–617d1）に
おいて惑星の順序を仄めかしているが、それは【図 2.1】のような同心円モデルであ
ったことに疑いはない。ところが、プラトンの考えは、初期中世ではカルキディウス

（Calcidius, 4c）の『ティマイオス註解』In Timaeum commentarius、およびマクロビ
ウス（ca. 370–ca. 430）の『スキピオの夢註解』Commentarii in somnium Scipionis
を通じてしか知られていなかった。とくに問題なのは、後者である。マクロビウスの
記述はかなり紛らわしい。かれはプラトンがエジプト人の惑星配列《地球—太陽—水
星—金星—火星—木星—土星》を支持していたことを述べた後、その理論について次
のように述べている 99。

Circulus per quem Sol discurrit a Mercurii circulo ut inferior ambitur, illum 
quoque superior circulus Veneris includit, atque ita �t ut hae duae stellae cum per 
superiores circulorum suorum vertices currunt, intellegantur supra Solem locatae, 
cum vero per inferiora commeant circulorum, Sol eis superior aestimetur.100

太陽がそれに沿って移動するところの円は、より下方にあるものとして、水星の
円によって取り囲まれており、同様に、より上方にある金星の円は、それ〔水星
の円〕を包括している。かくして、以下の通りになるだろう。これら二つの惑星
は、自身の円の上方の頂点を通過するとき、太陽の上に位置していると理解さ
れ、一方で円の下方に沿って動くときは、太陽がそれらよりも上方にあると想定
されるのである。

「本文」と同じ周転円モデルを述べているようにも読めるが、しかし、肝心の「内惑
星が太陽を中心とする」ことが書かれていないため、純粋に、《地球—太陽—水星—
金星》の順でそれぞれの天球が入れ子状になっているだけとも解せる。この箇所の解
釈は現代の研究者のあいだでも意見が分かれているが 101、「最古註」はこの記述に基づ

99　 プラトンの原典で言われている内惑星の配列は、《地球—太陽—金星—水星》であるが、
マクロビウスは金星と水星の順序を入れ換えて理解している。cf. Neugebauer, A History of 
Ancient Mathematical Astronomy, p. 692.

100　 Macrobius, Commentarii in somnium Scipionis, I, 19, 10–15. ed. J. Willis, Stuttgart/Leipzig: 
Teubner, 1994, p. 74.

101　 この一節を周転円モデルと解した最初の研究者は、かの科学史家ピエール・デュエム
である。多くの研究者はその意見に同意したが、イーストウッドや『スキピオの夢註
解』を英訳したスタールらはそれに反対し、あくまでも同心天球を前提とした惑星配列
を述べているだけと主張している。以下を参照。W. H. Stahl trans., Commentart on the 
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いて、プラトンも修正天動説を支持していたと理解したようである。あるいは、マク
ロビウスの記述を周転円モデルと見なさなくとも、内惑星が太陽の上にあるときは

《地球—太陽—水星—金星》の並びになるため、これをもってプラトンに従っている
と解釈したのかもしれない。いずれにせよ、「最古註」は「本文」がプラトンと関係
することを提示した。実際、L 写本には水星と金星が太陽を中心として公転する図が
描かれており、その左上には「プラトン主義者のそれに従って secundum Platonicos 
ista」と書き込まれている【図 3.3】102。なお、天文学者リッチオーリが周転円モデルを

「エジプト人の体系 Systema Ægiptium」として紹介しているのは、マクロビウスのこ
の記述を受けてのことである 103。

Dream of Scipio by Macrobius, New York: Columbia Univeraity Press, 1990, Appendix A. 
cf. I. Caiazzo, Lectures médiévales de Macrobe: les Glosae Colonienses super Macrobium, 
Études de philosophie médiévale, 83, Paris: J. Vrin, 2002, p. 143–145.

102　 Leiden, Voss. lat. F. 48, fol. 79r. 似たような図は、Leiden, B. P. L. 88, fol. 162r と Vatican, 
Reg. lat. 1987, fol. 127v にも見られるが、“secundum Platonicos ista” と書かれているの
は、L 写本だけである。プラトンではなく、プラトン主義者ないしはプラトンの支持者
platonici とされているのは、マクロビウス自身のことを指して言っているのかもしれな
い。

103　 Almagestum novum, p. 282f. リッチオーリは周転円モデルの支持者として、エジプト人、
ウィトルウィウス（Vitruvius, ca. B. C. 80–ca. A. D. 15）、マルティアヌス・カペッラ、
尊者ベーダ（Bede Venerabilis, 672–735）、アンドレアス・アルゴーリ（Andrea Argoli, 
1570–1657）を挙げている。このうち、かれが依拠している尊者ベーダの著作『天と地
の構造について』De mundi celestis terrestrique constitutione は、現在では 11 世紀後半頃
に書かれた偽書であることが分かっている。cf. C. Burnett ed and trans., Pseudo-Bede: De 
mundi celestis terrestrique constitutione, London: Warburg Institute, University of London, 
1985.

【図 3.3】Leiden, Voss. lat. F. 48, fol. 79r（部分）
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B. 「ピタゴラス・プリニウス的／マルティアヌス的」解釈
もう一方の解釈では、ピタゴラス主

義者とプリニウスの理論との関係が説
明されている。両者が主張する惑星配
列は、同心円モデルに基づく《地球
—水星—金星—太陽》という順序で
ある 104。「最古註」がここで言わんとす
るのは、「本文」の「それらが太陽の
上にあるときは、水星のほうが地球に
terris より近く、太陽の下にあるときは、金星のほうが〔地球に〕より近い」につい
て、地球に terris を太陽に Soli に修正することにより、ピタゴラス主義者らの惑星配
列を再現できるということである。このように、基準点を地球から太陽に換えて読む
と、「太陽の下にあるときは、金星のほうが…〔太陽に〕より近い」となり、《地球—
水星—金星—太陽》の並びを再現できる。同時に、「最古註」は、太陽の下における
惑星配列の変更を幾何学的に描いた図を提示している【図 3.4】（以下、交差円モデ
ル）105。この解釈はすなわち、ピタゴラス主義者たちの説は現象の一側面（内惑星が太
陽の下にある状態）のみを捉えていたと理解することで、修正天動説と矛盾しないこ
とを示しているのである。さらに重要なのは、図の右上に、「マルティアヌスに従っ
て secundum Martianu(m)」と書かれていることである。この記述は、9 世紀の写本
では L 写本にしか見られないが、L 写本の註釈者は、交差円モデルがマルティアヌス
の理論だと理解していたことを暗示している。

余白においてふたつの解釈を提示する「最古註」だが、実際には、解釈 B を支持
するような註釈を本文中の 2 箇所の行間に書き込んでいる。ひとつは、「太陽の下に
あるときは、金星のほうがより近い。なぜなら、〔水星よりも〕より大きく、より広

104　 前者は『ティマイオス註解』、後者はプリニウスの『博物誌』原典を通じて知られていた。
同時代のコルビーでは、マクロビウスやカルキディウス、プリニウスの惑星に関する議
論をまとめた写本が作成されている。Paris, lat. 13955 (ca. 830). cf. Eastwood, Ordering 
the Heavens, pp. 314–324.

105　 fol. 79v. Leiden, B. P. L. 87, fol. 124v、Leiden, B. P. L. 88, fol. 162v、Vatican, Reg. lat. 1987, 
fol. 128r にも交差円モデルが描かれているが、両惑星の軌道とも太陽から離心している。
直前の周転円モデルと同様に、「最古註」に属する写本のうちでも、若干表現に違いが見
られる。オサリヴァンの写本系統に照らせば、L 写本（Leiden, Voss. lat. F. 48）は Group 
A に、Leiden, B. P. L. 87; Leiden, B. P. L. 88; Vatican, Reg. lat. 1987 は Group B に属する。

【図 3.4】Leiden, Voss. lat. F. 48, fol. 79v（部分）
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い軌道によって囲われているからである cum intra Solem, Venus, utpote quae orbe 
vastiore di�usioreque curvetur」の下線部である。普通に読めば、内惑星の軌道の大
きさを説明しているだけであり、何も問題はないように思われる。しかし、この読み
は、校訂によって復元されたテクストに基づく限り

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、という前提条件のもとでしか成
立しない。というのも、現存するすべての写本において、下線部は castiore と書かれ
ているのである。先に現代の知見を見ておこう。崩れの可能性はコップによって初め
て指摘された。かれは校異情報欄において指摘するに留めていたが、アイゼンハルト
はコップの解釈を受け入れ、校訂本文でもこの読みを採用し、ディック版とウィリス
版もそれに従っている 106。原形の castus とは、辞書的には貞潔さや敬虔さを意味する
形容詞であり、軌道を論じる文脈では些か不自然にも思える。つまり、校訂者たちは
内容面から考えて、vastiore の方が意味的により適当であると判断したのである 107。
だが、「最古註」は castiore を崩れとは考えなかった。実際、L 写本を含む多くの写
本では、castiore の上部に「より狭く angustiore」、「より低く inferiore」などと註釈
されている 108。おそらく、敬虔さという意味から厳格さや厳密さを連想したのだろう。
だとすると、金星はより狭い

4 4 4 4

ながらもより広い
4 4 4 4

軌道を描くことになる。この解釈は周
転円モデルにはうまく適合しないが、交差円モデルでは、金星は太陽の下にあるとき
は水星よりも太陽に近く、上にあるときは遠くなるため、近い＝狭い、遠い＝広いと
理解することで、castiore の意味を適切に処理できる。ここからして、「最古註」は、
マルティアヌスの“真正な”理論は、交差円モデルと考えていたのだと思われる。

解釈 B を支持するもうひとつの要素は、「水星のほうが地球に terris より近く…」
の上部に書き込まれた、「それはすなわち、太陽である id est Soli」という註釈であ
る。説明するまでもなく、まさに解釈 B の内容そのものである。ここにおいても、
やはり「最古註」は解釈 B に傾いていたことを感じさせる。だが、この小さな書き
込みは更なる解釈を惹起した。「最古註」の別系統の写本では、Soli の代わりに、「そ

106　 ディック版では、崩れを示すため、vastiore の v のみがイタリック体で表示されている。
107　 �esaurus Linguae Latinae でも、vastiore の誤写だと指摘されている（3:564）。ただし、

イーストウッドは、castiore は崩れではなく原型からそうであったと主張している。か
れによれば、マルティアヌは、水星よりも金星のほうが逆行する頻度が少なく、急激な
変動が少ないことを castior という語彙で表現した。崩れか否かの判断は、本稿では保
留とするが、少なくとも中世の人々は違う解釈を行った。B. S. Eastwood, ““�e Chaster 
Path of Venus” (orbis Veneris castior) in the Astronomy of Martianus Capella”, Annali 
dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, 6 (1981), pp. 177–85.

108　 Eastwood, “�e Chaster Path of Venus”, p. 150. な お、L 写 本 で は、“angustioreque 
inferioris” と書かれている。
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れに ei」と書き込まれている 109。すると本文はどうなるだろうか。
Sed cum supra Solem sunt, propinquior est ei Mercurius...
ところで、〔水星と金星が〕太陽の上にあるときは、水星のほうがそれにより近
く…

文脈からして、「それ」が指すのは太陽としか読めない。つまり、代名詞に置き換え
るだけでも、解釈 B の意味を再現できるのである。ある 9 世紀の写本を見てみよう

【図 4.1】110。この写本には、2 人の人物が註釈が加えている 111。第一層の註釈では、薄
いインクで (ue)l Soli と書かれている。それを踏まえたうえで、第二層の註釈は原文
の t(er)ris に修正線を引き、その上から ei と書き込んでいる。さらにまた別の写本
では、terris のインクの一部が削られて ei と直されており、上部には id est Soli とあ
る【図 4.2】112。実際、この修正は写本の伝播とともに広く支持され、11 世紀以降の写
本の多くで ei に置き換わった 113。さらには、最初のインキュナブラ（いわゆる editio 
princeps）も含め、1600 年以前に刊行された 7 つの活版印刷本のうち、5 つがこれに
従っている 114。
「最古註」が提示した解釈 B は、他の註釈者によっても支持された。エリウゲナに

帰されている註釈では、より明快に、以下のように説明されている。
Ideo dixit castiore, id est strictiore circulo, nam strictior est circulus Veneris sub 
Sole, supra vero di� usior, id est amplior; versa vice circulus Mercurii castior est 

109　 cf. Eastwood, Ordering the Heavens, p. 247, n. 174.
110　 前註 98 参照。
111　 両者の筆跡はテーウェンによって分析されており、薄いインクを用いた註釈者のほう

が先行している。Teeuwen, Harmony and the Music of the Spheres, p. 122f. cf. OʼSullivan, 
Glossae aevi Carolini, pp. lviii–lx.

112　 Leiden, B. P. L. 87, fol. 124v (saec. IXmed, Corbie?, Leonardi, No. 87). cf. OʼSullivan, Glossae 
aevi Carolini, p. lxii–lxiii.

113　 Eastwood, “� e Chaster Path of Venus”, p. 154f.
114　 Ibid, p. 155. コップ版以降の近代校訂版では、本文はすべて terris となっている。

【図 4.1】Leiden, B. P. L. 88, fol. 162v（部分）
【図 4.2】Leiden, B. P. L. 87, fol. 124v（部分）
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supra Solem, di� usior vero sub Sole.115

castiore とはすなわち、より制限された軌道のことを言っている。というのも、
金星の軌道は、太陽の下ではより制限され、太陽の上ではより広い、すなわちよ
り大きいのである。対して、水星の軌道は、太陽の上ではより狭く、太陽の下で
はより広い。

この解釈は、交差円モデルの適切な説明になっている。エリウゲナは、おそらく「最
古註」の書かれた写本を参照していたのだろう。かれの註釈はレミギウスにもその
まま継承され、中世を通じて一般的な解釈となった 116。一部の写本の巻末では、交差
円モデルと周転円モデル、そして本稿では詳しく扱えなかったプリニウスモデルの 3
つの体系が一箇所に集められ、比較しやすいように編集されている【図 5】117。

さて、以上の議論からどのような教訓が得られるだろうか。まず、先にも述べた
ことだが、中世のマージナリアは継承されるという点が重要である。言い換えれば、
余白は情報伝達の媒体として機能していた。「最古註」の解釈は、マージナリアを通
じて、editio princeps にまで生き残った。また一方で、そこは議論の場でもあった。
あるときは、複数の権威が参照され、各々の理論が比較される。またあるときは、

115　 Eriugena, Comm. in Martianum, 451, 4. ed. Lutz, p. 178f.
116　 cf. Remigius of Auxerre, Comm. in Martianum, 451, 3. ed. Lutz, p. 275.
117　 同様の図は以下の写本にも見られる。Paris, lat. 8669, fol. 122v (saec. IX2/2, Soissons?, 

Leonardi, No. 160); Paris, lat. 8671, fol. 84r (saec. IX2/2, Auxerre?, Leonardi, No. 162); 
München, clm 14729, fol. 221v; Leiden, B. P. L. 36, fol. 129r (saec. IXmed, Auxerre?, 
Leonardi, No. 82). 11 世紀以降の写本としては、Vatican, Pal. lat. 1577, fol. 66r (saec. XI, 
Lorsch?, Leonardi, No. 199); Wien, 266, fol. 111v (saec. XI, Würzburg, Leonardi, No. 229); 
Firenze, PL. 51, 13, fol. 128v (a. 1490, Firenze, Leonardi, No. 50). 「本文」欄外に筆写され
ている写本もある。Paris, lat. 14754, fol. 188r.

【図 5】Leiden, Voss. lat. F. 48, fol. 92v（部分）
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terris の例のように、ある余白の書き込みに対して、また別の手が何かを付け加える
こともある。修正天動説の事例では、「最古註」は新たに図を導入した。イーストウ
ッドが強調するように、図はテクストを補完するものであると同時に、テクストに正
確さを与えるものであった 118。文意が不明瞭な場合、関連する図がより明確にし、そ
れによって、さらなる証拠を導入、あるいは作成することができたのである。ある意
味、本文はさまざまな議論を呼び起こすための踏み台のようなものであり、余白は
権威同士の対立を明らかにし、それを解決するための役割を果たしていた 119。加えて、
ジュネットが指摘したごとく、余白のさまざまな要素（パラテクスト）は本文の読み
に介入する。とりわけ、本文が崩れて伝わっていた場合は、パラテクストこそが解釈
を左右するのである。校訂書―マージナリアがない本文―を通じて『結婚』に触
れるわれわれは、周転円モデルがマルティアヌスの理論だと考えているが、中世にお
いてはそうでなかったのである。

欠落箇所の推定―現代の解釈問題
「本文」には、これまでほとんど見過ごされてきた大きな問題がまだ潜んでいる。

ここまでの議論が中世の解釈問題であるとすれば、ここから先の議論は、現代人によ
るテクストの復元に関わる話である。着目したいのは、離角について述べている箇所
である。離角 elongation とは、太陽と地球、内惑星を直線でつないだ間にできる角
度のことである。つまり、この値が小さいほど、地球上から見て、惑星は太陽に近づ
いて見える。水星と金星は太陽から一定離角以上離れず、それぞれの最大値（すなわ
ち最大離角）は、およそ前者が 22 度、後者が 46 度であることは、古代より知られ
ていた 120。ここで、もう一度「本文」の該当箇所を見返してみよう。

118　Eastwood, “Power of Diagrams”.
119　 M. Teeuwen, “Die Ränder der Handschrift als Spiegel des mittelalterlichen Geistes: 

Die karolingische Zeit”, in Marginalien in Bild und Text. Essays zu mittelalterlichen 
Handschri�en, Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2019, pp. 61–77 (p. 
77).

120　 cf. Plinius, Historia naturalis, II, 72–73, ed. Beaujeu, p. 31; Calcidius, In Timaeum comm., I, 
v, 70, ed. Waszink, p. 117f. マルティアヌスは『結婚』の他の箇所でも両者の離角に言及し
ている。VIII, 880, 882, ed. Willis, p. 333. 史料によって値に若干バラつきがあるが、おお
よそ水星は 20 ～ 23 度、金星は 46 ～ 50 度と考えられていた。cf. Neugebauer, A History 
of Ancient Mathematical Astronomy, p. 804. なお、現代の知見から言えば、惑星は楕円軌
道を描くため、最大離角はサイクルごとに変動する（金星は 45 ～ 47 度、水星は 18 ～
28 度）。
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~ a quo quidem uno signo et parte dimidia Mercurius, <Venus vero XLVI 
partibus> disparatur.
水星は太陽から 1 と 2 分の１星座分〔＝ 45 度〕＜対して金星は 46 度＞離れて
いる。

＜ Venus vero XLVI partibus ＞は実際の写本では欠落しており、現代の校訂者によっ
て、本来そこにあったであろうと推測されたテクストである。だが、既知の観測記録
に照らしてみると、水星の数値が明らかにおかしいことが分かる。なぜこのような
復元がなされたのだろうか。実際、欠落箇所については、複数の校訂者によってい
くつかの提案がなされてきた。【図 6】は editio princeps と 4 つの校訂版の該当部分
を一覧にしたものである 121。1499 年に出版された editio princeps では、あるひとつの
写本に基づき、“parte dimidia Venus disparatur” と書かれている 122。およそ１世紀後、

121　 書 誌 情 報 は 前 註 9 参 照。editio princeps に つ い て は、ed. Franciscus Vitalis Bodianus, 
Vicenza: Henricus de Sancto Ursio, 1499 (ISTC No. ic00117000). グロティウス版は、ed. 
Hugo Grotius, Lugdunum Batavorum: Ex o�  cina Plantiniana, 1599.

122　 ディックによれば、底本は Leiden, B. P. L. 36 の可能性が高いようである。cf. Dick, De 

【図 6】校訂テクストの比較
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新たな写本を用いて校合を行ったフーゴ・グロティウス（1583–1645）は、基本的に
は 1499 年版の読みを踏襲しているものの、Venus に代わる Mercurius という異読の
存在を初めて示した 123。1836 年にコップによって上梓された校訂書では、新たに 2 点
の Mercurius と書かれた写本が報告されている 124。コップ版において重要なのは、校
異情報欄において欠落の可能性が示唆されたことである 125。かれはグロティウスの報
告、および自身で発見した写本に見られる異読の存在から、原型では両惑星の離角に
関する記述があったのではないかと推測している。続く 1866 年のアイゼンハルト版
では、本文はコップ版と変わらないものの、さらに２点の異読写本が追加された 126。
さて、ここまでの版はみな editio princeps を尊重し、Mercurius という異読は校異
情報欄で指摘するに留め、本文それ自体には手を加えていない。その意味において、
1925 年のディック版には大きな方向転換が見られる。その校訂本文を見ると、“parte 
dimidia Mercurius Venusque .... disparatur”（.... は原文ママ）となっている。すなわ
ち、従来の校訂と比して、Mercurius が追加、Venus には語末に -que が加筆され、
なおかつ “....” の箇所に何らかの欠落があることが示された。ディックはコップやア
イゼンハルトより多くの写本を校合したが、ミュンヘン 14729 番写本（以下 M 写本）
の証言、“Mercurius Venusque disparatur” を重要視し、Venusque の後ろに金星の具
体的な離角の数値があったと考えた 127。校異情報欄では、欠落箇所には『結婚』の他
の箇所でも言及されている金星の最大離角の数値、“XLVI partibus” が想定されるこ
とを指摘している 128。このような校訂史を踏まえた上で、ウィリスはディックの推測

nuptiis, p. v. ただし、この写本が何らかの文献学的な考察に基づいて選ばれた可能性は
低く、たまたま編集者の手元に近かっただけと考えるべきだろう。現代の知見から言
えば、原型の復元においてはあまり重要な写本ではない。cf. J. Préaux, “Les Manuscrits 
principaux”, p. 79.

123　 グロティウスは Leiden, B. P. L. 88 を校合に用いていたと言われる。この写本では、
Ven(us) に取消線が引かれ、その上部に Mer(curius) と書かれている（fol. 162v）。

124　 München, clm 14729, fol. 260v （ 前 註 12 参 照 ）; Karlsruhe, Ettenheimmünster 7 (saec. 
XIV, ?, Leonardi, No. 72).

125　 “Grotiana margo pariterque codices Monacensis (C) et Ettenheimmünsteriensis Mercurius, 
ut haud Improbabilis sit conjectura, utriusque a Sole distantiam olim In hoc loco lectam 
esse”. Kopp ed., De Nuptiis, p. 668.

126　 Karlsruhe, Reichenau LXXIII (saec. IX1/2, ?, Leonardi, No. 73); Bamberg, Class. 39. 両写本
では、Mercurius の上部に Venus と書き込まれている。

127　 この写本はコップ版でも使用されている。
128　 Dick ed., De nuptiis, p. 451.
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に同意し、金星の離角に関する記述をカッコ付きながらも本文に加えたのである 129。
確かに、文脈からして片方の離角しか言及されていないのは不自然なため、もう一

方の具体的な数値が毀れている可能性は高い。だが、前述の通り、この復元は当時知
られていた観測記録と矛盾する問題を抱えている。よりもっともらしい復元は、S・
グレーベと V・ヴェロニージによって、それぞれ独立して提案されている 130。二人の
案を比較してみよう。

~ a quo quidem uno signo et parte dimidia < Venus, XXII partes> Mercurius 
disparatur.（グレーベ案）
~ a quo quidem uno signo et parte dimidia <Venus, uno signo> Mercurius 
disparatur.（ヴェロニージ案）

離角の数値（前者は 22 度、後者は 1 星座分＝ 30 度）に違いがあるものの、両者と
も、Mercurius と disparatur のあいだではなく、dimidia と Mercurius のあいだに欠
落があると考えている点は共通している。数値はさておき、このように復元すると、

「金星は太陽から 45 度、水星は 22 度（30 度）離れている」と読むことができ、既
知の観測結果により近い値となる。一見すると、グレーベとヴェロニージの推測の
方がより合理的であるように思える。なぜディックとウィリスはそのように復元し
なかったのだろうか？解釈を分けたのは、M 写本の存在である。ディックの場合は、
Venusque の後ろに続く語句の欠落があると考えた。つまり、-que は文章を並列して
いると理解したのである。この一文は disparatur で区切れているため、想像されるの
は金星の具体的な数値しかあり得なかった。一方、ウィリスがディックの説を受け入
れながらも、Venusque を Venus vero に修正しカッコ内に収めたのは、そう書かれて
いるのが、M 写本および系統的に近いブリュッセル写本の 2 点しか現存していなか
ったからだと思われる 131。レオナルディによる調査結果に基づき、ディックよりもは
るかに多くの写本を知っていたかれは、仮に祖型が “~ dimidia Mercurius Venusque 
disparatur” だったとした場合、同じ読みを保存している写本ないしは系統が他にも

129　 cf. Willis, De Martiano Capella emendatio, p. 62.
130　 S. Grebe, Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii: Darstellung der sieben 

freien Künste und ihrer Beziehungen zueinander, Stuttgart: B.G. Teubner, 1999, pp. 
568–570; Veronesi, “A propositio dellʼarchetipo”, p. 296.

131　 Bruxelles, 9565–9566 (saec. IX, Leonardi, No. 26). 両写本とも同時代のザンクト・ガレン
修道院に由来し、共通の異読が多く見られることから、写本系統上近い位置（おそらく
親子関係）にあると考えられている。cf. Préaux, “Les Manuscrits principaux”, p. 80; J-F. 
Chevalier ed., Les noces de Philologie, pp. lxxix–lxxxi. なお、ディック版ではこの写本は使
用されていない。
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あってよいと考えた。しかし、同様の例は他に一つも無く、Venusque は M 写本の
写字生が独自に挿入したものと考える方が自然である 132。さらに、プレオによって綿
密に検討された写本系統において、もっとも原型に近いとされる系統の写本は、みな
“~ dimidia Mercurius disparatur” となっている 133。ゆえに、ウィリスは祖型の時点で
Venus とその数値がまるごと欠落していたと理解したのだろう。

だが、そう考えるとひとつの疑問が沸く。すなわち、M 写本の書き手（写字生 M
と呼ぼう）は、なぜ Mercurius Venusque と書いたのだろうか？ここまでの議論の流
れをまとめると、次のようになる。

①  祖型は “~ dimidia Mercurius Venusque disparatur” と想定され、Veniusque の
後ろに “XLVI partibus” が欠落している（ディック案）

② Venusque と書かれた写本は同一系統の 2 点しかない
③  もっとも祖型に近い諸写本では “~ dimidia Mercurius disparatur” と書かれてい

る
④  祖 型 は “~ dimidia Mercurius disparatur” と 想 定 さ れ、Mercurius の 後 ろ に

“Venus vero XLVI partibus” が欠落している（ウィリス案）
そもそも、写字生 M が参照した模本には何と書かれていたのだろう。②と③からし
て、“~ dimidia Mercurius disparatur” であったことに疑いはない 134。ここからして、
写字生 M は、Venusque だけ

4 4

をあとから挿入したことになる。その心理を考えてみ
よう。かれはおそらく、古典を通じて、あるいは『結婚』の他の箇所を見て、両惑
星の最大離角を知っていたのだろう。筆写に際して、「水星は太陽から 1 と 2 分の１
星座分離れている」という底本の記述をみたとき、かれは疑問を感じたに違いない
―水星の最大離角はおよそ 22 度で、金星の方が 45 度に近いのではないか？しか

132　 M 写本とブリュッセル写本はいずれも 9 世紀末に作成されたため、どちらが先行するか
は明瞭でない。以下では、便宜上 M 写本を親と仮定しているが、逆だったとしても議論
は変わらない。

133　 プレオは次の 6 つの写本がもっとも祖型に近く、さらに 2 つの下位グループ（A, B）に
分 け ら れ る こ と を 指 摘 し て い る。(A) Karlsruhe, Reichenau LXXIII; Vatican, Reg. lat. 
1987; London, Harley, 2685 (saec. IXex, ?, Leonardi, No. 101). (B) Paris, lat. 8670 (saec. 
IX3/4, Corbie, Leonardi, No. 161); Bamberg, Class. 39; Vatican, Reg. lat. 1535 (saec. IX2/2, 
Auxerre?, Leonardi, No. 208). J. Préaux, “Les Manuscrits principaux”, p. 78. cf. Veronesi, “A 
propositio dellʼarchetipo”, p. 263. 写本系統図は、Shanzer, “Review Article”, p. 77. 6 つの
写本すべてにおいて、第一筆跡は Mercurius と書いているが、カールスレーへ写本、バ
ンベルク写本、パリ写本の 3 点は後から Venus と修正されている。

134　 シャンツァーの写本系統図で言えば、M 写本はΩ2 系統に属するが、同根のほかの写本も
みな第一筆跡は Marcurius となっている。
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しながら、マルティアヌスという権威に対して、その数値を訂正するようなことはし
なかった。むしろ金星もほぼ同様の離角であることから、「水星と金星は太陽から 45
度離れている」という意味で、Venusque を追加したのではないだろうか。つまり、
-que は文章ではなく、単語を並列させているのである。

実際、この文章に違和感を感じたのは写字生 M だけではなかった。かれは原文の
Mercurius を尊重して残したが、一部の写本では、Mercurius を Venus に修正すべ
き指示が書き込まれている 135。主語を直接置き換えれば、「金星は太陽から 1 と 2 分
の１星座分離れている」となり、数値的な矛盾は解消される。第一筆跡の時点で “~ 
dimidia Venus disparatur” と書かれている写本は、修正指示のあった模本から筆写
されたのだろう。editio princeps が依拠していたのは、まさにこのような写本であ
った。欠落の可能性を考慮に入れないのであれば、真正な読みは Venus であり、む
しろ Mercurius のほうが崩れ（異読）だと考えるのも無理はない。グロティウス版、
コップ版、アイゼンハルト版はこうした想定に拠っていたと思われる。

ところで、ここまでの議論は推測に推測を重ねたものであり、＜＞が実際に書かれ
ている写本は一点もない。であるならば、欠落は校訂者の妄想に過ぎず、現実の写本
に書いてあるものこそが「オリジナル」なのではないかという批判があるかもしれな
い。つまり、“~ dimidia Mercurius disparatur” を真正な読みとするのであれば、マル
ティアヌスは水星の離角を勘違いしていた。あるいは、コップ版やアイゼンハルト版
のように、“~ dimidia Venus disparatur” を真正とするなら、最初から水星の離角に
は言及していなかった、ということである。どちらも、想定としてはあり得る。この
問題については、文献学的な知見だけでは対処できないため、文脈から考えなければ
―行間を読まなければ―ならない。筆者の考えを先に述べておけば、どちらの可
能性も極めて低く、ヴェロニージの復元がもっとも理にかなっていると思われる。ま
ず、前者の可能性については、マルティアヌスは他の箇所（VIII, 880）で正しい数値
を述べていることからして、ほとんどあり得ない。一方、後者は内容的には正しいも
のの、金星の離角にしか言及しないのは些か不自然である。コップやアイゼンハルト
はこの点に気づいていたかもしれないが、文法的な誤りはないため、本文には手を加
えなかった。しかしながら、修正天動説の理論面から考えると、最大離角は、水星と
金星両方

4 4

への言及があってこそ意味を持つ。というのも、内惑星の両方が太陽を中心
として円運動する前提において、最大離角の差は、そのまま太陽からの距離の差を意

135　 前註 123、126 参照。逆に、第一筆跡の Venus を第二筆跡が Mercurius に修正している
写本もある。Leiden, B. P. L. 88, fol. 162v.
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味する。つまり、最大離角の大きい方が、必然的に外側となるのである。ここからし
て、内惑星の順序を合理的に決定するためには、両方の最大離角が知られなければな
らない。「〔金星は〕より大きく、より広い軌道によって囲われているからである」と
いう「本文」の一節は、まさにこれを根拠として導出されていると理解すべきであ
る。

かくして、やはり欠落はあったと考えるのが妥当だろう。dimidia の次に来るのは、
グレーベとヴェロニージの言うとおり、Venus であるのはほぼ確実である。それ以下
については、両者には意見の相違がある。グレーベは『結婚』の VIII, 880 に “XXII 
partes” という証言があることから、これをそのまま当てはめたのだろう。ただ、金
星の離角は “XLVI partibus” ではなく “uno signo et parte dimidia” と表現されている
ことから、文語的により一貫性のある “uno signo” のほうがあり得そうである。実際、
この文脈では、両者の最大離角にある程度の差があることを示せば事足るため、必ず
しも正確な値である必要はないと思われる。

マルティアヌスの理論を理解するうえで、離角への言及は重要な要素である。しか
し、現行の校訂書すべてにおいて正確でない復元がなされているため、ほとんど等閑
視されてきた 136。この傾向は、そのような版に基づく近代語への翻訳によっても、よ
り一層促進されているように思われる 137。最近年、『結婚』第 8 巻の詳細な分析を行っ
たギヨマンの論考でさえ、この問題については一切触れていないのである 138。

以上、中世と現代の視点から、それぞれのテクスト解釈を見てきた。直前の議論を

136　 校訂書の復元が不正確なことを自覚したうえで議論しているのは、管見の限り、イース
トウッドだけである。Eastwood, Ordering the Heavens, Chapter 4 (esp. pp. 241–244). かれ
も、初期の論考ではディック版の復元に同意していた。Eastwood, “�e Chaster Path of 
Venus”, p. 147, n. 4.

137　 独訳と伊訳では、両者ともウィリス版に基づいて、そのまま＜＞付きで訳出している。
H. G. Zekl trans., Die Hochzeit der Philologia mit Merkur, Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2005, p. 286; I. Ramelli trans., Tutti i commenti a Marziano Capella: testo latino 
a fronte, Milano: Bompiani, 2001, p. 611. スタールの英訳では、ディック版に従い、水
星と金星両方の離角が 1 と半星座分と訳されている。ただし、翻訳と上下巻になって
いる解説では、ディックの復元に疑義を呈している。Stahl, Martianus Capella, vol. 1 
(commentary), p. 189, n. 57; vol. 2 (translation), p. 333. そのほかに仏訳もあるが、脱稿
までに参照できなかった。A. Le Boeu�e trans., Astronomie: de Martianus Mineus Felix 
Capella, Vannes, Burillier, 1998. なお、J-B. Guillaumin による第 8 巻の新校訂版がビュデ
叢書から刊行予定である。

138　 J-B. Guillaumin, “Le livre VIII des Noces de Philologie et de Mercure”, pp. 250–252.
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振り返ると、校訂者たちはみな、多かれ少なかれ、「中世の解釈」に引きずられてい
たことが分かる。歴代校訂者のなかでも、とりわけ厳しい眼を持っていたウィリスで
すら、そこから完全に逃れることはできなかった。かれは、自身の復元では観測結果
と一致しないことに気づいていたかもしれないが、M 写本の解釈に従って、元から
同じような数値が記述されていたと考えた。この事実は、テクスト校訂の困難さを物
語ると同時に、「著者の意図」と「中世の解釈」は切り分けて考えなければならない
ことを示している。逆に言えば、あるテクストの特定の時代における理解や受容を分
析することにおいて、前者の復元を試みた校訂書に全面的に依拠することには、慎重
でなければならない。とりわけ、原型が作成された時代と普及した時代に開きがある
著作の場合はなおさらである。この意味において、当時の写本に刻まれたマージナリ
アは、「中世の解釈」を語る最良の史料である。L 写本の例で見たように、中世には
中世の解釈があった。中世における思想の伝播は、マージナリアが必ず介在していた
と言っても過言ではないだろう。本稿で取り上げた事例は、砂漠の一粒に過ぎない。
当時の人々は、現代のわれわれが校訂書を通じて知るテクストを読んでいたのではな
く、さまざまな解釈が詰まった余白を一緒に参照しており、つねにそこから刺激を受
けていたのである 139。

終わりに―「オリジナル」と校訂書のはざま

本稿では、前半部において文献学の歴史を概観し、後半部ではマージナリアの実例
と、校訂書の抱える問題点を論じた。重箱の隅をつつくような議論に見えるかもしれ
ないが、写本文化においては、蝶の羽ばたきのごとく、一単語一文字の違いが連鎖
し、のちの解釈に重大な影響を及ぼす。修正天動説の事例は、校訂テクストは必ずし
も真実を語っているのではなく、あくまでもひとつの復元案として理解すべきことを
教えてくれる。現物が現存しない以上、すべては推測でしかないのである。無論、こ
のことは校訂書の価値を貶めるわけではない。本論ではあえて論争的な箇所を取り上

139　 例えば、12 世紀の代表的な哲学者の一人であるコンシュのグリエルムス（William of 
Conches, ca. 1080–ca. 1154）の主著『ドラグマティコン』Dragmaticon では、「最古註」
と同様の交差円モデルが論じられ、図も描かれている。Dragmaticon, IV, v, 3. ed. Ronca, 
CCCM, 152, p. 92f. 現存しないものの、グリエルムスは『結婚』の註解を書いたことが確
実視されており、おそらくはそこに書かれていたマージナリアも併せて知っていたのだ
ろう。cf. P. Dronke, “William of Conches and the Florentine Commentary on Martianus 
Capella”, in Fabula: Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism, Leiden: E.J. 
Brill, 1974, pp. 167–183.
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げたが、校訂書なくしては、何を読むにしても一からすべての写本に目を通さなけれ
ばならなくなるだろうし、「著者の意図」を分析することもできない。また、離角の
議論でみたように、ラハマン法による祖型の復元は、どこに欠落があるのか推定し、
そこにいかなる解釈が加えられたのか知るための大きな手がかりを与えてもくれる。
ひとつの写本を閲覧するのも容易でなかった時代においてなされた、その途方もない
努力には敬意を持って接するべきである。「新たな文献学」の先導者たちも、ひとつ
の校訂に還元しえない異文の重要性を説いたが、かといって、旧来の文献学の価値を
否定したわけではまったくない。自然科学でいえば、古典力学と量子力学の関係と似
ているかもしれない。むしろ本稿で示したかったのは、過去を形作るのは、校訂書の
テクストだけではないということである。「著者」と「作品」によって声だかに語ら
れる歴史叙述は、余白からの囁きをかき消してしまう。ある「著者の意図」を復元す
るために、「中世の解釈」を排除することにはなんら問題はない。ただ、そこに絶対
的な価値の優劣を設けるべきではない。

マージナリアとはまさに、「オリジナル」と校訂書のはざまに存在している。校訂
書の本文欄が「著者の意図」を再現したものだとすれば、校異情報欄は、われわれ現
代人が「中世の解釈」を眺めるための覗き窓のようなものである。だが、この窓はけ
っして大きくはなく、すべてを見せてはくれない。当時の読者と同じ知的風景を望み
たいのであれば、窓枠ごと取り外し、写本へと立ち返えらなければならない。

図版出典
• Bamberg, Stattsbibliothek, Class. 39（図 1.2）

< https://zendsbb.digitale-sammlungen.de/db/0000/sbb00000103/images >
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民主主義の種火
フレデリック・ワイズマン『ボストン市庁舎』を

アメリカ思想から読む

白岩 英樹

はじめに

フレデリック・ワイズマン（1930-）は予定調和を嫌う。それは「露骨なプロパガ
ンダ映画や、教条主義の映画は好きではない」と語る彼自身の映画観にも如実に表れ
ている（船橋 58）。彼の作品にはナレーションも字幕テロップもなければ、BGM も
インタビュー・シーンも使われていない。説明的な要素が除去された映像は、生

なま

の現
実を生

なま

のままに捉え、多様な読みの可能性に開かれている。そのようなワイズマンの
技法は内容といかに連動しているのか。そして、それらが有機的に絡み合った作品
は、アメリカ思想とどのように関わっているのか。本稿の目的は、ワイズマンの最新
作『ボストン市庁舎』（City Hall, 2020）を、アメリカ思想の潮流から捉え直すことに
ある。

１．ただ「いる
0 0

」こと

ワイズマンは撮影の対象となる “institution（組織／施設）” を事前に調査すること
もなければ、段取りの詳細を詰めることもない。むしろ、自分自身に潜在する固定観
念をそのまま撮影現場へ持ち込み、それが裏切られ、驚異を覚えるところから、彼の
撮影は真に開始される。ワイズマンが自らの撮影プロセスを「発見の旅のようなも
の」と呼ぶのはそのためであろう（Graham 34）。
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どちらに転ぶかわからない現場の状況を固唾をのみながら見守るとき、ワイズマン
と観者の視線は一体と化す。そのとき、現場の人間とワイズマン／観者とのあいだに
対話が生まれる。ワイズマンが好むと好まざるとにかかわらず、彼の作品が「ダイレ
クト・シネマ」と呼ばれる所以はそこにある。その対極に位置するのが、マイケル・
ムーア（1954-）の手になる一連の作品群であろう。彼の作品にはプロットが欠かせ
ない。A が生じたがゆえに B が起こった。そして、それらはすべて C の存在に由来
する。そのような因果関係を強調するために、ムーアはワイズマンが使用しない四つ
の要素（ナレーション／字幕テロップ／ BGM ／インタビュー・シーン）すべてを多
用する。そして、自らがカメラ・フレームに闖入し、プロットに沿った言動をやや挑
発気味に展開する。

精神分析家のピエール・ルジャンドルは「ドキュメンタリーに関する技法のすべて
は、問いを開かれた状態に保つことにある」と断言する（Legendre 148）。ルジャン
ドルの定義に依れば、ドキュメンタリーのしかるべき技法にのっとって制作されてい
るのは、ムーアではなく、あくまでワイズマンの作品であろう。しかし、ワイズマン
から多大な影響を受けたと自認する映画作家の想田和弘は、『ボストン市庁舎』が他
のワイズマン作品とは質を異にする点を指摘する。

ワイズマンは、アメリカのみならず世界中で民主制が危機に陥るなか、“ トラン
プ的なるもの ” の解毒剤ないしアンチテーゼとして、本作を撮ったのではないか。

（想田 21）

事実、『ボストン市庁舎』に関するインタビューにおいて、ワイズマン自身もトラン
プ前大統領を強い口調で非難している。

私はトランプを、サイコパスの異常者だと感じています。アメリカの民主主義や
慣習を彼は壊してしまったのです。トランプは、他人のことなど考えません。生
活困窮者と高齢者への手助けを最小限にし、公営住宅制度や社会プログラム、公
立中学校の予算配分、オバマケアを崩壊させたがっています。トランプは人々を
助けることに無関心なのです。（ワイズマン 44）

らしからぬ口ぶりから、アメリカの民主主義を崩壊させつつあったトランピズムに
対して、ワイズマンが強烈な危惧を抱いていたことがわかる。ワイズマンにとって、

『ボストン市庁舎』の前作にあたるのは『ニューヨーク公共図書館』（Ex Libris: �e 
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New York Public Library, 2017）であった。彼は図書館に次いで市庁舎を撮影の対象
に選んだ理由を「（様々な公共機関を）統括し、中核に位置する公共施設が市役所で
すから、撮ってみたいと思ったのです」と述懐する（ワイズマン 43）。

ワイズマン自身の言葉に見られるように、彼がトランピズムに危機感を募らせてい
た事実は否定できない。しかし、きわめて公共性の高い職務に従事する人々やボスト
ン市長、さらには市民に迫ること自体が、回りまわってトランプ現象を照射しえた。
理念国家アメリカが自らの理念を見失ったとき、各々の職務に真摯に向き合いつづけ
る人々にカメラを向けた結果、『ボストン市庁舎』のような作品が生まれた。作品誕
生の因果としては、そう捉えるのが妥当であろう。テレビ報道記者のアントワーヌ・
ギヨがいみじくも語るように、ワイズマンにとっての「組織や施設は主題というより
むしろ写真のフレーム」であり、あくまで「大いなる人間喜劇を提示するための素
地」にすぎない（ギヨ 23）。

それに加え、あらゆる現象を二元論に基づいて対立的に捉え、分断を煽ったのが
トランピズムであるとすれば、ワイズマンの制作方針はその対極にある。「できる
だけ単純化を避けようと心がけている」と語るワイズマンの狙いは、撮影対象に
“institution” を選ぶことで、半ば達成されている（船橋 114）。なぜなら、民主的に運
営される “institution” であればあるほど、会議や委員会を開催する必要が生じ、相互
の利害を解きほぐす対話が必須となるからである。ギヨが語る「大いなる人間喜劇」
とはまさにその営みのただ中で繰り広げられる他者関係の謂いであろう。

さまざまな組織や部署において、異なる立場の人々が尊厳と効率（使命と予算）の
はざまを揺れ動きながら、衝突や融和を繰り返す。そして、現実的な着地点をどこか
に見出そうとする。まるで弁証法さながらに、正反対にあるものを同時に追求する
ような難題である。ワイズマンはそのような難問に取り組みつづける彼らの様子を

「両義性（ambivalence）」を保ちながら追いつづける。『グレート・ギャツビー』（�e 
Great Gatsby, 1925）において、人間本性に内在する両極性の相克を描いた F・スコ
ット・フィッツジェラルド（1896-1940）は、優れた知性を次のように定義づける。

第一級の知性というものは、二つの相反する考えを抱きながら、それらを同時に
展開させつづける能力のことである。(Fitzgerald 388)

フィッツジェラルドの定義に従えば、両義的な態度を保ちながら多様な人々の対話を
追いつづけるワイズマンの作品には、「第一級の知性」が表出している。大著『全貌
フレデリック・ワイズマン　アメリカ合衆国を記録する』の編集を担当した鈴木一誌
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は、ワイズマンが映画製作の過程において「撮影対象とともにその場所にいる
0 0

ことを
受容した」ことに、彼の「コンパッション」が表れていると論じる（鈴木 590　傍点
は引用者）。

プロパガンダ的なシナリオにのっとって撮影や編集を進めることは、その場に「い
0

る
0

」ことに留まらず、なにかを「する」ことにあたる。しかし、ワイズマンの知性は
その逸脱を自らに許すことはしない。彼のカメラは、撮影対象を見下すような視線で

「共感（sympathy）」することもなければ、誰かに入れ込んで「感情移入（empathy）」
することもない。これらの感情の動きは、あくまで「想像（imagination）」の範囲に
収まる。しかし、鈴木が指摘する「コンパッション（compassion：慈悲・思いやり）」
は、ただ「いる

0 0

」という行為として表れる。ワイズマンはなにかを「する」のでもな
く、「想像」の範疇に自らを押しとどめることもしない。あえて選び取った「いる

0 0

」
によって、「創造（creation）」へ至る。

事実、『ボストン市庁舎』に頻出する民主的な対話には予定調和など存在しない。
トップダウンではなく、あくまでボトムアップで民主主義を実践する市民の声を拾う
ことで、ワイズマンの作品は成立している。「私は人々の努力を見せるのが好きです」
というワイズマンの言葉は、彼がただ市民とともに「いる

0 0

」ことによって実現する
（ワイズマン 46）。どちらかの側に立ってなにかを「する」、もしくは「共感」や「感
情移入」といった自らの「想像」を映像に反映させることは、むしろワイズマンを己
の目的から遠ざけてしまう。彼の知性に由来する「両義性」は、ただその場に「い

0

る
0

」ことで、自らの頭でものを考え、それを言語化し、他者に伝えようとする人々を
際立たせる。

落選によって一期で終了したトランプに続いて大統領の座に就いたジョー・バイデ
ンは、政府公認の Twitter アカウントを用いて、「アメリカ合衆国は一語で定義でき
る。それは可能性だ」と語る（Biden@POTUS）。建国の歴史をさかのぼれば、入植
者のセトラー・コロニアリズムによって生まれたアメリカにとって、タウンシップに
代表される草の根レベルでの民主的な自治は非常に重要であった。その伝統に立ち返
るかのように、バイデン大統領は異なるバックグラウンドを有する市民ひとりひと
りの思考や言動にこそ、アメリカの「可能性」が潜在すると考える。饒舌な市民た
ちが次から次へと登場する『ボストン市庁舎』には、日々の営みによって「可能性

（possibilities）」を開花させつづけるアメリカ型民主主義の原型が写し撮られている。
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２．自助と能力主義

アメリカは入植者たちが先住民族を虐殺し、周縁に追いやることで成立した国家で
ある。しかし、元をたどれば、彼ら自身も本国イギリスで宗教的な迫害を受け、やむ
を得ずアメリカへ渡航した過去がある。そして、宗主国に対して反乱を起こし、よう
やく独立を勝ち得た。インターセクショナルな当事者としての市民ひとりひとりの言
動は、国家の在り方さえ変えられる。強迫観念にも似た「変わること」に対する思い
は、国家としてのアメリカの成り立ちに深く根ざしている。2008 年の大統領選挙で
バラク・オバマ陣営が “Change!” や “Yes, we can!” といったフレーズを多用し、圧勝
したことは記憶に新しい。

しかし、変化に対し、きわめて肯定的かつ寛容なまなざしを有するアメリカでさえ
変えることができず、その体制自体がアメリカの強固なアイデンティティとして機能
しつづけているものがある。それが「自助（self-help）」に依拠した資本主義である。
アメリカの 100 ドル紙幣にその肖像が印刷されているベンジャミン・フランクリン

（1706-90）はアメリカ型資本主義の始祖といえよう。
フランクリンの思想には、“Time is money” に代表される合理主義や功利主義が深

く根づいている。もちろん、日本の一万円札の肖像となった福沢諭吉（1835-1901）
と同じように、自助で立身出世を遂げうる新時代の希望ではあった。だが、過剰な

「能力主義（meritocracy）」や「新自由主義（neoliberalism）」にも接続しうる危うい
回路を内包していることも否めない。以下に挙げるのは、印刷所の同僚を回想するフ
ランクリンの語りである。

印刷所に勤めていたころ、酒飲みの同僚がいた。朝食前に 1 パイント、朝食のパ
ンとチーズを頬張りながら 1 パイント、朝食と昼食のあいだに 1 パイント、昼
食時に 1 パイント、夕方 6 時ごろに 1 パイント、1 日の仕事を終えてから 1 パイ
ント。毎日このペースで飲むのだ。なんていまわしい習慣だと思っていたが、彼
からすると必要なものらしい。重労働を乗り切るには屈強な肉体が必要で、その
ために強いビールが欠かせないということだった。わたしは彼の誤解を正してや
りたかった。ビールから得られるエネルギーは原料の水に溶解した大麦の量に比
例すること。同じ 1 ペニー分なら、ビールよりもパンのほうが多くの麦を含ん
でいること。ビールを 2 パイント飲むよりも、1 ペニー分のパンと水 1 パイント
を摂取したほうが多くのエネルギーを得られること。そういったことを言って聞
かせたけれど、彼はあいかわらず飲みつづけていた。土曜の晩などは、給料から
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4 シリングから 5 シリングを捻出しては、きまって酒に呑まれるのだった。それ
に比べて、わたしにはそのような支出は必要ないわけだから、彼のようにみじめ
な人間が底辺でくすぶりつづけているのは道理である。(Franklin 58-59)

フランクリンには「無駄」がない。合理主義と功利主義を突き詰めた能力主義は、人
間を単なる機能に貶め、無機的な機械と同然視する。そして、その能力を効率的に向
上させようとする。

あえてワイズマンと比較するならば、フランクリンの知性はあくまで、啓蒙的な
「共感」の域にとどまる。ともに「いる

0 0

」ことで対話的な「ケア（care）」へ至ること
もなければ、「コンパッション」が導き出されることもない。自助によって立身出世
をとげたフランクリンは、同僚を教条的に導こうとするだけで、彼が酒を飲みつづけ
る本当の理由が別にある可能性を「想像」しようとさえしない。自分と同じような
自助努力ができない同僚を見下し、一方的に原因を見定めて一元的に「治療（cure）」
しようと「する」のみである。「神は自ら助くる者を助く」というフランクリン自身
の言葉からもわかるように、彼が信じる神の判断基準は自助に由来する。その基準か
らすれば、「底辺でくすぶりつづける」のはすべて自己責任ということになる。

前述したように、フランクリンも福沢も、封建的な身分制から解き放たれ、自由意
志によって自らの人生を切り拓いた。そして、その実践が当時の人々の希望であった
ことは否めない。しかし、自助の側面ばかりが過剰に強調されると、それはたちまち
新自由主義を体現したトランピズムに様相を変える。人々は各自が有する能力によっ
て格付けされ、大きく分断される。ワイズマンが嘆いた「アメリカの民主主義や慣
習」の破壊は、自助を強調するフランクリン流の能力主義の延長線上にある。

３．民主主義の礎

フランクリンが意図した、意図しないに関わらず、自助に基づいた能力主義は市
民ひとりひとりを固有の文脈から切り離し、格付けによって分断へ導く危険性を有
している。しかし、「アメリカ合衆国（United States of America）」はその名のとお
り、多様なバックグラウンドを有する市民たちが、なんらかのかたちで「統合された

（united）」状態を築かなければ、その「可能性」を消失し、空中分解してしまう。
いうまでもなく、アメリカ最古の「可能性」を有していたのは先住民族である。彼

らは土地に根づいた神話や民話が浸透した世界に暮らしていた。しかし、入植者たち
は先住民族のみならず、彼らの拠り所であった神話や民話をも「非文明的」なものと
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して周縁へ放逐してしまった。入植者たちが自らの支柱となる「声」を創出するのに
長い年月を要したのはいうまでもない。そうした状況下で、建国から 80 年近くを経
てようやく生まれた国民的詩人がウォルト・ホイットマン（1819-92）である。ワイ
ズマンは『ボストン市庁舎』にまつわるインタビューで愛読する文学者を問われ、次
のように答えている。

読書はたくさんするし、日常の一部ともいえる。とりわけ十九世紀アメリカ文学
をよく読む……、メルヴィル、ホイットマン、ポー、ホーソーン、ヘンリー・ジ
ェームズなどだ。（船橋 180）

ワイズマンが挙げた文学者に、国民的詩人ホイットマンが入っていることは特筆に
値する。ホイットマンはヨーロッパの伝統的なスタイルからほど遠い自由律を用い
て、技法・内容ともにアメリカに深く根ざした詩を書いた。以下は代表作『草の葉』

（Leaves of Grass, 1855-92）に所収された「ポーマノクからの旅立ち（Starting from 
Paumanok）」の一部である。

同志よ！
あなたはわたしとともに享受するんだ。偉大なるふたつのもの、そしてもうひと

つのものを。その三つ目のものは、ふたつを内に含み、光を放ちながら出現す
る。

偉大なる愛と民主主義。そして偉大なる宗教。(Whitman 55)

奇も衒いもない自由かつストレートな表現である。引用最後の行の「愛（Love）」、
「民主主義（Democracy）」、「宗教（Religion）」は、すべてイニシャルが大文字で表
記されている。つまり、いままで人口に膾炙していた「愛／民主主義／宗教」を超越
し、それらすべてが未知の概念としてアメリカで生まれ変わるという、ホイットマン
流の宣言である。

彼と同時代を生きた夏目漱石（1867-1916）は、ホイットマンの没年に「文壇に於
ける平等主義の代表者 『ウォルト、ホイットマン』 Walt Whitman の詩について」と
題する論文を著し、その宣言を的確に読み取っている。まず「愛」に関しては、「女
を恋ふて男を愛せず抔と云ふるは 『ホイットマン』 の主義に反するものなり」と考察
し、ホイットマンの「愛」が異性愛だけに限定されない「同胞愛」であることを指摘
する（夏目 16）。そして、「民主主義」については、「共和国に門閥なく上下なく華士
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族新平民の区別なし」と語り、「共和国の詩人」ホイットマンが詩作でそれを実践し
ていることを論じる（夏目 10）。
「宗教」に関しては、南アフリカ出身のノーベル賞作家 J・M・クッツェー（1940-）

の解釈が手がかりとなる。クッツェーはホイットマン流の「民主主義」を「市民宗
教」と呼び、その根底に「エロス」を見る（Coetzee 184-185）。つまり、詩にあるよ
うに「愛」と「民主主義」を「内に含み、光を放ちながら出現する」もの、それがホ
イットマン流の「宗教」というわけである。わざわざ「市民宗教」と言い換えている
のは、特定の教義に依らず、「愛」と「民主主義」に基づいた包摂的で求心力の強い
概念であることを強調するためであろう。
「愛」と「民主主義」を土台とした「宗教」に束ねられたアメリカは、ホイットマ

ンにとって豊饒な詩そのものである。「青きオンタリオの湖畔で（By Blue Ontarioʼs 
Shore）」と題する詩では、「可能性」に満ちたアメリカの構成要素ひとつひとつに思
いを馳せる。

これらの州の集まりが、なによりも豊かな詩なのだ。
これは単なるひとつの国ではない。いくつもの国家が集結した未知の国家なの
だ。
人々の生活。そして、昼夜を問わず無辺際に広がる営み。ここではそれらが交感
しあう。
どうでもいいことには捕われない大群衆。ここでは彼らによって物事が動いてい
く。
魂が愛する荒くれ者、あごひげ、友情、闘志。ここにはそれらがそろっている。
魂が愛する人々の潮流、民衆、平等、多様性。ここにはすべてがそろっている。
(Whitman 364-365)

詩で表現される「ここ」、つまりホイットマンにとってのアメリカとは「単なるひ
とつの国」ではなく、「いくつもの国家が集結した未知の国家」である。それゆ
え、“Love”、“Democracy”、“Religion” 同様、小文字イニシャルで表される一般的な
“nation” ではなく、大文字イニシャルの “Nation” として区別されている。

引用最後の二行では、さまざまな存在や事物、概念が次々に登場する。一見すると
無関係なそれらは、既成の枠組みを外され、フラットに並置されている。ホイットマ
ンの詩作に散見される「カタログ技法」である。ヨーロッパ的な価値観から自由な国
家であるがゆえに、ホイットマンが描くアメリカでは一切合切が序列やカテゴリーか
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ら逃れ、すべてがあるがままに存在している。王侯貴族もいなければ、先天的に抑圧
や排除を被る社会構造も存在しない。ホイットマンはそのようなアメリカを詩中に現
前させ、アメリカ自体が豊かな詩なのだという発想に至る。漱石をして「時間的に平
等なり」「空間的に平等なり」と言わしめたホイットマンの詩作の真髄はまさにそこ
にある（夏目 6-9）。

あらゆる存在が等価とされ、ゆるやかに関連しあう。大文字イニシャルの
“Democracy” に基づいたホイットマンの世界観、ひいては民主主義観は、「はじめに」
でふれたワイズマンのストイックな映像技法と地続きにある。もし字幕テロップがあ
れば、そこには何かしらの社会的地位を表す肩書きが表示されるであろうし、特定の
人物へのインタビュー・シーンを挿入すれば、その人間が他の人物とは一線を画す存
在であることが自ずと明かされる。

しかし、ワイズマンの映像は一般的な技法を回避し、ホイットマンの「カタログ技
法」さながらに、さまざまな人物が自分の声を発したり、それぞれの務めに従事した
りする姿をひたすら追いつづける。もちろん、ひとりひとりが登場するシークエンス
には限りがある。それでも、長期にわたって存在し、社会的に機能しつづけねばなら
ない “institution” が撮影対象であることも手伝って、各人物の言動の背後に凝縮され
た時間がせり上がる。映画批評家の三浦哲哉はワイズマンの映像が長大な時間を圧縮
しえていることを評価し、観者への影響について次のように語る。

... このひとたちはずっとこれをやりつづけてきたのか……と喫驚するような感覚
に打たれる。そして、この感覚こそ、ワイズマンの他のあらゆる作品に共通する
ものにほかならない。こういうことをずっとやって生きてきたひとが実在する、
という事実に直面して戦慄する。（三浦 74-75）

ワイズマンの「コンパッション」同様、観者は画面上に次々と現れる人々を選別せ
ず、ともに「いる

0 0

」ことで、彼ら自身が置かれた立場や境遇を「想像」する。そうし
て人々を立体化し、画面上の人物たちに息を吹き込むことで、彼らの背後に潜在する
膨大な時間が「創造」される。結果として浮き彫りになるのは、誰しもに必要な「ケ
ア労働の価値」である（Graeber 266）。
『ボストン市庁舎』では、永続的に繰り返される作業や対話をケアするかのような

長回しが頻繁に用いられる。それによって、数値化に適さないがゆえに資本主義社会
では埋もれがちなエッセンシャルワークが顕在化され、そうした営みに従事する人々
こそ民主主義の礎であることが示唆される。
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ワイズマンがボストンの「名市長」マーティン・ウォルシュを撮影対象に選んだこ
とにふれ、想田は『ボストン市庁舎』を「民主主義を 『祝福』 する映画」と評する

（想田 21）。彼が指摘するように、作品の前半の中心にはウォルシュが確固として存
在する。それに比して、後半で光が当てられるのは、ラストシーンでのスピーチを除
けば、エッセンシャルワーカーたちの日常である。

先の引用箇所で、ホイットマンは「統合された（united）」という言葉を用いずに、
アメリカを「いくつもの国家が集結した未知の国家（a teeming Nation of nations）」
と表現していた。アメリカ合衆国とは、決して強制的に統合されるものではなく、市
民ひとりひとりの自由意志によって有機的に結びつき、日々のエッセンシャルな営み
によって献身的に支えられる。そのようなホイットマンの希望的観測は、『ボストン
市庁舎』におけるウォルシュの言動と密接に関連している。ホイットマンは人々が

「集結する（teeming）」にはある原則が必要だと語る。

文書や印章、もしくは強制的な力などで人々をまとめても何の意味もない。
すべてをひとつの生きた原則に束ねるもの。人々をまとめあげるのは、それ

以外にない。身体の手足や植物の繊維がまとまっているのと同じ道理だ。
(Whitman 368)

トランプは人々を統合するどころか、「法と秩序！（Law and Order!）」という掛け声
によってマイノリティを恫喝し、人々の分断を煽った。そして、人々の多様な文脈を
無視することで彼らを非人間化し、特定の人々を根こそぎ排除した。しかし、『ボス
トン市庁舎』では、ウォルシュが率先して脆弱性をさらけ出し、自らのナラティヴを
市民と共有する。小児がんで入院していたとき、看護師たちにどれだけケアしてもら
ったか。アルコール依存症に陥ったとき、自分の話を聴いてもらうことでいかに救わ
れたか。ひとりひとりのナラティヴを重視するウォルシュのケア的な言動は、非人間
化された人々をふたたび人間化し、尊厳を相互に再生しあう。

歴史社会学の立場からナチズムを研究する田野大輔は、ファシズムとポピュリズム
ともに人々を煽動する手段が同種であることを喝破し、ポピュリストの手法を次のよ
うに論じる。

... 民主主義社会の基盤をなす政治的・文化的・社会的多様性を排除して、統一さ
れた均質的な「共同体」の形成をめざす。（田野 170-171）
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トランピズムがホイットマンのいう「強制的な力」で人々の「政治的・文化的・社会
的多様性」を排除したのに比すと、脆弱性の上に築かれたウォルシュの「生きた原
則」が「民主主義社会の基盤」となっているのは明らかであろう。政治学者のジョ
アン・C・トロントは、民主主義を「ケアに携わる責任を配分すること」にあると論
じる（Tronto 13）。その定義に従えば、『ボストン市庁舎』で描かれるウォルシュは、
自らのケア体験を語り、人々がお互いのナラティヴを傾聴しあう場を創出することで
民主主義を促進している。

４．多様なままで

「強制的な力」ではなく、「生きた原則」で有機的に結びつけられることで市民主体
の民主主義が活気づく。『ボストン市庁舎』は前半でウォルシュの「生きた原則」を
提示し、後半では市民ひとりひとりのナラティヴをお互いに聴き合うケア的な民主主
義を写し撮る。それでは、市民の側は統治者によって一方的に民主主義を与えられ、
なんらかの「均質性」によって「統一」されるのだろうか。

ホイットマンに大きな影響を与えた思想家ラルフ・ウォルドー・エマソン（1803-
82）は統合されることと個別性を保つことに関して次のように書く――「統一された
自然、つまり多様なままで統一された自然」（Emerson 59）。

たとえ「生きた原則」で束ねられたとしても、市民ひとりひとりにはそれぞれの文
脈がある。出自もバックグラウンドも、文化も身体状況も、各人各様に異なってい
て当然である。それでも、「統一」されることと「多様」であることはなんら矛盾し
ない、エマソンはそのように説く。森や林にまったく同じ樹木は一組たりとも存在
しないし、それぞれの木にフォーカスしても、すべての枝葉は各様に異なっている。
虫も鳥も石も同様、きわめて「多様」である。「自然」はそのような「多様」を「多
様」なまま包含する。むしろ、「多様」を「多様」なままに包摂しえないならば、そ
の「自然」は「多様」をケアしたり賦活したりすることはない。

ワイズマンはウォルシュがボストン市長に就任しえた理由を「さまざまな人種のグ
ループをまとめ上げ、幅広い連立体制を初めて整えたことにある」と捉える（ワイズ
マン 13）。ワイズマンの考えを敷衍すれば、“Nature” が内包する人間本性を「多様」
なまま「統一」するのがウォルシュの「生きた原則」といえよう。個々が「多様」な
ままに「統一」されるのが「自然」であり、人間本性にもかなったことである、エマ
ソンがそう考えたように、彼と親交を結んだ思想家ヘンリー・デヴィッド・ソロー

（1817-62）は、「多様」な文脈に生きる個人こそがもっとも重要であり、それを国家
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が認識することで「未知の国家」が生まれると論じる。

個々の人間には、国家よりも崇高で独立した力がある。そのことを国家が認め
る。そして、国家の力と威信とが、個人に由来することを認識する。そのうえ
で、国家がひとりひとりに見合った対応をするようになる。そうしてようやく、
本当に自由で進歩的な国家が生まれるのだろう。わたしはいつの日か理想の国家
が出現することを思い描いて、ひとり悦に入っている。当たり前のこととしてあ
らゆる人間とフェアにかかわり、まるで隣人に接するかのようにひとりひとりを
尊重する。（中略）わたしはそのような国家のすがたについても想像をふくらま
せてきた。だが、そういった国家はいまだどこにも見あたらないのだ。(�oreau 
287-288)

ソローの国家観は上意下達で一方向的なトランピズムとは対極にある。まず、「国家
よりも崇高で独立した」市民ひとりひとりが存在し、彼らのボトムアップによって

「国家の力と威信」が生じる。そして、国家は個々の市民を「多様」な文脈に応じて
「尊重する」。ソローが理想とする民主主義はミクロ的な草の根から始められ、マクロ
的な「統一」のプロセスにおいては相互作用を生む。

ミクロとマクロの往還は『ボストン市庁舎』で用いられた映像技法にも散見でき
る。「多様」な個々人間で交わされる豊饒な対話、そしてそれらを「統一」する器と
しての “institution”。ワイズマンは延々と続く前者の模様をカメラで追っては、とき
おり後者の外観を差し挟む。民主主義は権威主義的なトップダウンによって与えられ
るものでもなければ、市民からのボトムアップだけで成立するものでもない。それら
のあわいに生じる相互的な関係性から立ち上がる。『ボストン市庁舎』で描かれる民
主主義も同様である。作品は市民の声をダイレクトに聴くコールセンターのシーンで
始まり、エンディングもまたコールセンターに電話をかける市民の声で幕を閉じる。
美学者の伊藤亜紗は『ボストン市庁舎』の構造と民主主義とを関連づけ、次のように
語る。

コールセンターで始まった受け取りの連鎖が、いつまでも完結することなく、
人々のあいだで起こり続けること。それが行政の仕事であり、民主主義であるこ
とを、この映画は教えてくれる。（伊藤 112）

観者の視線は「多様」と「統一」とを何度も往還しながら、そのあいだに民主主義の
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橋梁が架けられるさまを目の当たりにする。しかし、入れ子状の作品構造を全体から
俯瞰したとき、市民と共同体との架橋作業に決して終わりはないことに気づかされ
る。ウォルシュが作中で “follow up” や “a�er that...” という言葉を重ねて用いている
のは、彼自身がそのことに自覚的だからであろう。「多様」な個々人の文脈に応じて、
さらには移ろい変化していく状況に合わせて、橋は何度でも架け直されねばならな
い。『ボストン市庁舎』は内容のみならず、その形式においても、「多様」と「統一」
とを両義的に往還させることで、民主主義のあるべき姿を立体化しえている。

むすびにかえて

作中最後のスピーチで、ウォルシュは「傾聴して、学んで、人々を導く」と語る。
彼は『ボストン市庁舎』で映し出される対話の場において、各人に固有の文脈から生
まれるナラティヴをなによりも重視し、市民ひとりひとりが自らの物語を語りあうこ
とを推奨していた。それによって、人々は孤独な自助の陥穽を回避し、能力主義から
離れた場所でお互いに耳をすませあうことが可能となった。

撮影現場のワイズマン同様、その場に「いる
0 0

」のが許されることはケアの前提条件
であり、自らのナラティヴを傾聴されることはケアそのものである。ケアしケアされ
ることで市民は賦活され、ますます雄弁になっていった。そして、草の根から響く市
民の声は、共同体に息を吹き込み、そのあわいに生じた相互作用から民主主義の種が
次々と芽吹いていった。

もちろん、『ボストン市庁舎』は変わらず多様な読みの可能性に開かれている。そ
れは「生きた原則」によって「多様」なまま「統一」される民主主義に完成がないこ
とと相似の関係にある。

共同体や国家はとりもなおさず、ひとりひとりの人間から始まる。しかし、ウォル
シュのナラティヴにもあったように、当の人間は脆弱性の塊にすぎない。時が移ろう
のと同じように、身体はまちがいなく老いるし、心が痩せ細ることだってあるだろ
う。そのような個々人が民主主義の礎にあるのだから、ときには民主主義自体が脆弱
性を露呈することだってあるかもしれない。

それでも、「いる
0 0

」ことを認めあい、お互いのナラティヴを聴きあう場を草の根で
創出し、護りつづけること。ボストン市民とウォルシュは、さまざまな水準でそれを
実践し、ワイズマンは彼らの試みを実に民主的な技法を用いて結実させた。『ボスト
ン市庁舎』には民主主義の種火がアーカイヴされている。民主主義の灯が消えること
はない。
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コロナ禍での史料調査
ウェールズ、アベリストウィスにて

梅田 建人

始めに

私は東京大学大学院人文社会系研究科に所属する博士課程の大学院生であり、20
世紀初頭におけるイギリスの社会保障改革について研究している。研究に必要な一次
史料を閲覧するため、2022年 2月 19日から 3月 12日にかけ、私はウェールズ中部
の小都市アベリストウィス（Aberystwyth）へと史料調査に出かけた。この史料調査
は極めて異例の情勢の下で行われるものとなった。というのも、当時の日本、及び世
界は未だに 2020年から続く新型コロナウイルスの蔓延に翻弄され続けており、その
上、ロシア・ウクライナ情勢は緊迫の度合いを日に日に高め、ついには戦争の勃発に
至ろうとしていたからである。場合によっては渡航計画が直前になって頓挫する可能
性もあれば、さらに悪いことには、渡航後に帰国が困難になる可能性すらあった。こ
の調査を通じて私が行ったこと、体験したことに関する回想・記録は、近いうちに外
国で研究活動を行う方々にとって少しでも参考になるかもしれない。また、2020年
代始めという、極めて特殊かつ困難な時期における外国史研究が、どのように行われ
ていたのかということを、後世の人間が明らかにする上で有益なものとなるかもしれ
ない。よって、ここに記していこうと思う。勿論、ここには幾分些末な話題も含まれ
ることをご了承いただきたい。
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構想～準備

2021年の 11月が終わり、学会報告がひと段落した時になり、史料調査に行くこと
を構想し始めた。当時はイギリス（連合王国）政府の定める入国制限が大幅に緩和さ
れた時でもあり、「この情勢ならもしかしたら行けるのではないか」と思い始めてい
た。そもそも、その年に史料を新たに収集できなければ、国内で閲覧可能な史料が枯
渇し、私の研究がストップする危険があった。そのため、研究のことを考えれば何が
あっても史料調査に行けなければ困るという状況であった。その後、指導教員や他の
先生方、友人とも相談した結果、史料調査には行けるうちに行っておくべきだとの結
論に至り、本格的な準備を始めたのであった。
具体的な調査先として考えられたのは、ロンドンのウェストミンスターにある議会
文書館（Parliamentary Archives）、もしくはウェールズにあるウェールズ国立図書館
（National Library of Wales）であった。ところで、私の研究にとってのキーパーソン
となる人物の一人は、かつて第一次世界大戦中にイギリスの首相を務め、また、私の
研究対象とする時代には財務大臣を務めていたデイヴィッド・ロイド＝ジョージであ
るが、彼に関する史料の多くは上記二つの文書館に収められている。特にウェールズ
国立図書館は、イギリスの歴代首相の中で唯一のウェールズ人であったロイド＝ジョ
ージの個人文書（手紙、日記など）の収集を精力的に行っており、ロイド＝ジョージ
に関する史料分析をある程度まとまった形にするにはうってつけの場所であった。そ
の上、当時の同文書館はコロナ禍での例外として、史料の写真を撮る際の費用を無料
としていた。当時残りの科研費が乏しかった私にとって、このことはとても喜ばしい
ことであった。というわけで、その年度の史料調査はウェールズ国立図書館に行くこ
ととした。
渡航準備の第一段階として、まずは人文社会系研究科へと海外渡航申請書を提出
し、渡航の可否を伺う必要があった。申請書には、渡航先の国の入国制限や日本に帰
国する際の条件などを記入する必要があったが、これがとても骨の折れる作業であっ
た。なぜならば、イギリスという国はドイツやフランスなどと違い、連合王国の各ネ
イション（イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド）ごとに
別々の感染対策、及び入国制限措置を取っており、しかも内容が微妙に違っていたり
する。イングランドの入国制限措置の内容については、日本の外務省がウェブ上でそ
の内容を簡便にまとめてくれており、簡単に内容を理解できる。しかし、ウェールズ
の場合はそのような簡便なまとめが存在せず、ウェールズ政府のホームページにアク
セスして、恐ろしいほどに長く複雑な英文を読む必要があるからである。その上、今
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回の渡航の場合はどの空港を使うにせよ、イングランド内の空港からイギリスに入国
し、そこから何らかの手段でウェールズに入境することになるため、「イギリス国外
からイングランドに入国する場合」の条件のみならず、「イギリス国外からウェール
ズに入国する場合」、及び「イングランドからウェールズに入境する場合」の条件も
調べなくてはならなかったからでもある。入国の条件を調べ終わり、指導教員の承認
を得た上で、大学事務に海外渡航申請書を提出した結果、いくつかの書類上のミスを
指摘されたものの、何とか渡航の許可をいただくことができた。その後は航空便や滞
在場所の決定、予約などの具体的な準備に取り掛かった。
さて、ウェールズ国立図書館という場所に行くことが許可されたものの、この時点
での私は、この文書館の具体的な場所をよく把握しておらず、ウェールズの首都であ
るカーディフにあるのだと勘違いしていた。しかし、よく調べてみると、ウェールズ
の中でも産業が発達し、人口の集中する南部ではなく、中部のアベリストウィスとい
う人口 1万 5千人の小さな町にあると分かった。その上、この町にたどり着くには、
一番近い国際空港であるバーミンガム国際空港から鉄道で 3時間 30分かけなくては
ならないということも分かった。渡航初日から移動で疲れ果てそうである。しかし、
もう決めてしまった以上は仕方がないということで、東京からバーミンガムへと行け
る航空便を探し始めた。そこで検索にヒットしたのが、成田からドバイを経由してバ
ーミンガムへと向かうエミレーツ航空の便であった。北回りの旅客便に比べれば飛行
時間が長く、体の疲労はなかなかのものになると予想されたが、エミレーツ航空であ
ればサービスも悪くないであろうと考え、この便を選んだ。後にウクライナで戦争が
始まった結果、ロシア上空を通過できなくなった北回りの航空便が大きな迂回、もし
くは欠航を強いられるようになったことを考えれば、この選択は正解だったと言えよ
う。そして航空券を購入することとなり、クレジットカードの情報をウェブサイトに
入力したら、なんと不正な利用を疑われて取引がキャンセルされてしまった。もしか
すると、コロナ禍で海外に行く日本人がいるはずはないと思われたのであろうか。二
回目に取引を行ったら承認されたため、何とか航空券を買うことはできた。
次にするべきことは宿の確保であった。アベリストウィスは小さな町であり、そも
そもホテルがあまり多くない。しかも、ある程度有名なリゾート地であることも手伝
って、数少ないホテルの宿泊費はそれほど安いわけでもない。最初に確保したホテル
は、その中でも安めの「フォーシーズンズホテル」という所であった。「フォーシー
ズンズ」という名前は有名高級ホテルブランドの名前でもあり、最初は安心できると
思って予約したのであった。しかし、予約した後によく調べてみると、東京の大手町
にあるようなフォーシーズンズホテルとは何の関係もなく、その上、過去にオーバー
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ブッキングを何度も行い、裁判沙汰にもなったことすらあるホテルだったとのことで
あった。さらに悪いことに、オーバーブッキングが起きた際には、宿泊客を古びた大
学寮へと移動させるとのことである。あるレビューによれば、その大学寮は「誰かが
死んだような匂い」がする建物な上、家具が全体的に古くて汚く、扉に鍵もついてい
ないらしい。これを見た私は、さすがそんな目に遭いたくはないと思ってそのホテル
の予約を取り消した。かといって、そのホテルの予約を取り消したのは渡航まで一か
月を切った時であり、もうアベリストウィスには残りのホテルがあまり残っていなか
った。仕方がなく、民泊物件に泊まることも視野に入れながら検索を続けた結果、ア
ベリストウィスの中心部から少し離れた場所に大変良い貸し別荘を発見した。その物
件は、建物の 3階部分を全て一人で利用して良い上、一泊当たりの値段が 8000円も
しない破格の物件であった。なんと私一人に対してベッドルームとシャワールームが
二つもあり、その上ダイニングとキッチンも付いていた。私が普段暮らしている東京
の小さなワンルームアパートよりも、ずっとゆとりのある生活を保証してくれそうで
あった。私はすぐさまその物件を予約した。
ここまでの準備は、通常の場合においても、海外へ旅行する上で誰もが行うもの
である。一方で、ここから先の準備はコロナ禍ならではのものであった。まず行っ
たのは、イギリスから日本へ帰国する際に必要な PCR検査の予約であった。日本政
府は PCR検査に関し、検体の採取方法などを詳しく指定しており、それに合致しな
い PCR検査の陰性証明書は受け付けていなかった。より具体的には、日本政府は検
体採取方法として「鼻咽頭ぬぐい液、唾液、もしくは鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液
の混合（Nasopharyngeal Swab, Saliva, and Nasopharyngeal & oropharyngeal swabs）」
しか認めていなかった。一方で、イギリスの多くの検査場のサイトでは、これらの検
体採取方法をとっているかどうかを明示していない場合が多く、陰性証明書にも単に
「鼻ぬぐい液（nasal swab）」などとしか記載されないこともある。仮にそのような陰
性証明書が発行され、空港でのチェックイン時に航空会社のカウンターに提示したと
しても、飛行機への搭乗を拒否されることとなる。しかし、イギリス国内には日本政
府の求める形式の陰性証明書を発行してくれる検査場がかなり限られていたため、私
はそのような検査場を探すのに大変苦労し、気が付いたら夜が明けていた。やっと見
つけた検査場は、「日本向け PCR」と銘打って不当に値段を釣り上げており、さすが
にそこを選ぶ気にはなれなかった。最終的には、最近帰国した先輩にどこが良いかを
尋ね、バーミンガム空港の Express Testという検査場で検査を受けることにした。
また、イギリスに入国する 48時間以内の時間に乗客追跡フォームを記入する必要
もあった。このフォームの記入方法も中々に独特であり、少々難儀をした。例えば、
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このフォームの質問項目の一つには、自分が最後に居た国を答える項目があるが、
「あなたはこの国の ‘island’ もしくは ‘territory’ を訪れましたか？」というものがあっ
た。さて、読者の方々はこの質問の意味するところを理解できるであろうか？私は最
初、‘island’ を日本列島の島のいずれかのことであると理解し、質問自体には「はい」
と答えた後、その質問の下にポップアップで現れた「島の名前は？」という質問に
‘Honshu’ と記した。しかしながら、そう記入しても「そのような島はありません。」
という表示がなされた。それを見た私は、北方領土ならまだしも、本州が日本に存在
しないはずはないと思い、実に戸惑った。この項目を無視して進むことはできなかっ
たため、ひとまずその質問には「いいえ」と答え、次に進んだが、特にその後問題に
なることはなかった。後で辞書を引いて調べた結果、‘island’ や ‘territory’ には、自治
領や海外領土としての島もしくは領域という意味もあるということであった。少なく
とも戦後の日本には縁のない単語である。また、この乗客追跡フォームには現地で使
う携帯電話番号の入力が必要なので、現地用の SIMカードを入れて携帯を使う場合、
日本の携帯電話番号は使えないということになる。そのため、予めアマゾンでイギリ
ス用の SIMカードを購入し、先に現地の携帯電話番号を知っておくこととした。
また、帰国後に成田空港に着いてからの流れも確認しておく必要があった。出国前
当時においては、ワクチン接種済みの帰国者（入国時に陰性）は、国の指定する宿泊
施設で一定期間隔離の後、自宅で自主隔離を行う必要があった。記憶が正しければ、
当時の隔離期間は施設待機が 6日間、その後の自主隔離が 1日の、合計 7日間であ
った。自宅への移動には公共交通機関が使えないため、残り 1日の自宅隔離を行う
のに、どのようにして帰宅すればいいのかがよく分からなかった。一応ハイヤーを使
えばよいとのことではあったが、片道 2万円ほどの運賃がかかるため、非常に悩ま
しい。それだけお金を払うくらいなら、いっそのこと成田空港周辺のホテルに泊まろ
うとも考えていた。しかし、渡航中に政府の方針が変わり、施設待機が廃止され、自
宅待機が 7日間となった上、公共交通機関の利用が可能となったため、特に問題は
なくなった。

渡航

2022年 2月 19日に私は家を出て、京成線の快速列車で成田空港へと向かった。そ
の日の夜は雪の予報であり、京成線が動かなかったらどうしようかと思っていたが、
何とか小雨で収まっていた。私が最後に成田空港に来たのは、ロシアのウラジオスト
クへ旅行した 3年前であった。その時は日本へ観光に訪れる外国人でターミナルは
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ごった返しており、大変にぎやかだった。それに対し、コロナ禍が始まっておよそ 2
年が経ったその日のターミナルは、水を打ったように静かな空間であった。飲食店は
ほぼすべてが休業しており、夕飯にありつけたのは唯一空いていた吉野家においてで
あった。そこで最後の日本食を楽しんだ後、航空会社のカウンターでのチェックイン
を終え、制限エリアへと向かった。制限エリア内もまさしく無の空間に等しかった。
ナリタ五番街に軒を連ねる数々のブティックはシャッターを下ろし、人の声は全く聞
こえない。ただひたすら、動く歩道の ‘Watch your step.’ というアナウンスが定期的
に流れるのみである。
しばらく待つと飛行機の搭乗が開始された。乗客は数えるほどしかおらず、席の間
隔も広く取ってあったため、実に快適な機内空間であった。眠くなったら席四列をベ
ッド代わりにして寝ることができた。ここまで気持のよかったフライトは初めてであ
る。また、飛行機も比較的新しい機材を使っていたようで、座席のクッションがくた
びれておらず、腰も痛くならなかった。

12時間ほど乗るとドバイ空港に到着した。快適なフライトではあったものの、乗
り継ぎ時間が 1時間半であったところに、この飛行機が 30分ほど遅れてしまったた
め、ドバイ空港では乗り継ぎのために全力疾走する羽目になってしまった。その上、
セキュリティチェックが実に混雑しており、しかもドバイ空港は横に広い。あまりに
走りすぎたせいか、カバンにぶら下げていた折り畳み傘をドバイ空港のどこかに落と
してしまったようである。誰かが大切に使ってくれれば良いが。かなり汗をかきなが
らも搭乗ゲートに到着し、搭乗開始に何とか間に合った。
こうして乗り継ぎ便に間に合い、バーミンガムに向かうこととなった。バーミンガ
ム行きの飛行機は成田発の飛行機とは違い、乗客であふれかえっていた。さらに、比
較的古い機材が使われており、座席のシートなどには所々に傷みが見られた。私の座
ったシートはリクライニング機構が壊れていたため、ほぼ背中を腰に対して直角に保
ったままバーミンガムまで耐えることを余儀なくされた。非常につらかった。
腰と背中に激痛を抱えながらも何とかバーミンガム空港に到着した後、イギリスへ
の入国審査を生まれて二回目に受けることとなった私であるが、昔入国した時に比
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べ、大変スムーズであった。昔は「EU外、イギリス国民以外」の行列に並び、時に
は審査官に訝しい目を向けられながら、他の国に比べ比較的長い時間の質問攻めを受
けなくてはならなかったが、現在は日本のパスポートであれば、パスポートを端末に
かざし、端末に任せて顔写真を撮るだけで終了である。こうして無事に入国し、空港
を出た。
その後はバーミンガム空港からアベリストウィスまで鉄路 3時間 30分の旅が始ま
る予定であった。しかし、私がバーミンガムに到着する直前に、イングランドとウェ
ールズにハリケーン並みの暴風雨 ‘Eunice’ が上陸しており、また、当日は別の暴風雨
‘Franklin’ が来襲しつつあった。その結果、バーミンガムとアベリストウィスの間の
鉄道は一部で路盤が流出して不通となり、途中のシュルーズベリー駅から先がバス代
行となった。とりあえず私はシュルーズベリーまで鉄道を乗り継いで辿り着き、そこ
から代行バスに乗車した。代行バスは途中までは順調に進んでいたが、次第に雨風が
強まり、途中で冠水した道路に差し掛かった。バスはすさまじい水しぶきを上げなが
らも洪水を突破し、私を何とかアベリストウィスまで送り届けてくれた。後に聞いた
話によると、あの後シュルーズベリーを流れるセヴァーン川の堤防が決壊してシュル
ーズベリーの駅前が水浸しとなり、代行バスの
運行すらもキャンセルされたそうだ。私は実に
運が良かったのかもしれない。あと少し遅けれ
ば海外で被災していた。アベリストウィス駅に
着くと、宿まではオーナーさんに車で送ってい
ただいた。こうして 3週間のウェールズ滞在、
及び史料調査がスタートした。

調査中

本来ならばアベリストウィス到着の次の日から史料調査を開始する予定であった
が、先日の暴風雨の影響でウェールズ国立図書館の設備に損傷があった関係上、次の
日は臨時閉館となっていたため、史料調査はその次の日から開始した。まずは図書館
のサービスカウンターで利用証を作った。その際には、カウンターで私の顔写真が撮
影され、それが利用証に印刷されることとなる。私はそのことをすっかり忘れていた
ため、寝ぐせだらけの酷い髪型のまま写真を撮られることになってしまった。大変恥
ずかしい。その後は荷物をロッカーに預け、史料を受け取る読書室へと向かう。読書
室に入る際、図書館員の方に利用証を見せることになるのだが、その際、図書館の方
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の一人が私を見るなり「おはようございます。」と日本語で声をかけてくれた。聞い
た話によると、その方は若いころに日本に住んでいたことがあるそうで、少し日本語
が分かるのだそうだ。中部ウェールズを訪ねる日本人というのは、現地の人にとって
は大変珍しい存在なのだろう。
そして史料の撮影についての誓約書に記入した後、図書館の端末から使いたい史料
を選び、出庫を依頼した。15分ほど経つと史料が手元に届き、史料の中の必要な部
分について撮影を行う。以後 3週間、図書館で行うのはこの作業の繰り返しであっ
た。朝 10時の開館時間から夜までこの作業を繰り返していたら、さすがにカメラの
バッテリーが足りなくなり、何度か充電のため休憩することになった。今から考えれ
ば、予備のバッテリーが必要であった。昼食には図書館のカフェテリアを利用した。
そのカフェテリアではパンなどを厨房で自作しているようで、大変良い食事を楽しめ
た。また、ウェールズの聖人の日であった 3月 1日の St. David’s dayには Cawlとい
う特別メニューが出されたこともあった。
図書館は町の中心から離れた高い丘の上にあり、そこからは町の全貌が見渡せる。
また、図書館の前には牧草地が広がり、羊が草を食み、ウサギが飛び跳ねていた。実
にのどかな場所に立つ図書館であった。この図書館は私が滞在していた宿からは離れ
ており、辿り着くには徒歩で 30分かかる上、崖のような坂を毎日上らなくてはなら
なかったが、大変気持ちの良い運動になった。
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土日は図書館が開いていなかったため、町を散歩するなどして時間を過ごしてい
た。特に、休日のうちのとある一日には、先述の図書館員の方が家族での昼食会に招
いてくれたという日もあり、大変楽しめた。どうやらそのご家族は家族旅行で日本に
旅行に来られたこともあったようだ。とても楽しい旅行をできたそうで何よりであ
る。
滞在中の昼食以外の食事は、主にスーパーで買った食材を調理して作っていた。イ
ギリスのスーパーで売られている野菜や肉が比較的割安なのは昔から知っていたが、
ウェールズは特に、乳製品が安くておいしいと感じた。牛乳やバターのほとんどには
ウェールズ産と記されており、どれも極めて濃厚な味わいがした。また、アベリスト
ウィスの水が良いのか、ミネストローネのようなスープ料理が、日本で作る場合に比
べてとても引き締まったような味がした。イギリスに行けば食べるものには大変苦労
するというのが定説であるが、調理設備のある宿に泊まった場合においては、なかな
かに豊かな食生活を送ることができるということを学んだ。
このようなとても充実した研究生活はあっという間に過ぎていき、気が付いたら帰
国直前になっていた。正直な所、緊迫する世界情勢ゆえに、出国前の私は「ちゃんと
帰国できるのだろうか」と、とても不安な気持ちでいっぱいになっており、もう行き
たくないとさえ思っていた。しかし、アベリストウィスの人々や図書館員の方々に出
会い、大変優しくしていただき、また、この町の雰囲気にも大分慣れてきていたこと
もあって、帰国前にはむしろ帰りたくない気持ちになっていた。

帰国

3月 11日の朝にアベリストウィス駅から鉄道に乗り、ウェールズを後にした。未
だに鉄道路線に不通区間が残っていたため、今回も一部がバス代行となった。4時間
ほどかけてバーミンガム空港に到着したすぐ後には同空港の検査場へ向かい、PCR
検査を受けた。検査後 4時間以内に結果が分かるとのことであった。その後はバー
ミンガム中心部のホテルへ向かった。バーミンガム・ニューストリート駅は大変現代
的な駅であり、どこか韓国のソウル駅を思わせる造りであった。駅を出ると目つきの
怪しげな中年男性に話しかけられ、たばこのようなものを見せられた。何を言ってい
たのかは分からなかったが、麻薬でも売ろうとしていたのだろうか。この街は雰囲気
がどこか混沌としており、アベリストウィスに比べ、一人で出歩くのには注意が必要
そうだと感じた。
ホテルにチェックインしてしばらくした後、携帯に PCR検査の結果が届いた。結
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果は陰性であった。その際発行された陰性証明書は PDFで送信されてくるが、日本
への入国には紙媒体での提示が必要である。そのため、街の写真店に赴き、そこで印
刷してもらうことにした。写真店の営業が 16時までであり、陰性証明書が届いたの
が 15時 55分だったため、大変ぎりぎりのタイミングであった。陰性証明書の印刷
が終わった後、写真店の店員さんは僕を見るなり ‘Congratulations!’ と声をかけてく
れた。
その後は日本政府が指定するMy SOSというアプリケーションに陰性証明書の画
像を送信し、その他の書類もそこで入力したことで、入国時の手続きを一定程度先に
終えることができた。こうして、後は次の日に空港へ向かい、帰国するだけとなっ
た。
次の日、バーミンガム空港ではドバイへ向かう乗客がエミレーツ航空のカウンター
に大行列を作っていた。通常のチェックイン時の作業に加え、陰性証明の提示なども
あるため、チェックインには時間がかかるらしい。チェックインを終えた後はセキュ
リティチェックを経て出国となるが、セキュリティチェックも酷い混雑であった。こ
うして、およそ一時間半かけて出国したのち、やっと制限エリアに入ることができ
た。バーミンガム空港は比較的小規模な空港であり、お店も少なく、時間を潰すのに
はとても苦労したことを覚えている。
そしてドバイを経由して成田空港に向かった。成田空港に到着した時は、ようやく
この困難な情勢下での史料調査を終えることができたことに胸をなでおろしたもの
の、空港から出るまでの間に非常に面倒な仕事が待っていた。私は予めMy SOSで
必要書類を提出していたため、入国手続きはすぐに終わるものだと思っていた。しか
し、私の乗った飛行機の到着した時間には、香港便やクアラルンプール便など、他の
飛行機便が多数同時に到着していたため、到着客が多く、空港の入国手続きそれ自体
の列や、入国時の抗原検査の列がとても長くなっていた。飛行機が到着した後、我々
は係員の誘導で成田空港第二ターミナルのサテライト棟に連れていかれ、パイプ椅子
が沢山置かれた部屋で待つように指示された。しかし、2時間ほど経過しても何の動
きもなく、入国者たちの中には何やら不穏な空気が漂い始めていた。後ろからは「日
本の水際対策無能すぎだろ」などという罵り声も聞こえた。あまり関わりたくない人
だ。その後また別の部屋に移され、そこでさらに 1時間ほど待った後、ようやく呼
び出されて入国手続きを行うことができ、抗原検査を受けることができた。さらにそ
の後はサテライト棟の通路の所にあるパイプ椅子に座らされ、抗原検査の結果を待っ
た。ここで陰性が確認された後、通常通りの入国審査を別の部屋で受け、帰宅の途に
就いた。
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帰宅してからは 7日間の自主隔離が義務付けられていたため、基本的に家にいな
くてはならない。その上、不定期でMy SOSを通じて居場所確認の電話やメッセー
ジが送られる。この電話やメッセージに応えることができないと、自主隔離義務を怠
ったと見做されてしまい、ペナルティの対象（具体的には氏名の公表）となることも
ある。帰国してしばらくの間は時差ボケが酷かったため、殆ど日中に睡眠をとってい
たのだが、これらの電話やメッセージは、普段人が寝ていない日中の時間に来ること
が多い。そのため、寝ている間に逃してしまってはいないかととても心配になった。
この間の、いつ通知が来るかわからないという焦燥感や恐怖はなかなかであった。ま
た、隔離期間中の食事などはネットスーパーで食材を買って済ませ、家から出ない生
活を何とかやりくりできていた。
自主隔離期間は 7日間が原則であったが、帰国後 3日目に PCR検査を自主的に受
け、陰性証明書を受け取った上でMy SOSアプリ上で確認を受ければ、4日目から隔
離期間を終わらせることができるとされていた。私はその制度を利用して 4日目か
ら隔離を終了することができた。

こうして、コロナ禍や緊迫する世界情勢にも関わらず、何とか 3週間の史料調査
を無事に終えることができた。渡航の準備を始めた頃から隔離期間が終わる時までは
実に心労が尽きず、心身ともに疲れ果てた。昨今になってもコロナ禍の完全な収束は
全く見込めず、その上ウクライナ戦争の行く末も見通せない状況にあるが、この回想
が何かの役に立てば幸いである。





〈史料紹介〉

大日本協会『日本主義』『新天地』の
基礎的事項と総目次

木村 悠之介

はじめに

井上哲次郎・元良勇次郎・湯本武比古・木村鷹太郎・竹内楠三を首唱者とする大
日本1協会は、1897（明治 30）年 5月の第 1号から 1901年 5月の第 55号まで、雑誌
『日本主義』を発行した。本稿は、『日本主義』および大日本協会が翌 1902年 1月に
第 1号だけ出した『新天地』について、簡単な解題・参考史料を付すとともに総目
次を作成したものである。
同誌をめぐっては中西直樹の論文「雑誌 『日本主義』 とその時代」2があるほか、そ

れ以前から小股憲明のように研究材料として活用した事例があり3、近年では昆野伸幸

1　 大日本協会や『日本主義』が公式にルビやローマ字表記を行った箇所は見つけられず、訓
み方を断定することはできない。日本に関する外国語の呼称に対し「必ず「ニホン」と称
し、彼等をして、誤称を正さしむべし。」と主張した時評があり（第 2号・99頁）、後年の
井上哲次郎・濱田本悠「日本主義（ニホンシュギ）」（濱田本悠編『哲学大辞書』追加、同
文館、1926年）も「ニホン」で立項されているが、木村鷹太郎『日本主義国教論』（開発
社、1898年）5頁には「Nipponism」の表記が見える。「ニツポン」「ニホン」という二種
類の読み方の一定を文部省に求めつつどちらが正しいかは明言しない時評も存在した（第
17号・95頁）。なお、本稿における鉤括弧は史料上の用語や論文のタイトルを表すためだ
けに使い、それ以外の曖昧な含意は持たせない。

2　 中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代――国家と個人の問題について――」（『仏教史研
究』第 36号、1999年）。

3　 小股憲明『明治期における不敬事件の研究』（思文閣出版、2010年）。後述する『京華日報』
や『富士新聞』も使っている。
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や長尾宗典の議論も出てきた4とはいえ、いまだに学界での認知度が高い雑誌だとは
言いがたい。今回の解題では、雑誌発行と組織運営に関する基礎的な事実関係の整理
を行った。他雑誌との相互関係や具体的な主張の分析は、注で引いた各拙稿および新
稿5に委ねたい。
なお、以下で『日本主義』から引用する際には号数と頁数のみを示す。また、史料
の仮名遣はそのままで字体を通行のものに改め、合略仮名はひらいた。〔中括弧〕を
用いた補記は全て引用者によるものである。

1．発刊から廃刊まで

大日本協会首唱者のうち木村鷹太郎はこの運動を当初「新神道」と命名していた。
しかし、1897（明治 30）年 1月下旬の第 1回相談会で誌名が『日本主義』に定まっ
たという（第 1号・86頁）6。「日本主義」という名前の採用については「芳賀〔矢一〕
博士の説が与つて力があつた為だといふ」伝聞もある7が、後掲するように芳賀が発
起人となるのは第 2号からなので、正しいかどうか定かでない。
首唱者として嘉納治五郎や中島力造の名前も噂されたなかで8、実際に第 1号で名を

連ねたのは前述の 5人である。井上哲次郎と元良勇次郎は帝国大学においてそれぞ
れ哲学と心理学を講じる教授だった。木村鷹太郎は 1910年以降、時空間を超越する
荒唐無稽な「新史学」を提唱したことで著名な人物だが、この時期はまだ井上門下

4　 昆野伸幸「日本主義の系譜――近代神道論の展開を中心に」（苅部直・黒住真・佐藤弘夫・
末木文美士編『岩波講座 日本の思想』第 1巻、岩波書店、2013年）156～ 161頁、同「日
本主義と皇国史観」（苅部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士・田尻祐一郎編『日本思想史
講座』第 4巻、ぺりかん社、2013年）344～ 346頁、長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史 高
山樗牛・姉崎嘲風の時代』（ぺりかん社、2016年）第 3章第 1節（同節の初出は 2003年だ
が、2015年の博士論文化以降、『日本主義』同人に関する記述が増補されている）。

5　 「新神道とは何であったか――メディア排宗教運動としての雑誌『日本主義』――」という
題目で『國學院大學研究開発推進機構紀要』に投稿し、査読中である。他の先行研究につ
いてもそちらで触れた。

6　 木村悠之介「明治後期における神道改革の潮流とその行方――教派神道と『日本主義』か
ら「国家神道」へ――」（『神道文化』第 31号、2019年）61～ 62、77頁も参照。

7　 高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」（進藤譲編『芳賀先生』國學院大學院友会、1927年）33
頁。

8　 無記名「学者社会の宗教に関する所謂新運動」（『日本宗教』第 2巻第 9号、1897年）479
頁。
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の東洋倫理史研究者として「前途を嘱目」されていた9。後に催眠術研究で名を馳せる
竹内楠三は、心理学に関して元良の指導を受けていたようだ10。湯本武比古は國學院講
師のほか、教育界を代表する出版社・開発社で顧問を務め、4月に社長へ就任したば
かりだった。従来の『教育時論』に加えて 2月に『教育壇』を発刊していた同社は、
さらに『日本主義』の発行を請け負ったものの、すでに中西直樹が指摘しているよう
に、あくまでも単なる委託関係であり湯本も一個人として参加するに過ぎないと当初
から言明していた11点には注意しておく必要がある。購読関係が開発社、編集関係が
大日本協会という分業体制だった（第 2号・広告）。
この他に協力者として清野勉がいたが、地方赴任のために運動計画には関与しなか
ったという（第 1号・81～ 82頁）。また、谷本富は結成時に入会を誘われているも
のの、「稍思ふことあ」って辞退している（第 4号・1頁）。
さて、丸 4年にわたって刊行された『日本主義』は発行様態によって大きく 4つ
の時期に区分することができ、そこに継続後誌の『新天地』が加わった（表 1）。そ
して、表 1で名義の示された編集人とは別に、より実態に近い担当者についてもま
とめうる（表 2）。以下ではこれらの情報を前提にしつつ、各時期の発行事情を概観
したい。

第 1期（第 1～ 24号）
最初の丸 2年を占めるのが、開発社に発行が委託された第 1期である。表紙は小

杉榲邨が天平期の名家による真跡から「日本主義」の四字を集め、帝国図案会社の福
地復一が「朝日に匂ふ山桜花」をあしらった（第 1号・112頁）。
第 2号以降、時評欄の多くは無記名記事になるが、この時期は木村鷹太郎か竹内
楠三によって分担されたものと思われる。例えば、無記名記事のうち第 4号の「耶
蘇教徒に明答を要求す」は後に木村の著書『耶蘇教公認可否論』へ再録された。他
方、第 14号の「加藤博士の道徳論」については竹内が筆者だと明かされている（第
16号・42頁）。

9　 高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」（『國學院雑誌』第 37巻第 12号、1931年）49頁。近代神
道思想史における新史学の位置づけについては、木村悠之介「再生する平田篤胤――世紀
転換期の「神道史」叙述における「事実」と「想像」をめぐって――」（山下久夫・斎藤英
喜編『平田篤胤――狂信から共振へ――』法藏館、近刊）第 4節。

10　 竹内が刊行を予定した『新心理学』は、元良の校閲を得ていた（木村鷹太郎『東洋倫理学
史』上巻、松栄堂書店、1900年、巻末広告）。

11　 前掲中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代」66頁、無記名「日本主義と開発社との関
係」（『教育時論』第 435号、1897年）27頁。
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表１
『日本主義』発行様態の変遷（時期区分は筆者による）
時期区分 巻号（分巻は第１期のみ） 頻度・判型・頁数 発行所 *2 編集所 *2 編集人 *3 印刷人 *3 *4 定価

第１期
第１巻第１号～第４巻第 24号 
（1897年５月～ 1899年６月）
*1

月１回・菊判 
98～ 123頁 開発社 大日本協会 *5 竹内楠三 水上熊吉（～第 19号） 

→別所安五郎 10銭

第２期 第 25～ 39号 
（1899年７～ 12月）

月３回・四六倍判 
32頁 大日本協会 *5

日本主義編集所 *5

（第 25号） 
→記載なし

木村鷹太郎（～
第 27号） 
→高橋龍雄

竹内楠三（～第 28号）
→柳川至 ６銭

第３期 第 40～ 45号 
（1900年１～３月）

月２回・四六倍判 
48頁・52頁 三省堂 大日本協会 *5 高橋龍雄 柳川至 10銭 *6

第４期 第 46～ 55号 
（1900年５月～ 1901年５月）

月１回・四六倍判 
46～ 52頁（第 54
～ 55号は 16頁・
14頁）

大日本協会 *5 記載なし 木村鷹太郎
能勢堻二（～第 49号）
→大槻民治郎（～第 52
号）→小森徳二

10銭 *6

新天地 第１号（1902年１月） 月１回・四六倍判 
100頁 大日本協会 *5 記載なし 木村鷹太郎 大倉佐吉 20銭 *6

*1　�『日本主義』の逓信省認可は第２～ 16 号では 1897 年５月 26 日と表記されていたが、第 17 ～ 21 号では 1898 年 11 月 10 日に改められた（さらに第 22 ～ 24、
30 ～ 55 号では 1897 年 11 月 10 日表記になっている）。『新天地』は 1902 年１月 16日とされている。

*2　�これらに加え、第 26号からは奥付に「特約大売捌所」として東京堂書店・北隆館合資会社・東信合資会社が掲載されている。
*3　�発行人は第 28号までは印刷人、第 29号からは編集人が兼ねた。
*4　�印刷は秀英舎印行（第 11号裏表紙）→正文舎印刷（第 29～ 55 号裏表紙）→大倉活版所（『新天地』奥付）が担った。
*5　�奥付に見える大日本協会事務所の住所は、東京市下谷初音町４丁目 23番地（～第 16号、竹内の住所）→東京日暮里 1132 番地（～第 29号、竹内の住所）→東京
牛込区新小川町２丁目４番地（～第 45号、高橋の住所）→東京芝区金杉浜町 35番地（木村の住所）である。ただし実際は、第 27号の時点ですでに新小川町が編
集関係の宛先となっていた。第 25号の日本主義編集所は東京市京橋区三十間堀 3丁目 4番地だった。

*6　�価格が別に定められた号として、第 40号は 15銭、第 54～ 55 号は４銭、『新天地』第１号は 25銭だった。
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両者のうち木村は第 11号で編集員を辞任した。これは、滝本誠一・二宮熊次郎
（孤松）らが山県有朋を背後に得て発刊した『京華日報』の主筆となるためであっ
た12。また竹内についても、表 2に示したように実質的な編集は途中から國學院出身の
高橋龍雄（梅園）が引き継いだ13。
この『京華日報』は「政党の関係なく政府の縁故な」いことを標榜する「日本主義
帝政主義の日刊新聞」であり、二宮・滝本・木村を主筆に据えることを売りにしてい
た（第 17号・広告 4頁）。二宮はすでに大日本協会幹部員になっており、後に滝本
も加わることとなる。大日本協会自体も「何の政党にも属せず」とされたが（第 27
号・32頁）、他方で『京華日報』の場合は「帝国党の機関新聞」だという記事もある
（第 25号・3頁）。
警視庁の統計では、1897（明治 30）年中の『日本主義』配布部数は、東京府下が

7382部、他府県下が 2744部、本邦在留外国人が 5部、外国在留本邦人が 11部、計
10142部となっている。翌 1898年は東京府下が 8318部、他府県下が 3869部、本邦
在留外国人が配布なし、外国在留本邦人が 33部、計 12220部だった14。いずれの年も、

12　 佐々木満子・井手籠法・中城恵子・小原和子「木村鷹太郎」（昭和女子大学近代文学研究
室『近代文学研究叢書』第 33巻、昭和女子大学光葉会、1970年）169頁。

13　 竹内の病気により発行が遅延したという事情があったようだ（第 16号・巻末）。また、「竹
内氏は心理学の著述に忙しいために、第六号あたりから私が竹内氏に代つて編集すること
になつた。」ともいい（前掲高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」48頁）、この「六」は「十八」
を誤植した可能性が考えられよう。

14　 『明治三十年警視庁統計書』（警視庁、1898年）97頁、『明治三十一年警視庁統計書』（警
視庁、1899年）92、93頁。参考までに他の雑誌の累計部数を挙げると、1897年の『国
民之友』は 560758部、『日本人』は 36386部、『教育時論』は 182293部、『教育壇』は
21929部、『明治会叢誌』は 2500部、『日本国教大道叢誌』は 100335部である（前掲『明

表 2
『日本主義』の編集担当者

編集主任・主幹 竹内楠三（～第 17号 *）、木村鷹太郎（第 25～ 26号）、高橋龍雄
（第 24*～ 45号）、木村鷹太郎（第 46号～）

主筆 竹内楠三（～第 25号）
決裁・監督 岡崎遠光（第 27～ 45号）

編集員
蔵原惟廓（第 6号～）、木村鷹太郎（第 6～ 11号）、高山林次郎（第
6号、ただし第 7号で辞退）、松本孝次郎（第 6号～）、竹内楠三
（第 6号～）

編集助手 高橋龍雄 *（第 18～ 23号）
各人の進退はそれが発表された号を記した。発表なく離任している可能性もある。
また、* を付した部分は『日本主義』本誌ではなく高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」によって補った情報である。
この他、大日本協会事務員の石垣静雄（表 4）も編集作業に携わっていた。
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単純計算で 1号あたり 1200部強が出たことになる。
なお、この時期の大日本協会は雑誌発行以外に演説会も行っていた。1897年 6月

の「日本主義大演説会」では、竹内楠三「開会の趣旨」、元良勇次郎「日本主義と宗教

との関係」、高山林次郎「日本国民と宗教」、湯本武比古「日本主義と帝国教育」、木村

鷹太郎「吾人の生々主義」（病気のため演説できず）、蔵原惟郭「我が現世主義を論ず」、

井上哲次郎「進取の気象を助長するの主義」が演題となっている（第 3号・106～ 107

頁）15。

第 2期（第 25～ 39号）
続いて、1899（明治 32）年の後半にあたる第 2期では、開発社ではなく大日本協

会が直接の発行所となり、刊行頻度が月 3回（毎月 10、20、30日）へと増えた。「斯
主義の精神は全国に播まり、日本主義の何たるやは、殆ど知らざる者なきに至れり。」
という現状認識のもと、「学理」による説明にとどまらない「主義遂行」のために増
刊されたのである（第 25号）。
雑誌の体裁としては、1号当たりの頁数が減る一方、判型が四六倍判へと拡大し

たことが主な変更点だった。また、第 25号からは表紙に「政治　教育　宗教　文学　
美術　経済　学術　与之　評論　報道」の文字が掲げられた（～第 49号）。誌面構
成はジャンルを問わない論説欄や研究欄のまま変わらなかったが、雑誌『太陽』各欄
のような網羅性を企図していたとは言えよう。会員による意見発表の場として「論
叢」欄が設けられたこともこの時期の特徴である。
ここで開発社に代わる「資本家」として登場したのが、岡崎遠光（老猿）だった16。
岡崎はライプツィヒ大学において日本文学史やマルクス経済学を研究した人物で、
1898年の帰日後、日本銀行に勤めていた17。『京華日報』の主要な寄稿者でもあり、そ
の縁で参与したのだろう。
第 2期のはじめ、第 25号においては木村鷹太郎が『日本主義』の編集主任となり、
その紙面改良によって発行部数が増加したともいうが、翌号で退く。今度は岩崎英重

治三十年警視庁統計書』97～ 101頁）。
15　 これ以外では、1899年 3月の「日本国家主義同志懇親会」において、『日本主義』同人を

はじめ宮地厳夫・岡吉胤・磯部武者五郎といった神道家が集まった（無記名「日本国家主
義同志懇親会」、『東京朝日新聞』第 4551号、1899年、2面）。

16　 前掲高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」34頁。
17　 無記名「明治廿八年に万葉集を独逸で出版 岡崎遠光氏の遺業」（『水戸学精神』第 3号、

1937年）39頁。同誌については大澤絢子氏よりご教示いただいた。記して感謝の意を申
し上げたい。
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を主事とする『富士新聞』に主筆・社長として加わるためであり（第 25号・広告、
第 27号・32頁）、同紙は、国学系団体・明治会の編集掛を務めていた岩崎が、『日本
主義』による「新神道」の動きに合流すべく『明治会叢誌』を廃刊し、代わりに創刊
したものだった18。
木村の『日本主義』編集辞任後は在京の幹部員が少なかったため、岡崎が自ら「社
説論説等編纂」の「主裁」を行いつつ、前出の高橋龍雄に「文苑時評雑録等」を担
当させた（第 27号・32頁）。第 27号以降の第 2期において、社説にあたる「日本主
義」欄のほとんどを岡崎が記名したのに対し（1記事だけ柴田柴一郎）、無記名の時
評欄等は原則的に高橋が執筆していた可能性が高い。
警視庁の統計によれば、1899年中の配布部数は、東京府下が 18169部、他府県下

が 9452部、本邦在留外国人が配布なし、外国在留本邦人が 88部、計 27709部とな
っていた19。単純計算で 1号あたり 1300部強となる。少し後に「発行部数や僅に四千」
と述べられているが（第 40号・3頁）、これは誇張した数字だろうか。
いずれにせよ、「日本主義の全国に反響せし事疑を容れずと雖、未た全く普きに至
らず、往々名のみ聞きて、目的綱領を知悉せざるもの多々なるは事実なり、」（第 35
号・29頁）と、雑誌の知名度に比して実際の内容自体は行きわたっていないという
危機感が『日本主義』同人の内部でも持たれていたようだ。第 2期開始時の宣言に
比べ、現状は厳しかった。

第 3期（第 40～ 45号）
次に、1900（明治 33）年 1月の第 40号からは三省堂が発行所となる。公式には、

三省堂が「大に吾人の主義を賛し、資を投じ書を刊し、われ等の意見を益々拡張せ
ん事を図る。」（第 40号・3頁）と説明された。他方で高橋龍雄の回顧によれば、三
省堂から発行されたのは大日本協会の「経営難の為め」だったともいう20。具体的には
発売に関する事務を三省堂、編集に関する事務を大日本協会が担った（第 41号・48
頁）。
その際、月 3回の発行では売捌所・読者から不便の訴えがあり、編集も繁忙・記
事粗漏になったため、月 2回（毎月 2日、17日）の発行で頁数を増やすこととした
（第 39号・32頁）。内容面では、論説欄と研究欄を合併したことが特徴である（第

40号・39頁）。第 2期の論叢欄は消えた。体裁面では、第 25号で表紙から日輪の図

18　 津田茂麿『明治聖上と臣高行』（自笑会、1928年）993～ 994頁。
19　 『明治三十二年警視庁統計書』（警視庁、1900年）96、97頁。
20　 前掲高橋龍雄「芳賀先生と日本主義」37頁。
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案をなくしたことへの不評（第 30号・28頁、第 35号・29頁）を受けてか、旭日が
あしらわれた。
しかし、この時期はわずか 3か月で終わる。第 45号において、岡崎遠光はこれま

で監督として「社説論説若くは時評等」を数十編草したが、「俗事蝟集」のため次号
からは執筆を辞すると述べた（第 45号・7頁）。同時に高橋龍雄も協会事務所と編集
主任を辞し、國學院本科卒業生の星川清成を推薦している（第 45号・36頁）。さら
に同号では、後継者が見つかるまでは休刊し、もし見つからなかった場合は集金済み
の誌代を返却することすら予告されていた（第 45号・裏表紙裏）。
その星川は編集の後任とならず、4月は 2日と 17日のいずれも第 46号の発行には
至らなかった。こうしたなかで『万朝報』は『日本主義』が廃刊したと報じたよう
で、後に『日本主義』側は「虚報」だと非難している（第 46号・41頁、第 47号・
43頁）。

第 4期（第 46～ 55号）および『新天地』（第 1号）
結局のところ、第 46号が発行されたのは同年の 5月だった。再び大日本協会が発

行所になるとともに、木村鷹太郎が主幹に就任し、月 1回だけ刊行した。頻度が半
減したものの頁数は変わっていないため、経営面や内容面での困難があったものと思
われる。
第 4期は木村が社説のほとんどを担っており、時評の多くも木村の手になると推

測しうる。そこから「以前の 『日本主義』 の一大飛躍」を試み、「雑誌上の事務は依
然連続して」いた『新天地』（第 1号・巻頭）では頁数が増え、元良・湯本・竹内を
はじめ寄稿者も少なくないものの、木村は複数の筆名で執筆しており、その属人性は
否めなかった21。
ただし、木村を中心に、『日本主義』に関わる出版活動も進んだのがこの時期であ
る。
まず 1900（明治 33）年 7月、「日本文学会」による新体詩和歌美文集『神来』が

松栄堂書店から出た。木村を代表とする日本文学会は「新精神を以て日本文学を研究
し、其美を発揮せんとする所の同志より成立てる団体」（第 49号・広告）で、『神来』
は「これまで 『日本主義』 誌上に出でたる文苑中の新体詩、和歌及び文学の数十種を
選びて之を結集し」た冊子だった。書題は与謝野鉄幹の名づけによったという（「イ

21　 『新天地』への改題を機に木村が身を引いたとする論考も多いが（前掲佐々木満子〔他〕
「木村鷹太郎」189頁、など）、誤りである。
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ンスピレーシヨン」の意）22。同書には与謝野のほかに大町桂月や武島羽衣も序文を寄
せた。与謝野は『日本主義』の文苑欄に何度か寄稿しており、『新天地』の埋木女史
「木村鷹太郎様まゐる」も与謝野の筆によるものであった。『新天地』には鳳晶子も寄
稿している。
また、同年 10月の坂常三郎編『娼妓存廃の断案』も、「社会研究会」名義だが『日

本主義』同人中心の活動として位置づけうる。編者の坂が大日本協会会員だったほ
か、執筆者として竹内楠三・戸水寛人・木村・加藤扶桑（房蔵）らが名を連ね、存娼
論を主張した23。なかでも木村は社会研究会の主導者と見做されたようで、吉原からの
収賄の噂すら流れるほどだった（本人は否定した）24。
そうしたなか、1901年 5月の第 55号で『日本主義』の刊行は再び止まり、今度は
廃刊となる。廃刊の理由について高橋龍雄は「時代の進運と共に、日本主義も世間に
流布した」ためだと回顧する25が、井上哲次郎が執筆に関わった『哲学大辞書』の項
目「日本主義」は、大日本協会が直面した苦境を克明に記述している26。

大日本協会の指導者は、多くは専門の学究なるか、然らざれば広き想苑に遊弋す
る文士等の群にして、事業経営の才に於て足らざる所あり、且つ「日本主義」の
編集意の如くならず、明治三十三年五月当初の木村鷹太郎再起して編集主任とな
れる頃より声を大にして「日本主義」の伝道に向つて焦慮せるも、其所論徒に奇
激に渉り漸く新味を失ひ、同志の学者も次第に説を寄するに倦みしかば、機関雑
誌は宛も木村氏の個人雑誌なるかの如き観を呈したる一方、吾国思想界の進展
は、漸く個人主義・自覚主義の新問題に忙しく、再び泰西哲人の余睡を舒る者族
出するに及び、「日本主義」は明治三十三年十一月、第五十二号を以て最終とし
て復た出でず、大日本協会の影は之と同時に国民意識の奥底に沈下せり。

22　 日本文学会編『神来』（松栄堂書店、1900年）6～ 7頁。同書については大塚英志『ミュ
シャから少女まんがへ　幻の画家・一条成美と明治のアール・ヌーヴォー』（角川新書、
2019年）240～ 249頁も触れているが、『日本主義』を木村鷹太郎による新史学の雑誌と
して位置づけるのは誤りである（1913年の『日本民族』が正しい）。

23　 坂常三郎編『娼妓存廃の断案』（社会研究会、1900年）。他の寄稿者では土肥洋次郎も『日
本主義国教論』の強い影響下にある人物だった（木村悠之介「明治中後期の神道青年運動
における科学と宗教――初期の神風会に至る宇宙論の位置づけから見た近代神道学前史―
―」、『國學院大學研究開発推進機構紀要』第 13号、2021年、53、60～ 62頁）。

24　 無記名「木村鷹太郎氏に関する風説」（『国民新聞』第 3306号、1900年）3面。
25　 前掲高橋龍雄「木村鷹太郎氏を弔ふ」48頁。
26　 前掲井上哲次郎・濱田本悠「日本主義」604頁。
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最終号の時期と号数には誤りがあるものの、廃刊をめぐる状況描写には当事者とし
ての井上の実感がこもっているのではないだろうか。
このように、あくまでも思想界で様々な批判を受けるなか、経営面や内容面の問
題、特に「木ム鷹」（第 43号・25頁）と称された木村の奇激さによって刊行継続が
困難になっていったと考えるのがよいだろう（他に、廃刊直前の長男夭折という木村
の個人的な事情が引き合いに出されることもある27）。
再起を図った翌年の『新天地』では第 2号の予告も行われたものの、実際に続刊
された形跡はない。以後、木村はバイロンやプラトンなどの翻訳に専念するようにな
り、大日本協会の活動は立ち消えとなる。

2．大日本協会および『日本主義』の担い手たち

大日本協会の首唱者は初め井上哲次郎・元良勇次郎・湯本武比古・木村鷹太郎・竹
内楠三の 5人だったが、第 3号にかけて発起人の数が増え、幹部員として制度化さ
れていった（表 3）。加えて、会頭や幹部長などの役職も置かれた（表 4）。
この他にも、1901（明治 34）年の年賀広告では、木村に加え、滝本誠一・竹内・

高橋龍雄・加藤房蔵・坂田琴洋・渡辺修次郎・柳沢高之助・星川清成・池田花外（晃）
が名を連ねた（第 53号・広告）。
また、同号には「是まで日本主義に関係し、或は日本主義の為めに筆を執り、或は
談話を為し、或は特別寄書を為し、或は後来も尽力することを約せられたる人々」の
リストも掲げられている（第 53号・49～ 50頁。一部表記を修正した）。

赤堀又次郎・赤田開太・石川千代松（理学博士）・飯田旗郎・井上哲次郎（文学
博士）・井上達七郎（ドクトル）・岩佐浜月・上田万年（文学博士）・上野岩太郎・
岡崎遠光（ドクトル）・大和田建樹・落合直文・太田みづほのや・岡倉覚三（文
学士）・幣原垣（文学博士）・勝浦鞆雄・加藤弘之（文学博士）・加藤房蔵・勝家
三篤28・柿沼竹雄（法学士）・木元美禅・肝付兼行（海軍少将）29・木村鷹太郎・蔵原

27　 前掲佐々木満子〔他〕「木村鷹太郎」169頁、など。
28　 寄稿記事では三篶となっているが、どちらが正しいか定かでない。
29　 原文だと木元が海軍少将となっているが、肝付の誤りであろう。
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表 3
大日本協会の発起人・幹部員・地方委員（斜体は地方委員）

第 1～ 3号 
（発起人 *1）

井上哲次郎（文学博士・文科大学長）、元良勇次郎（文学博士・文科大学教授）、
湯本武比古（開発社長教育時論主筆）、木村鷹太郎（富士新聞社長）、竹内楠三（千
葉県成田中学校長）
芳賀矢一（文学士・文科大学助教授）、尾田信直 *1、高山林次郎（文学士・太陽記者）、
上田万年（文学博士・文部省高等学務局長）、蔵原惟廓（米国ドクトル）、松本源
太郎 *1

肝付兼行 *2（海軍大佐）、穂積八束 *2（法学博士）、戸水寛人 *2（法科大学教授）、佐々
木高美（國學院長〔代理〕・國學院講師）、勝浦鞆雄（東京府尋常中学校長）、松
本孝次郎（文学士・帝国大学講師）

第 7号 二宮熊次郎（京華日報社長）、副島種臣 *3

第 9号 岡倉覚三（文学士・東京美術学校長・日本美術院長）
第 10号 鳥居忱（東京音楽学校教授）
第 11号 高橋一知（ジヤパン、タイムスの記者）
第 19号 高島平三郎 *2

第 26号 山崎庚午太郎（延岡中学校長）、柴田柴一郎（新発田中学校教諭）、滝本誠一（京
華日報主筆）、岡崎遠光（独逸国ドクトル）

第 30号 隈本有尚（高等教育会議員・福岡県修猷館長）
第 31号 赤堀又次郎（帝国大学講師）
第 32号 西川一男（法学士・在大学院）
第 35号 矢坂寛（法学士・滋賀県高等視学官）

第 37号 柿沼竹雄（法学士・在大学院）、鈴木粛（千葉県東葛飾郡視学）、高橋啓助（同
県同郡書記）

第 40号 高橋龍雄 *4（早稲田中学校講師）、井上達七郎 *4（独国ドクトル・眼科病院長）、
田辺勝太郎 *4（工学士）

第 41号 三浦菊太郎（文学士）、森山益夫（工学士）
第 42号 渡部謙吉
号数は、加入記事か名簿（第 9、27～ 31、35、40 号）への登場のうち早い方で採った。
括弧内の肩書は主に第 40号記載のものであり、加入時点での実際の肩書とは一致しない場合がある。
*1　発起人は、尾田・松本を除く全員が幹部員となった。
*2　肝付・穂積は第 27号以降、高島は第 29号以降、戸水は第 35号以降の名簿において、名前が消えている。
*3　�副島が就任した会頭は会則で幹部員を兼ねたため、第 9号において「幹部員十八名」の一人として挙げられ
ている。第 27号以降の名簿では名前が消える。

*4　高橋・井上・田辺は上記役員としての就任記事がないが、第 40号の幹部員・地方委員名簿には出てくる。

表 4
大日本協会の役員（発起人・幹部員・地方委員以外）および事務員・社員
会頭 副島種臣（第 7号～離任時期不明 *1）
幹部長 元良勇次郎（第 6号～）
会計監督・会計主任 湯本武比古（第 7～ 31号）、鳥居忱（第 31号～）
普及委員 肝付兼行・湯本武比古・蔵原惟廓（第 8号～）
事務員・社員 石垣静雄（第 31～ 43号）、池田晃 *2（第 50号～）
各人の進退はそれが発表された号を記した。発表なく離任している可能性もある。
*1　第 27 号の「日本主義概則」において、幹部員のほかには「別に会長を戴かず」とされており、それまでに
離任していたことが分かる。
*2　池田は就任記事がないが、第 50号に社員としての出張予告がある。
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惟郭30・栗島狭衣・隅本有尚（理学士）・甲野荘平（法学士）・齋藤豊・坂部行三
郎・坂田文治・佐々木信綱・佐々木高美・柴田柴一郎・杉浦重剛・杉亨二・関根
正直・副島種臣（伯爵）・谷活東・田口卯吉・滝本誠一・武島羽衣（文学士）・高
山林次郎（文学士）・竹内楠三・高島平三郎・谷本富・高橋龍雄・高橋一知・手
島精一（理学博士）・寺崎遜・戸水寛人（法学博士）・鳥居忱・難波常雄・中島半
次郎・内藤耻叟・西川一男（法学士）・二宮熊次郎・芳賀矢一（文学博士）・藤岡
好古・穂積八束（法学博士）・星川清成・松本孝次郎（文学士）・松本文三郎（文
学博士）・丸山通一・光岡正彰（ドクトル）・三好愛吉（文学士）・宮地厳夫・宮
本花城・武藤信平・元良勇次郎（文学博士）・森山益夫（工学士）・森晋太郎・矢
板寛・山崎庚午太郎・柳沢高之助・湯本武比古・与謝野鉄幹・吉木文・渡辺修次
郎

ここには関根正直や田口卯吉のように一度取材に協力しただけの人物まで含まれて
おり、宣伝的な色合いが強いが、筆名の寄稿者を推測しやすくなる31ほか、役員でも
寄稿者でもない、協力者とおぼしき名前も見受けられる（寺崎遜・吉木文）。
身内から見た同人それぞれの個性については、岡崎遠光が次のようにまとめていた

（第 40号・2～ 3頁）。

強記博学、而も筆頭舌頭一潟千里の思想を吐露するには、則ち井上巽軒あり。思
想緻密能く判じ、事を苟もせざるには則ち元良博士あり。言語学を論ず、今代上
田博士の蘊蓄に及ぶものあらんや。国文を説く、古来芳賀文学士の精通に比ぶも
の実に有数たり。美術壇一方に雄視して、見識議論天下を圧するは則ち岡倉高山
の両文学士、着眼最も奇警にして特得の説を吐き、神道社会の干城たるは則ち木
村鷹太郎氏。政治経済上古今東西の書典を猟渉し、学殖一世を睥睨するは則ち二
宮熊次郎滝本誠一の両士にして、戸水博士西川柿沼両学士の法学に於ける、鳥居
忱氏の音楽に於ける、高橋一知氏の英語に於ける、其の名既に遠近に轟く。而し
て吾人の最も熱心に研究せざるべからざる教育の理論及び実行に於て、国家若く
は社会に功労ある者を数へば、則ち隅本湯本勝浦矢板蔵原竹内松本山崎柴田等の
諸氏あり。

30　 惟郭表記で知られているものの、幹部員名簿や記事への署名では惟廓となっているため、
総目次では惟廓を採用した。

31　 「琴洋漁史」「坂田琴洋」は坂田文治である可能性が高い。他に、「上野靺鞨」が上野岩太
郎、「森しづか」が森晋太郎の候補となる。
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では、彼ら同人のなかで議論を主導していたのは誰だったのだろうか。
辞書・事典類では、井上哲次郎と高山林次郎の名前が挙げられることが多い32。だ
が、井上門下の宗教学者で、『日本主義』に対する同時代の代表的な批判者だった姉
崎正治が「日本主義というのは木村鷹太郎の発起」「日本主義の闘将は木村鷹太郎を
主とした」と回顧し33、木村・竹内楠三・高山・元良勇次郎・穂積八束を取り上げた中
西直樹が“最も精力的に日本主義の鼓吹に努めた人物”として木村を位置づけ34、さら
に各欄の寄稿状況を踏まえた長尾宗典が“大日本協会の会務と運動を主導したのは井
上や高山ではなく、むしろ木村や竹内、次いで湯本・元良であった”と指摘してい
る35ように、まずは木村を中心と見るべきである。木村の主導的立場は冒頭で述べた
「新神道」提唱の経緯からも明らかなほか、木村自身が「日本主義の大本営」（第 46
号・46頁）を任じていた。たびたび編集を辞めては戻ってきているが、いずれの離
任も『京華日報』や『富士新聞』といった近い立場の新聞に関与するためだったこと
を考えれば、首唱から廃刊まで、一貫して『日本主義』のために尽力していたと位置
づけてよい。また、木村がいない時期の編集を多く担った高橋龍雄は同人のなかでも
木村との思想的距離が近く、代弁的な役割を果たしていたことが時評欄の傾向から窺
える。
この木村が 1898年 3月に『教育壇』および『日本主義』の連載をまとめた理論書
が『日本主義国教論』だった。同書には副島種臣36が題字「生々光明」を、井上・佐
藤惣三郎・高山・竹内・二宮熊次郎・松本孝次郎・元良・湯本が序文を寄せている。
1899年 5月には全体の構成を組み替えて体系性を向上させた訂正再版37も刊行してお
り、新たに明治会の佐々木高行による題字「恢弘大業」と、岡崎遠光・鳥居忱の序文
が加わった。

32　 例外的に、長谷川尚「日本主義」（『日本近代文学大事典』第 5巻、講談社、1977年）は
編集体制なども含め的確な記述となっている。

33　 姉崎正治『新版 わが生涯』（姉崎正治先生生誕百年記念会、1974年）69、70頁。
34　 前掲中西直樹「雑誌『日本主義』とその時代」48頁。
35　 前掲長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史』160頁。なお長尾が紹介するように、高山との関係

に限って大日本協会や『日本主義』の思想を取り上げた先行研究は少なくない。
36　 表 4で触れたとおり、副島は大日本協会の会頭として戴かれたが後に離任している。これ

は、『日本主義』同人の霊魂否定論と考えが合わなかったためらしい（さいとう「副島種
臣伯」、『太陽』第 12巻第 6号、1906年、38頁）。

37　 国立国会図書館および東京都立大学図書館所蔵。訂正再版については實方直行氏よりご教
示いただいた。記して感謝の意を申し上げたい。
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長尾が木村の次に重要な人物として挙げる竹内に関しては、「最も平易簡明なる文
章を以て日本主義の何たることを普く世上に伝播せむ為めに著はされた」冊子『日
本主義要領』が、三省堂から定価 10銭で出ると予告されていた（第 40～ 42号・広
告）。しかし、同書が実際に刊行された形跡はない。第 50～ 52号の巻頭に掲げられ
た同名の別記事「日本主義要領」に、「日本主義の委しき説明は木村鷹太郎著『日本
主義国教論』及び毎月発行の機関雑誌 『日本主義』 を見るべし」と記されたことから
もそれは推察される38。結局のところ、『日本主義』同人を代表しうる理論書は『日本
主義国教論』のみだったのだ。
このように、理論書刊行という観点からも木村、続いて竹内の重要性を示しうる。
ただし、広く文壇では高山が雑誌『太陽』を拠点に同人を代表する思想家として活躍
したのも確かであり、戦時期の日本主義者・米持格夫による、“日本主義運動の為め、
最も健闘した木村鷹太郎”を主、“文章の巧麗に加ふるに志士的慷慨の横溢せる意気
と相俟つて、時代の子となつた高山樗牛”を従とした見解39は妥当だろう。
大日本協会全体としては 1899～ 1900年、幹部員による「研究叢書」の企画も試
みられている。第 34号で簡単な予告が行われ、第 35～ 41号、第 45号に第 6巻ま
での広告が掲載された（表 5）。全 12巻完結、定価は 1冊 30～ 50銭を予定してい
た。版元は、『教育時論』に並ぶ雑誌『教育学術界』を刊行していた同文館である。
第 7巻以下の著者としては井上・元良・西川一男・木村・竹内・肝付兼行が挙げ

られ、さらに鳥居忱・隅本有尚・柴田柴一郎が補欠とされている（第 35号・広告）。
読者のなかには、竹内に『唯物論』、木村に『実験哲学』の執筆を望むものもいた
（第 46号・35頁）。先ほど述べた主導性に比して叢書における木村や竹内の位置づけ
が低いのは、学位の有無が人選に影響したためだろうか。
しかしいずれにせよ、最終的に刊行されたのは高山の『菅公伝』のみだった40。同書
は「同人集て一叢書を出版せむ」企画があったことには言及しているが41、その同人が

38　 ただし、前掲井上哲次郎・濱田本悠「日本主義」604頁は竹内の著作として「日本主義要
領（同三十三年）」を挙げている。他に並ぶのは、木村の『日本主義国教論』『耶蘇教公認
可否論』『排仏教』『東洋倫理学史』、竹内の『倫理学』、湯本の『学童百話』『ちょくごと
くほん』、第二期『樗牛全集』第 4巻、だった。

39　 米持格夫『明治時代の日本主義思潮概観』（早稲田大学日本主義学会、1935年）37頁。
40　 第 1巻は 1899年 12月の刊行を予定していたが（第 34号・広告）、第 1巻にあたる芳賀

の『文学史』はすぐに第 2巻に繰り下がったうえ、刊行されなかった。12月に冨山房から
『国文学史十講』を刊行したこととの兼ね合いだろうか。

41　 高山林次郎『菅公伝』（同文館、1900年）自序 1頁。



271〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

大日本協会であることは明示せず42、関連の広告も見受けられない。なお、同時期の同
文館による出版物としては、研究叢書ではないが、高橋龍雄の『日本主義』連載「国
号二十二種」をまとめた『大日本国号考』が刊行されていた。
最後に、幹部以外の会員について見ておきたい。
初期の「大日本協会々則」では、機関雑誌（『日本主義』）や書籍の発行、加えて演
説会その他の事業を行うこととともに、会員加入の要件として、会員 2名の紹介、お
よび年 60銭の会費納入が定められていた（第 3号・107～ 108頁）。ただし、すぐに
「純然たる精神的団体」であるという理由によって会費納入は削られ、会の収入源は
寄附金のみとなっている（第 6号・102頁、第 7号・101頁）。この「会員二名の紹
介てふ厳則」は会員数が「徒らに尨大とな」ることを防ぐための措置だったが、不便
を訴える者が多かったため、編集局宛の申し込みで入会できるように「緩め」た（第
29号・裏表紙）。1897年末の普及委員設置も、「厳粛なる規則」で地方からの申し込
みが難しいことに対応するための施策だった43。

42　 高山は、大日本協会へ対抗した団体・丁酉倫理会に 1899年末までには加入していた（前
掲長尾宗典『〈憧憬〉の明治精神史』180頁）。

43　 無記名「大日本協会」（『教育時論』第 455号、1897年）33頁。

表 5�
刊行を予定していた「大日本協会蔵版　研究叢書」の書目（第 35号による）
巻次 著者・題名 内容予告

第 1 巻 *1 文学士 芳賀矢一著 
『日本上古 文学史』

日本文学史の著二三あれとも皆上古を佚せりこれ本書
の文界を裨益する未曽有の好著たる所以なり

第 2 巻 *1 文学士 高山林次郎著 
『菅公伝』

菅公の伝記多きも信拠すべきものなく殊に批判的論評
的のものに至りて絶無といふべし本書出てゝその嘆は
止みぬべし

第 3 巻
文学士 赤堀又次郎・ 
高橋龍雄合著『文学者大
年表 索引附』*2

芳賀氏の文学者年表絶版し読書界の渇望医すべからざ
る時にありて斯道に造詣深き筆者が索引を附し著者表
文学上の歴史をも附記したる完美なる著書を迎ふるに
至れるは大賀すべきなり

第 4 巻 独逸国ドクトル 岡崎遠光
著『最近 経済学』

著者か最近の学理を応用して経済学の大要を設けるも
の誠に空前の大著作といふべし隆起勃興すべき大日本
の国民たるもの必す一読すべきものなり

第 5 巻 米国ドクトル 蔵原惟廓著
『各国 教育制度史』

教育の著書汗牛充棟も啻ならざれども教育制度史に至
りては未た一人の企てたるものを開かずこれも亦研究
叢書の出色なるもの也

第 6 巻 文学士 松本孝次郎著『実
際的 心理研究法』

学術的心理研究は多くの著作によりて頻々として行は
るしかも興味あり有益なる実際的心理研究はなかりき
今緻密なる著者の筆により世に出つるに至れり

*1　第 36 号からは芳賀と高山の順番が入れ替わっている。
*2　第 36号からは「文学大年表」表記となっている。
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以下は、各号に入会記事が出た通常会員の一覧である（表 6）。

表 6
大日本協会の通常会員（378 名）

第 6号
土屋恵治（長野）、川崎筆之助（同）、村松治作（東京）、梶浦済（三河）、池田友八郎（三
河）、梶村勝太郎（三河・富岡尋常小学校）、山本貞蔵（三河）、深井弘（奈良・尋常
中学校）、佐藤惟昇（石川・金沢市尋常中学校）

第 7号 山高幾之丞（三重・師範学校）、横関式右衛門（長野）、杉原禎造（福島）

第 8号

村上直次郎（兵庫）、諸富貞治（東京）、栗島山之助〔狭衣〕（東京）、山本比呂伎（新
潟）、山本茂（同）、狩野徳次郎（埼玉）、秋山四平（埼玉）、高橋千川（東京→島根 *）、
高橋伊岐夫（同→同 *）、高橋龍雄（同→東京 *）、齋田芳太郎（東京）、水上熊吉（東
京）、佐川杢輔（東京）、宮崎準三（東京）、石塚真言（東京・新声社）、久山淑人（東
京）、岩松鉄三郎（東京）、齋藤松太郎（東京）、小林逸蜂（東京）、長崎猶作（東京）、
今泉犀治（同）、長連寛（東京）、高橋万次郎（東京→新潟 *）、宮本静〔花城、松平
静 *〕（東京→福井 *）、岡村俊作〔森脇俊作 *〕（東京→山口 *）、八戸勝三郎（東京→
青森 *）、石垣静雄（東京・大日本協会 *）、藤崎恵積（東京→新潟 *）、菅貞男（東京
→同 *）、島谷資規（東京→同 *）、佐々木義房（東京）、園地儀麿（東京→愛知・砥鹿
神社 *）、秋山角紋（東京→福島・第一中学校）、星川清成（東京→山形 *）、佐伯重夫（東
京→伊予・松山市神宮教本部）、村田敬之助（神奈川）

第 9号 本山新三（丹波）、佐々木幸見（東京）、高橋光男（東京）、森脇村次郎（島根）、田
中伝右衛門（三重）、田中正美（同）、髙田雲峯（富山）、小林兼次（長野）

第 10号
春原亀太郎（長野）、長沼央夫（同）、長沼亥一（同）、藤沢亥一（長野）、西角井正
男（東京）、大杉信太郎（東京）、金子巍則（東京）、伊原恒次（長野）、榎本基継（埼
玉）、平野長吉（埼玉）、池上孝助（埼玉）、浅野筠円（長野）

第 11号

小松盛正（福島）、山岸弟治（長野・常泉寺）、矢吹平司（福島）、明間卯之介〔助〕
（茨城）、竹間清臣（熊本）、松山勝司（千葉）、神津好雄（信濃）、錦織源之助（島根）、
室井宗吉〔宝井〕（福島）、成田富之亟（千葉）、宮本雄次（千葉）、黒岩魯民（高知）、
鈴木豊二郎（福島）、古川清二（新潟）

第 12号

鈴木重正（福島）、大塚千代造（鳥取）、藤原祐造（神奈川）、松原美成（長門）、原
田紋右衛門（三河）、鈴木信太郎（同）、小林伊吉（同→三河 *）、吉川義祐（同→尾
張 *）、宮林清一（富山）、菊池栄（福島）、今井延彦（越前・気比神宮）、大和田絜〔潔〕
（福島）

第 13号

坂部行三郎（東京）、宮本豊（越前・常宮神社 *）、宮本佐太〔佐吉〕（同）、今井清彦（越前・
気比神宮宮司）、平松齋一郎（同禰宜）、井上香木（同主典）、河端親礼（同〔役職な
し〕）、小林貞実（越前・金崎宮禰宜）、小原吉包（越前・気比神宮主典）、石塚資雄（越
前・金崎宮主典）、石井重満（越前）、辻益彦（同）、古川荘九郎（同）、泉慶紀（越前・
常宮神社社掌）

第 14号 佐藤栄右衛門（長野）〔第 40号に掲載なし〕、羽根秀一（三重）〔第 40号に掲載なし〕

第 16号 光岡正影（東京）、秋野太郎（長野）、士谷政吉（長野）、宮脇音松（長野）、紀俊（和歌山）、
中村孝雄（奈良）、渡辺寿樹（島根）

第 17号 松井要輔（長野）、北村志津男（同）

第 19号 齋藤政吉（東京・穴八幡）、峯善男（東京→長野 *）、長谷川忠太郎（東京→兵庫 *）、
小山新治（兵庫）、井上安彦（愛知）

第 21号 広橋足穂（新潟）、富田八百蔵（東京）、近藤喜衛（青森）
第 24号 阿久津純一（栃木）、三瓶鬼三郎（福島）
第 29号 三田徳太郎（滋賀）、清水喜平次（滋賀）

第 31号 遠藤佐々喜（京都市第三高等学校）、小西熊次郎（大阪農業学校）、江原竹二（埼玉）、
矢原鶴三（渡島）、奥村喜一郎（滋賀）、長谷川九一郎（美濃）
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第 32号 丸山為之助（長野）、中川伝次郎（京都）、生田友次郎（鳥取）

第 34号
塚原嘉藤（仙台市第二高等学校）、村沢節雄（越後）、新海四郎（尾張）〔第 40号に掲
載なし〕、芳山幹（尾張）、新海義三郎〔藤三郎〕（尾張）、田中万逸（大阪農業学校）、
吉楽宗一郎（越後）、松本周馬（丹波）

第 37号 小沢錦十郎（長野）、奥新一郎（広島）、早藤捨吉（京都府師範学校）

第 40号

上条浅太郎（長野）、大井文雄（越後）、高技寅松（大阪）、大偶為三（滋賀）、柳川保蔵（青
森）、鬼柳東一（同）、梅木重次郎（宮崎・延岡中学校）、笹井秀次郎（同）、日吉昇（宮崎・
延岡小学校校長）、飛松謹一（佐賀・師範学校）、田辺勝太郎（羽後・院内銀山・工学士）、
水谷京四郎（島根）〔高橋千川らと同住所だが第 8号には記載なし〕

第 41号 笠原才治（長野）、谷口鶴松（三重）
第 42号 古橋直（京都大学法科大学）、青木常蔵（京都）
第 43号 佐藤信有（東京）、内山鶴二（山口）
第 44号 花岡安見（山口県尋常中学校教諭）、染田高紀（仙台市第二高等学校生徒）
第 45号 両角運右衛門（長野）、小川尚一郎（越後）、奥平虎吉（神奈川）

第 47号

野村甚之進（愛知）、河合恒太郎（近江）、益子甲子之助（栃木・大沢小学校）、齋藤豊（京
華日報社）、安藤久太郎（同）、佐藤惣三郎（東京）、下田義天類（東京）、赤田開太（東京）、
武藤信平（東京）、松木良助（暹羅）、市川忠太郎（美濃・大井小学校）、今城長緒（米国）、
大槻民治郎（東京）、宮井鐘次郎（東京）、辻清蔵（東京）、堀常次郎（東京）、清水広景（仙
台市神宮奉斎会本部）、井倉和欽（東京朝日新聞社）、百済忠敬（山口）、今井清彦（岐
阜市中学校）、守屋常磐（宮崎）、北山重直（金沢市神宮奉斎会本部）、甲斐一彦（福島・
開成山）、齋藤直義（台湾・台北神宮奉斎会本部）、吉村春樹（伊勢）、潮見琢磨（伊予・
松山市神宮奉斎会本部）、森津常正（岡山市神宮奉斎会本部）、戸田氏貞（美濃・大垣
町神宮奉斎会本部）、湯谷基守（豊前・中津町神宮奉斎会本部）、大貫直津（山城・男
山八幡宮宮司）、賀茂水穂（靖国神社宮司）、中田憲信（東京）、久保悳隣（東京・須賀
神社）、神宮嵩寿（埼玉・氷川神社）、高山昇（陸奥・塩釡神社宮司）、牧野静雄（東京）、
小黒嘉右衛門（北海道）、秋山於莵麿（下総・成田町中学校）

第 48号

河口隆太郎（長野市尋常中学校）、辻林右衛門（北海道）、清水熊太郎（東京）、蓬田弥
一郎（同）、遠藤真幸（出雲）、猪狩義友（東京）、奥田利三郎（同）、宇田川富蔵（東京）、
太田貞一（長野）、勝家貞一郎（東京）、田村猛麿（東京）、島田雅雄（東京）、坂本寅松（大
阪）、福井秀造（徳島・宍喰尋常小学校）、金丸俊胤（東京）、坂田文治（東京）

第 49号

前田鴻（北海道・根室金刀比羅神社社司）、松本周馬（京都）、桜井重守（石川）、宮野
源三郎（大阪）、森川新五郎（福岡）、井戸省三（美濃）、石野安太郎（伊予）、萩上正夫（長
野）、堤茂雄（同）、上条寿美蔵（長野）、菊地宇太郎（同）、川崎左右（同）、桜井栄一（長
野）、田中末吉（長野）、三善虎吉郎（愛媛）、玉井正申（同）、田中栄（愛媛）、谷泰吉（愛
媛）、加瀬哲（東京）、後藤謙二郎（長崎）

第 50号

渡辺修次郎（東京）、池田晃（東京）、菅原雅輔（東京）、仁田九朔（摂津）、根本規矩雄（秋
田）、石垣效（伊勢）、佐々木為雄（愛媛・川の浜尋常小学校）、松江慎（愛媛・成川尋
常小学校）、北島信（愛媛・上槙尋常小学校）、五百木恭信（愛媛・川之石尋常小学校）、
武田武（愛媛・松山尋常師範学校）、太宰文平（愛媛）、弓野俊雄（大和）、陣内不可止（佐
賀）、吉村健吉（山口）、宅間栄二（東京）、越山茂（大阪）、西原実光（大阪）

第 51号

峰岸宗四郎（長野）、山岸慶蔵（同）、池田長治（長野）、那順健治（長野・師範校附属訓導）、
神田熊治（長野・長沼小学校長）、森山弥市（長野・古里小学校長）、伊原金作（長野）、
藤沢勝治郎（長野）、青木直人（長野）、細川寛一（長野・師範学校）、源基喬（磐城）、
葛城仁之介（奈良）、葛城俊治（奈良）、田中知四郎（大阪・堂島商品陳列場）、二宮
直治郎（大阪・尋常師範学校）、丸山新一郎（信濃）、曽根原増人（信濃）、神山栄（愛
知）、村沢真焉（新潟・第二師範学校）、清水喜太郎（同）、成田皆吉（愛知・知立郵便局）、
岩佐運平（東京）、土居束（大分）、大竹照政（同）

第 52号

小野安一郎（佐賀）、成田種三（北海道）、小成平左衛門（岩手）、菊池惣七（同）、茂
山忠助（同）、坂下勇作（同）、土肥太一郎（同）、八木原真之助（東京）、有本久悌（東京）、
郷太一郎（福島）、八田玄吾（長野）、毛山正辰（愛媛）、西村才介（東京）、推原広男（東
京）、飯尾安太郎（山梨）、飯野秀資（同）、飯野留吉（同）、飯野俊作（同）
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第 53号

中垣景律（熊本）、吉田市恵（東京）、七森演五郎（備後）、望月荒太郎（山梨）、望月
義治（同）、千葉胤明（東京）、村山清三（新潟・第二師範学校）、藤本充安（京都府
庁）、目時政房（岩手・蟇目尋常中学校長）、刈谷倉五郎（同〔所属なし〕）、飛沢左蔵
（同）、田鎖左七郎（同）、渡辺喜代太郎（渡島）、高川信一郎（秋田）、飯野喜之助（山
梨）、川手保一（同）、松咲栄治（奈良）、榊原淡水（同）、山本功（同）、平川松喜（奈良・
郡山尋常中学校）、喜多山才治（大阪）、小林理栄（福島）、山田弘（岩手）、坂下宇助（岩手）、
福徳文次郎（同）、伊藤喜惣治（岩手）、川屋善六（同）、中根倭蔵（岐阜）、六条直彦（奈良）、
桶木勝太郎（同）、永井幹（同）、地口秀太郎（青森）、南部興寧（青森）、小笠原治（青森）、
大久保忠治（青森）、猪内貞雄（青森）、寺井親（青森）、市川文丸（青森）、鈴木芳見（青森）、
永井正三郎（青森）、室岡千里（青森）、蕨一郎（千葉）、高井芳成（富山）、西潤身（福島）、
岩間梅吉（静岡）、大場正明（静岡）、鈴土養治（岩手）、千田弥七（岩手）、島久太郎（富山）、
島喜太郎（同）、牛山弥八郎（長野・諏訪高等小学校）、牛山克躬（同）、久保角平（同）、
武居与三（同）、工藤通知（同）、河西円蔵（同）、河西民作（同）、五味時三郎（同）、
岩垂今朝吉（同）、三村斧吉（同）、宮坂初吉（同）、千島倉之亟（同）、矢島鉄三（同）、
金井栄蔵（同）、宮沢国穂（同）、三村安治（同）、藤森俊夫（同）、倉知甲子太郎（同）、
鶴見貫一（岐阜）、鈴木馬五三（岐阜）

重複は省いた。住所や所属が前の人物と一致する場合は「同」とした。
* を付した情報は第 40号（および第 42号）の名簿から補ったため、加入時点とは異なる場合
がある。

北海道から宮崎県、台湾といった全国44、さらにシャムやアメリカといった海外45に
も会員が存在していたことが分かる。最多は東京（80名）、次が長野（62名）で、
他は 16名以下である。長野では第 53号で諏訪高等小学校関係者 18名が入会してい
るが、それを差し引いても多い。そうした集団での入会としては、学校関係者のほ
か、神社や神宮奉斎会関係の人物が目立つ。
会員数が当時の発行部数に比べるとかなり少ない46ことからも分かるように、当然

ながら『日本主義』読者は会員に限られなかった。さらに自身が購読していなくと
も、家族・知人や図書館を通じて触れることがありえた47。

44　 会員のいない沖縄県でも、後に沖縄師範学長になる安藤喜一郎が「学校ト宗教トノ関係」
において「本邦教育ハ日本主義ナリト予言」しており（安藤喜一郎「国体論ニツキ前説ヲ
敷衍シ併セテ本邦教育ノ性質ヲ述ブ（総集会場ニテ）」、『琉球教育』第 22号、1897年、4
～ 5頁）、『沖縄県史』はこの時期の皇民化過程において大日本協会による『日本主義』の
影響力が決して無視できないと評している（琉球政府編・発行『沖縄県史』第 4巻各論編
3、1966年、352頁）。

45　 会員以外の私的な流通では、当時在米中だった鈴木大拙が、友人などを通じて『日本主義』
や『日本主義国教論』を入手し、木村ら「実験学派」による「生々」「光明」「功利主義」
の主張を批判している（鈴木大拙「旅のつれづれ」、『鈴木大拙全集 増補新版』第 30巻、
岩波書店、2002年、および書簡番号 59・60・88・89、同第 36巻、2003年）。

46　 1900年の名簿には、「大日本協会は一定の規則あるを以て会員の数少きも他の会合の如き
有名無実なるもの一人たりともあるへからず敢て告ぐ」と付記されている（第 40号・47
頁）。

47　 例えば、埼玉県の社家に生まれた河野省三は、父が購読していた『日本主義』を通じて芳
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逆に、会員だからといって『日本主義』を購読していたとも限らない。「大日本協
会員たりとも 『日本主義』 雑誌は送呈せず購読は随意」（第 27号・表紙裏）だった
のである。第 4期には会員規則によって、「雑誌代価の外別に会費又は入会金等を要」
しない代わりに「『日本主義』 を購読すること。」が義務とされたが（第 46号・表紙
裏）、すぐに「成るべく」という語が付記され（第 49号・表紙裏）、さらに会則の改
正により、入会金・会費は不要のまま「雑誌は別に購読せんことを望む」（第 50号・
巻頭）、「会員と雑誌購読とは別」（第 51号・45頁）と改めて述べられるに至ってい
る。
雑誌を購読せず会員になることにどのようなメリットがあったのかは定かでない
が、大日本協会が苦境に立った第 4期に会員が大幅に増加する（204名）とともにこ
のような規則変更がなされたことを考えると、つきあいで会員になったが有料の雑誌
購読は不要、という事例が多く出てきたのかもしれない。
他方で同じ第 4期には、毎月金 1円以上を 1年以上納入する特別会員の制度が設
けられている（第 47号・47頁）。特別会員の会費は、協会にとって「印刷物売上金」
「寄附金」にならぶ収入源となった（第 50号・巻頭）。一覧は次のとおりである（表

7）。

表 7　
大日本協会の特別会員（32名）

第 47号

滝本誠一（京華日報主筆）、加藤房蔵（京華日報記者）、岩崎英重（富士新聞社長）、
宮地厳夫（宮内省掌典）、亀谷馨（朝日新聞記者）、神田息胤（東京）、藤岡好古（東
京）、松本正泰（東京）、塚田菅彦（東京）、篠田時化雄（東京）、山内豊章（東京）、
船曳衛（福岡）、山田大路元安（秋田）、賀茂百樹（広島）、今泉定介（東京）、藤田
季荘（東京）、坂常三郎（東京）

第 49号 寺崎遜（東京）、蕨真一郎（上総）、関貞二郎（大阪）、小日向一二（長野・南小川小学校）、
相原勇次郎（長野・神郷小学校）

第 50号
木村亮吉（陸軍砲工学校嘱託）、三好愛吉（文学士・仙台第二高等学校校長）、山崎
庚午太郎（宮崎・延岡尋常中学校校長）、北小路明義（大阪）、渡辺文雄（東京）、
長谷川九一郎（岐阜）

第 51号 武島羽衣（東京）
第 53号 佐村徳介（仙台第一尋常中学校）、西内成郷（奈良・官幣大社広瀬神社）、原豊太（東京）

こちらも神宮奉斎会や神社関係者、教育者が多いと言えよう。

賀・高山・木村の影響を受けた（原田雄斗「世紀転換期における在地神職の神道解釈と宗
教観――河野省三を事例に――」、『次世代人文社会研究』115～ 117頁）。また、天狗党
に加わった祖父を持つ田尻隼人は帝国図書館で『日本主義』や木村の『大日本建国史』を
読み、愛国活動に進んだという（田尻隼人「浅酌庵随筆 大逆事件と明治の少年」、『業界公
論』第 19巻第 6号、1972年、23頁）。
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参考史料

以下、大日本協会が公式に掲げた宣言文や規則の類を集めた。

1．「日本主義」の目的及び綱目（第 1～ 24号）

 目的
一日本建国ノ精神ヲ発揮ス
 綱目
一国祖ヲ崇拝ス
一光明ヲ旨トス
一生々ヲ尚ブ
一精神ノ円満ナル発達ヲ期ス
一清浄潔白ヲ期ス
一社会的生活ヲ重ンズ
一国民的団結ヲ重ンズ
一武ヲ尚ブ
一世界ノ平和ヲ期ス
一人類的情誼ノ発達ヲ期ス

2．「日本主義」発刊の主意（第 1号）

国民の固く結合して一団体を成し、燦然たる文化を促進して、世界各国の間に雄
飛せんには自主独立の精神なかるべからず、苟も自主独立の精神なからんか、徒
に他国の感化を受くるに止まりて、遂に我固有の特性を失ひ、為めに国民たるの
要素を溶解するに至らん、苟も自主独立の精神あらんか、已に受動的にあらずし
て、他動的なり、是を以て外来の潮流に圧倒せらるゝことなく、能く之れを同化
して、己れが発達を裨補し、反りて己れが培養せる所の結果によりて世界に貢献
する所あらん、今や外来の潮流、愈〻其勢を加へ、澎湃として入り来たる、此時
に当りて世人動もすれば昏乱眩迷、其立脚地を失ひ、自主独立の精神によりて、
之れを己れに同化するの要を知らず、摩頂放踵、之れに由りて感化せらるゝを俟
つ、若し此の如くなれば、一人より二人、二人より三人、次第に国民の団体中よ
り引離されて、遂に国家の基礎を危ふするの憂なしとせず、殊に宗教の如きは、
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精神的団結を成して、内地に入り来たり、国民の団体に属するものを誘化して引
離しつゝあるが為めに、無知蒙昧の徒、或は父母に背き、或は朋友に戻り、此を
捨てゝ彼に投ずるもの、亦間〻之れなきにあらず、然れども是等国家に有害なる
傾向を防遏せんことは到底孤臂を振ひて為し得べきにあらず、必ずや精神的団体
を成して、我自主独立の精神を発揮し、以て国民を結合するの基礎を建設し、併
せて世界をして我儼として樹立する所あるを知らしめざるべからず、是を以て吾
人此主意に本づき、大日本協会を設置し、将に精神的団体を成すの端緒を開かん
とす、本誌は其機関雑誌として発刊するものなり、若し団体に必要なる準備已
に成る暁に至らば、同志の人吾人と共に戮力協心、此大業を成さんことを冀望
す、吾人の主義は宗教と同じく精神的団体を成す所以のものなりと雖も、必ずし
も之れを宗教と云はず、宗教の如く迷信を混入するものにあらざればなり、然ら
ば何と云ふべきか、唯〻国民を結合して其進取の気象を助長するの主義と云ふべ
きなり、是を以て吾人は之れを「日本主義」と称せり、伹〻其精細なる解釈に至
りては号を逐ひて漸次に宣揚する所あらん、見よ山間幽谷の中を、苔蘚の下より
流れ出づる涓滴、相集まりて流を成し、丱〔艸〕を潜り木を廻りて、次第に増大
し、潺々として遠く聞え、淙々として近く響き、忽ち渹然岩を打ちて雷吼し、遂
に滔々汨々として山岳を撼して来たる、又見よ、西風吹けば、波瀾洋々として起
る、時に天候一変して東風吹き来たらば、始めは波瀾を駆逐し、漸くにして積水
を蕩揺し、既にして激浪山を倒して、逆に潮流を起し、水烟漠々天を蹴りて其窮
まる所を見ず、吾人の運動も亦此の如く、初めは微々たるが如しと雖、安ぞ其潮
流を起すに当りて遂に滔天の勢を成さゞるを知らんや、

3．大日本協会々則（第 3号時点）

 名称
第一条　　本会を大日本協会と称す
 位置
第二条　　本会は本部を東京に置き漸次支部を地方に設けんとす
 目的
第三条　　日本主義を唱道して国家の大道を明かにし以て国人の精神を統一せん
ことを期す
 事業
第四条　　前条の目的を達するに左の事業を以てす
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　　　　一　 機関雑誌新聞等を発行し日本主義の拡張に必要なる書籍を出版すべ
し

　　　　　　但し「日本主義」を以て本会の機関に充つ
　　　　二　 定時若くは臨時に演説会を開き其他此主義の普及を計らんが為に

種々の事業をなさんこ〔と〕を勉むべし
 会員
第五条　　 会員たる者は日本主義を実践躬行するは勿論進て此主義の恢拡普及を

幇助すべし
第六条　　 会員たらんと欲する者は住所、姓名、職業を明記し会員二名の紹介を

以て申込むべし
 会費
第七条　　会員たる者は会費として一ヶ年金六十銭を納むる者とす
　　　　　　 但し一回若しくは二回に納むるを要す又一時に金十円を納むる者は

本項の会費を納れず終身会員たるを得
 幹部
第八条　　本会の基礎となりて其主義を維持する者を特定して幹部となす
第九条　　幹部は二十四人を以て組織す
第十条　　本会重要の事件は幹部員之を議定する者とす
第十一条　幹部を整理する為に幹部長を置き幹部員之を互選す
第十二条　幹部に欠員を生ずるときは幹部会の決議を以て之を補充す
 役員
第十三条　本会に左の役員を置く
　　　　会頭　一名　会計監督　一名　幹事　二名　書記　二名
　　　　但し会頭及び会計監督は各々幹部の一員たるべし
第十四条　役員は左の任務に服す
　　　　一　会頭は本会を統監し併せて会務を統理す
　　　　二　会計監督は会計出納を監督す
　　　　三　幹事は一名は庶務一名は会計を掌理す
　　　　四　書記は幹事の指揮を受けて庶務及び会計に従事す
第十五条　会頭及び会計監督は幹部之を選挙し、幹事及び書記は会頭之を選定す
 維持費
第十六条　本会の維持費は左の二項を以て之に充つ
　　　　一　会費　二　寄附金
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 総会
第十七条　毎年一回総会を開きて会務を議定し役員を改選す
　　　　規則を議する場合に於ても幹部に関する条項は変更することを得ず

4．日本主義概則（第 27号時点）

○日本主義は大日本協会の機関雑誌なり
○大日本協会は日本建国の精神を発揮するを以て目的とす
○大日本協会は別に会長を戴かず幹部員廿余名ありて重大の件を議定す
○ 大日本協会々員たらむと欲する人は会員二名の紹介を以て申込むべし（但し無
会費）
○大日本協会員たりとも『日本主義』雑誌は送呈せず購読は随意たるべし

5．本会の目的（第 46～ 48号）

日本主義は日本建国の大精神を発揮し、国体を擁護し、生々、光明、進取活動の
主義を以て原理となし、又た国体を軽視し、或は厭世痿縮の教理を唱ふる者を正
に導かんとする者なり。

6．会員規則（第 46号時点、圏点省略）

何人たりとも日本主義を賛成し、左の条件を以て略履歴書を添えて入会を申し込
むものは会員たることを得。
（一）宣誓
一、吾等は日本主義の精神を体することを誓ふ。
二、吾等は日本主義を拡張し之を発達せしめんことを誓ふ。
（二）会員義務
一、日本主義を実行し、之を拡張し、之を伝道すること。
二、『日本主義』を購読すること。（但し雑誌代価の外別に会費或は入会金等を要
せず）
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7．大日本協会々則（第 50号時点）
 名称
第一条　　本会を大日本協会と称す
 位置
第二条　　本会は本部を東京に置き支部を地方に設く
 目的
第三条　　日本主義を唱道し国家の大道を明かにし以て国人の精神を統一せんこ
とを期す
 事業
第四条　　前条の目的を達するに左の事業を以てす
　　　　（一）　 機関雑誌新聞等を発行し、又た日本主義の拡張に必要なる書籍を

出版す　但『日本主義』の雑誌を以て本会の機関となす
　　　　（二）　 定時若しくは臨時に演説会を開き其他此主義の普及を計らんが為

めに種々の事業を為さんことを勉むべし
 会員
第五条　　 何人たりとも日本主義を賛成し左の宣誓を為して現在の職業を記入し

て入会を申し込むものは会員たることを得（入会金及び会費を要せ
ず、雑誌は別に購読せんことを望む）

　　　　（一）　吾等は日本主義の精神を体することを誓ふ
　　　　（二）　 吾等は日本主義を拡張し、之を宣伝し、之を発達せしめんことを

誓ふ
 特別会員
第六条　　 日本主義拡張の精神を賛成し毎月金一円以上を一箇年以上寄附する人

を以て特別会員となす（但月々払込及び一時払込自由たるべし）
 維持費
第七条　　本会の維持費は左の三項を以て之に充つ
　　　　（一）印刷物売上金
　　　　（二）特別会員会費
　　　　（三）寄附金
 支部
第八条　会員二十名以上を有せる地方は支部を設くるを得。
　　　支部には幹事を置き支部会員之を互選し支部と本部との連絡を保たしむ
　明治三十三年九月一日改
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8．日本主義綱領（第 50～ 52号、圏点省略）

皇祖伊弉諾、伊弉冊の二尊、天神の勅に由りて此国に降り、国土を経営し、神人
を生み、而して後之れが主と坐す神を生まんと欲して天祖天照大御神を生み給へ
り。茲に吾国君臣の分定まれり。天祖天照大御神皇孫に勅して曰く、豊葦原の
千五百秋の瑞穂国は、これ吾が子孫の主たるべき地也、爾皇孫就て治らせ、行
け、宝祚の盛なること天壌と窮りなかるべしと。建国の精神や宏遠なりと曰ふべ
し。
皇孫此国に降り給ひしより、万世一系の列聖国祖の神意を承けて天位を継ぎ、此
国に君臨し、恩愛を以て臣民を待ち給ふこと、慈母の赤子に於けるが如く、臣民
の之を仰ぐこと、また子の慈父に於けるが如く、忠孝一致、以て奉事怠ることな
し。我皇室は吾等臣民の大宗家にして、一切善美恩威の由来する所、国祖の神々
は我国人の崇拝して至貴至尊となす所なり。
父は慈にして子は孝に、夫は愛にして婦は敬し、兄弟は友に朋友は信に、隣保相
助け、郷党相済ひ、国土を懐ひ、国家を愛し、社会の秩序を守り、国人的団結を
堅くし、国憲を重んじ、国法に遵ひ、克く其分を尽くし、其業を励み、公益を広
め世務を開くは、これ我国人の常道にして、国祖の遺訓の存せる所、又た教育勅
語の聖旨のある所なり。
吾等の力むる所は、国体を弁まえ、国民性を研究し、吾国の歴史に基きて、国家
国民の発達進歩を計るものにして、一面には歴史的にして、又た一面には進歩的
たるなり。これ国家生物発達の原理なりと信ず。
吾等は生々を以て主義となす。人世悲惨の事多く、吾人時に落胆し、人生を悲観
し、厭世、退隠の情を起すことなきに非ずと雖、実はこれ個人の女々しき私情に
して、心力痿弱の恥づべき事たるなり。決して国民の常道公義とすべき所に非
ず。之を以て吾等は厭世退隠の事を斥け、宗教家の所謂来世の如きは毫も之を念
とするなく、一切迷信的事物を排斥し、現世の生活を重んじ、生々、活動、常に
希望を以て前進することを以て心となす。其生々の主義たるや、必ず又た進取、
膨脹の意味を附随す。我民族の生々、繁殖、膨脹の如きも、吾等の主張の重きを
置きて心とせる所なり。而して善美を世界に求め、智識を拡め、情操を高尚に
し、意志を強固にし、凡ての事に於て健康、活溌、進取、拡大を力め、国人をし
て遠大なる抱負を有せしめんことを期す。
吾等は、日本の国民性は、充足豊富を尚ぶを知る。此好尚たるや能く国民を豊富
にし、国家を繁栄にし、又た以て人民慶福の基礎たるに足る、吾等之れを取りて
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主義となす
吾等は光明清潔を主義となす。故に物質的事物に於ても、将た又た精神的事物に
於ても清浄、潔白、秩序、優美、名誉等を重んじ、公明正大快活を旨とし、陰
鬱、醜劣を憦む。而して正義を以て世界に立ち、親愛を以て、人類に尽くし、武
を尚びて凛然侵すべからざる国民たらんことを期す。
実に吾等の力むる所は国祖の神々が、日本を建国し給ひたる所の精神を発揮せん
とするにあり。吾等此精神を体して。斯主義を唱導す
（日本主義の委しき説明は木村鷹太郎著『日本主義国教論』及び毎月発行の機関
雑誌『日本主義』を見るべし）

9．日本主義（第 53号）

日本主義は日本建国の大精神に基づき国家生物学の原理に由り、国民性及び歴史
を基礎とし、以て国家国民の進取発達を力むる所の主義なり。
是故に一面には歴史的にして、又た一面には進取的なり、此両原素合して同化作
用を為し、以て国家国民の秩序的真正の進歩と発達とを致すものなりとす。
吾等生々を主義とす、故に吾等の主義や、活動的、健康的、現世的、進取的、拡
大的なり。而して悲観厭世の教義は一切之を容るさず。
吾等は充足豊富を旨とす、これ国家国民の慶福を増進せしむる所以のものなれば
なり。
吾等は光明清潔を尚ぶ、これ物質的及び精神的事物に通じて然り。而して尚武の
精神に兼ぬるに愛情と優美の心とを以てせんことは、実に吾等の希ふ所たるな
り。
吾等は世界及び人類の共同和親を楽しむ。然りと雖国家至上権は厳として其最も
尊きを信ず。

10．新天地（『新天地』第 1号）

旧天地には偽、醜、悪の事物充満し、偽、醜、悪の人物跳梁せり。吾人は茲に新
なる年に於て、真、善、美の新なる世界を開かんと欲す。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地の政治界は腐敗せり。政界に奔走せる多数は、学識なく、節操なく、主義
なく、徳義なく、たゞ利欲を目的となし、日に夜に不潔の事を行ひて恬然たり。
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国家を思はず、国民を利せず。一般の進歩幸福等の観念は彼等の眼中に無き所。
彼等はたゞ利害に由りて離合集散し、以て私利の為めに多数を作り、或は自家の
徒党の為めにせんとするか、或は然らざれば政府に媚びて、自家を利せんとする
輩のみ。
堂々帝国主義を執り、祖先建国の大精神を発揮し、徳光的世界帝国を経営せんと
するが如き、遠大なる抱負を有せるもの、今日の政治家中、殆どあることなし。
此くの如きは、実に旧天地の政界なり。吾人は此くの如きの状態を一掃し、以て
政治の新天地を開き、我国をして徳光的世界帝国の中心たらしめんことを期す。
あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
道徳界は偽善者に充満せり。口に道徳を連呼するも、身に之を行ふものなく、人
の之を勧むるも自ら之を実にするものなく、たゞ騒然として道徳々々と云ひ、一
も道徳二も道徳となし。情を殺し、意を抑へ、人性の花を枯らし、而して一切其
他の大と、力と、美と、愛との如き、凡て人心を高揚し、人物を大ならしむる所
のものは之を度外視し、たゞ格言的乾燥無味なる道徳の説教を以て人間を律せん
とせり。実に村夫子、道学者、教育屋或は小宗教家の跳梁せる世なり。此くの如
きは旧天地の実相なり。吾人は此くの如きを一掃し、美と、力と、大との理想的
道徳の新天地を開かざる可からず。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
文学界の現状を見よ。此天地の住民等は、大抵学浅く且つ狭く、主義なく、定見
なく、理想なく、而も文士なりと自称し、以て自ら得たりとなし、或は党を作
り、派を分ち、以て蝸牛角上の小争を為し、毫も自家の知識を修養し、見聞を博
うし、天地人生の真相を洞察し、高尚優美なる理想を抱懐するものなく、稍〻秀
出せるものは徒に自ら大家なりとして傲然として自ら「師」を以て居り、難有も
なき弟子などを取りて、其「先生」と呼ばるゝを喜び、以て自らえらしとなし、
吾人をして無鳥島の蝙蝠を想はしむ。
其内聊か小才のきく者、西洋人の説を焼き直ほして自説の装を為して発表する者
ある時は、眼界狭まき文士等は忽ち大に騒ぎ立ち、宛も大発見に接したるかの如
き状を呈す、若し或は平凡にしてノンセンスの小説なりとも出づることあらんに
は、筆騒々しき文士等、忽ち口にし忽ち筆にし、宛も大文学者天より降り来りし
が如くに之れを評す。
之れ尚ほ可なり。文学の神聖を口にし、甚た見事なる事を筆にせる者も、多くは
原稿料取りなるに至りては、吾人呆然たらざらんとすとも能はざるなり。亦た美
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術の神聖を云へる者も、真の美を作して、以て高大なる感化を人間に与へ、以て
其不朽の栄誉を得んとはせずして、多くは金銭の為めに作す。一言せば、文学
者、美術家等の多くは、理想に生きずして商売を以て主眼となす。此に於て吾人
は感ず、今日の文学とは何ぞや、曰く金なるのみ、美術とは何ぞや、曰く銭なる
のみと。
旧天地の文学や之れなり、旧天地の美術やこれなり。卑近なり、浅薄なり、下等
なり、無理想なり、無学なり。
吾人は学識あり、定見あり、遠大、雄健、高雅の理想を有せる文学及び美術界の
新天地を開かんとす。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
嗚呼宗教界、何ぞ進歩せざるの甚しきや、三千年以前の迷信を固守して、常に進
歩せる新光明に接することを好まず。迷信を喜び、偽善を行ひ、厭世を説き、毫
も高揚、伸々たる所なく、一度心を宗教界に置くに於ては、再び脱する能はざる
深田に馬を乗り込みし如くならしめ、人をして全く無為無能、無活動とならし
む。此くの如きは旧天地の現象なり。吾人は新世界の太陽の光明を以て、旧世界
の信仰なるものを照破し、清澄なる天地に生々として、美と、力と、大とを理想
とする所のものを与へんと欲す。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
人は社会を謂ふ。然りと雖社会何ものぞ、旧天地の社会なるものは利己的の結合
にして、自己に利あるものを称し、自己の利益に反するものを排す。而も皆近眼
的にして大局を視るの力なし。之を以て能を嫉み材を害し、嫉妬、中傷、離間を
之れ事とし、人の美を成すを好まず、人の成功を害す。此くの如きは実に旧天地
の社会なり、吾人之を好まず。
吾人の理想とする所の社会は、愛を以て結縄となし、人々独立自主の気象に富み
て而も団体的有機体の感を有し、天才を尊敬し、有能を貴重し、賢士を礼遇し、
以て全体の進歩と幸福とを得んとすることを為し、宛も一家の如きものならんと
するにあり。之れ新天地の社会なり。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
商業界を見んか。素町人根性。何ぞ其れ陋にして卑なるや。眼前の小利に営々と
して遠大の利を見るの明なく、徳なく、義なく、信なく、実なく、相場を為し、
虚業を以て実業なりと云ひ、忽ち小成に安んじて大なる進取を試むるものなきは
実に当今の商人なり。彼等素町人根生を以て心となし、毫も大商人となり、気高
くして、優に紳士紳商たるの資格を保たんとするもの殆とあるなし。
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商人なるもの素より利を重んじ、貨を貴ぶ、これ何ぞ咎めん。されども道義徳操
は決して商業上必要なしと云ふべからず。大なる成功を為さんと欲するものは、
必ず又た徳義を重んずるものたらざる可からざるなり。
旧天地の商人や実に小なり。新天地の商人は尽く徳義を重んじ、品格ある紳商た
らしめんことを理想とす。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
教育奨励の声や盛なりと雖、教育の実は殆と之れあるなし。教育学の研究や空前
なりと雖、教育されたる者の人物や日に下落せり。教育雑誌の発行は日一日に増
加すと雖、其効は皆無にして、乾燥無味の言論天下に充つるのみ。小学校増設さ
れ、中学校其数を増すと雖、其効果果して何処にかある。授くる所は多くは無用
不急の知識にして、其教ふる所の道徳は、格言的、制規的乾燥無味の小道徳な
り。教育の奨励され、学校の増設さるゝこと愈〻盛にして、生徒の学力、知力、
意力は益〻下落して学校を卒業し、社会に出づるとも独立せる「人物」たること
能はざるなり。
大学は学風最も不良にして、此には見識、判断力及び天才を貴ばずして、たゞ徒
に博知を旨とし、考証引用の多きを以て優等となし、人名及び書名を暗んずる者
は教師の愛顧を受く。而して学生の一意力むる所は教師の意を逢迎するに在り
て、自家の志操を養ひ、見識を形成せんとするには非ざるなり、其最大の理想と
せる所は、諸種の字引と、諸科の学史等を編集するにありて、一科の学を成し、
一家を為さんとするに非ざるなり。
之れ素より其所なり。教授諸先生等の内、口に武士道を説きて大なる顔を為せる
者も、其実頗る腰抜にして且つ金銭の奴隷なるあり。道徳を教授せんと名乗る博
士にして、性行甚た卑陋なるあり。洋行帰りの諸先生等は、徒らに気取りて博学
をてらひ、滑稽の醜態を演ずるあり。大学は多く此くの如き大先生等の導く所な
り。
此くて大学出身の人物日に下落し、薄志弱行の徒知識界の上流に立ちて以て天下
に悪模範を与ふるなり。
旧天地の教育此くの如くそれ無定見と無品性なり。
其志操や雄健に、其知力や英敏に、其判断や明晰に、其知識や実質ある人物、之
れ新天地の教育に由りて得んとする所の人物なり。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地に於て最も吾人の厭ひ且つ悪む所のものは、人間の心の穢きことゝなす。
此人心の不潔、之れ万事の腐敗、偽善、罪悪の源泉たるなり。
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人心穢し、之を以て種々曲れる事を企つるなり。
人心腐れり、之を以て純潔ならざること人生に存するなり。
人〻口に愛を云ふ、而して其実なし、之を以て党を結び他を排し、以て小紛争を
事となす。
此くて善なること、美なること、真なること、其所を得ずして、偽と、醜と、悪
とは天下に横行し、以て正義を苦しむ。旧世界の人心此く不真多く、不善多く、
不美多く、不愛多し。之れ吾人の理想に反す。
新天地を開き、新天地に住せんとする者の心意や、公明正大、雄健快活、真を語
り、善を愛し、美を好み、以て進化の大運行に貢献せんとするものたらざる可か
らず。
進歩的、進化的、進取的、之れ吾人の理想とする所。あゝ新天地。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
旧天地の事物は陳滞せり、不潔なり、乾燥無味なり、高潔ならず、壮大ならず、
雄健ならず。偽と醜と悪とに充てり。吾人此くの如きものを一掃すること、焼鎌
の敏鎌もて茂木がもとを切り払ふことの如く、科戸の風の天の八重雲を吹き払ふ
ことの如く、大津辺に居る大船を舳解き放ち艫解き放ち大海に押し放つことの如
く、一切之をなぎ倒し、吹きはなし、解き放たざる可からず。
昔ノアの時人間皆腐敗せり、神怒りて一切是等を滅ぼさんとして、滔々たる洪水
を以て旧世界を滅ぼし、而して新天地を開きたりと云ふ。吾人亦エホワの位置に
立ちて公明正大真善美の新鮮なる、若かやかなる活動的精神の洪水を以て旧天地
を滅ぼし、以て新天地を開かんとす。希望の虹霓天の一方に現象せんは近きの
み。
旧天地の陳腐、偽醜なる事物に満足し、紅塵を呼吸し、汚泥を飲みて得々たるの
輩は我徒に非ず。
政治なり、哲学なり、文学なり、美術なり、教育なり、実業なり、社会なり――
一切是等の新天地を開き、其新天地に住せんとするの士は、与に来りて吾人の精
神を助けよ。
　　　　◦　　◦　　◦　　◦　　◦
之を鼓するに雷霆を以てし、之を潤ほすに風雨を以てするが如き、これ新天地開
成の感なるかな。暗黒を破り、雲霧を払ひ、朝日の豊栄登るか如き、これ新天地
開成の感なるかな。
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大日本協会『日本主義』『新天地』総目次

凡例
【底本】本総目次の作成にあたっては、国立国会図書館所蔵の『日本主義』（マイク
ロフィルム）、および『新天地』（デジタルコレクション）を底本とした48。ただし、
インク色の都合により同マイクロフィルムで確認できなかった第 46号の「挿画 紀
念美術館設計図」については東京大学総合図書館所蔵本を参照した。

【先行目次】第 1巻第 1号～第 4巻第 24号および第 25～ 39号（分巻なし）につい
ては各欄ごとの「総目次」「総目録」が公式に作成され、各合冊の頭に収載されて
いる。しかし、「総目録」では雑報欄や論叢欄の各項目が省かれており、その他の
細かい記事や広告も含まれないため、完全な総目次とは言えない。ゆえに本総目
次では、全ての記事を省略することなく各号ごと・掲載順に採録し、記事タイト
ルが存在しないか内容を把握しづらい場合は適宜〔中括弧〕で補足した。

【表記】他の箇所から誤字が明らかな場合は断りなく訂正し、著者の肩書など、目次
の情報が本文を補うときはそのまま追加した。本文と目次で表記が異なる場合は、
差異が小さければ原則的に本文を優先し、差異が大きくどちらが正しいか判断が
つかなければ〔中括弧〕で補った。
同一著者で複数の記事が連続する際は、著者表記が改めてなされていれば項目を
改め、「同」のように省略されているときはスラッシュ（／）で区切りつつ同一
項目にまとめた。また、複数の著者が共同で一つの記事を書いている場合は中黒
（・）で、同名の別記事を連続して書いている場合はスラッシュで名前を区切った。
広告のうち書籍については、煩雑を避けるため肩書や一部の人名（序文など）を
省略し、著作者名『書名』（版）といった書式で統一した。

【著者】社説や時評欄などの無記名記事については、原則として「総目録」に記載が
ある場合のみ著者名を記し、内容からの推定は行っていない。ただし、木村鷹太
郎や柴田柴一郎の文章は後年の論文集に再録されている場合があり、また解題で
触れた第 14号の「加藤博士の道徳論」は例外的に本誌の記述で竹内楠三の執筆だ
と明らかにされているため、それぞれ付記してある。
検索の便を図るため、表記揺れを同定しやすい人物は主な名前を〔中括弧〕で補
った。

【備考】紙幅の関係で備考欄は設けず、補足すべきことは記事題名・内容の後に〔中
括弧〕で付記した。特に、雑誌などの論及対象が明示されている場合はできるだ
け載せた。

48　 なお、東京大学総合図書館所蔵本には国立国会図書館所蔵本にない広告頁が存在する（第
43号巻頭における開新堂本店・三省堂書店）。広告を用いる場合は底本の異同に気をつけ
る必要があろう。
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第 1巻第 1号　1897（明治 30）年 5月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

大日本協会
目次 表紙裏
「日本主義」の目的及び綱目
「日本主義」発刊の主意 1-3

論説

文学博士 井上哲次郎 教育上に於ける世界主義を難ず 5-18
湯本武比古述 日本主義発刊に就きて 18-26

木村鷹太郎 新神道ト国家経済　第（一）繁栄豊富主義／第（二）
実業奨励 26-49

竹内楠三 国家至上主義 50-55

研究 文学博士 元良勇次郎 禅ト心理学トノ関係 56-64
理学士 坪井正五郎 短身黄色果して恥づ可きか 64-68

文苑

嬉月訳 二ツ鴎 69-74
木村鷹〔木村鷹太郎〕哲学者めさむ／な手折りそ 74-75
中村田鶴子 春風 75-76

関貞次 御国十首　皇室／臣民／武士／女郎花／大和撫子／富
士／桜花／東海水／浅間岳／琵琶湖 76-77

雑録

竹楠生〔竹内楠三〕 日本主義に就て 78-86
『青年文』一記者 現在の日本文学 87
竹楠生〔竹内楠三〕 慈善果して善なるか 87-92
竹楠生〔竹内楠三〕 耶蘇教国の私生児 92-94
竹楠生〔竹内楠三〕 今日の普通心理学書の欠点 94-98

時評

木村〔木村鷹太郎〕 乞食的学風 99-100
木村〔木村鷹太郎〕 古風なる政教論者〔『太陽』宗教欄記者を批判〕 100-101
木村〔木村鷹太郎〕 我国の国家主義は箇人を没し去るものに非ず 101
木村〔木村鷹太郎〕 拝外の徒 101-102
木村〔木村鷹太郎〕 世界主義〔ユニテリアン・『世界之日本』を批判〕 102
木村〔木村鷹太郎〕 国民的抱負 102
木村〔木村鷹太郎〕 新精神を以て国典を研究せよ 102-103
木村〔木村鷹太郎〕 本願寺改革者に告ぐ 103

木村〔木村鷹太郎〕 無見識の厭世論〔『帝国文学』の姉崎正治「詩眼に映
せる救世の使命」を批判〕 103-104

木村〔木村鷹太郎〕 比較宗教学 104
木村〔木村鷹太郎〕 折衷学風を排す〔『帝国文学』3月号に賛成〕 104-105

木村鷹太郎 哲学雑誌雑報記者の浅薄〔雑報記者（蟹江義丸）によ
る井上哲次郎評を批判〕 105-106

木村〔木村鷹太郎〕 大学教師ケーベル氏の愚論〔『日本宗教』の「精霊教
万国同盟結合の檄」を批判〕 106-107

人事執着主義〔『明治評論』第 6巻第 4号の末広一雄「人
種宗」に賛成〕 107-108

木村〔木村鷹太郎〕 日本の画家に希望す 108-109
陳腐なる有神論〔「予が神の存在を信ずる理由」を批判〕109

木村〔木村鷹太郎〕 日本人種の生々膨脹 109-110
木村〔木村鷹太郎〕 台湾島伝道 110
木村〔木村鷹太郎〕 「太陽」宗教記者国家軽視主義 110-111

竹内〔竹内楠三〕
普通教育と宗教〔『反省雑誌』第 12年第 3号の社説「小
学児童と宗教」および『日本宗教』第 2巻第 10号社
説を批判〕

111-112

附記〔表紙の表題と図案〕 112



289〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

〔広告〕

普及舎 田中登作編『分割日本地図』『分割日本地図指南』

普及舎

辻敬之・岡村増太郎『尋常小学校教師用作法書』／英
国亜歴山倍因原著 田中登作・松島剛・佐藤亀世・橋
本武訳『心理全書』／米国ラルキン、ダントン著 西
村正三郎訳述『心理学之応用』／山県悌三郎訳述『教
育叢書教育哲学史』／ワンギル著 是石辰二郎訳『初
等教育学』／ロツク著 原豊作訳述『洛克氏教育論』
／松尾貞次郎『教育哲学史』／松尾貞次郎訳解『魯氏
教育哲学』／ペインター著 杉浦重剛訳述『教育全史』
／田中登作訳『斯氏倫理原論』／井上円了『倫理通論』
／鳥居忱『哲学一斑』／田中登作編『亜細亜諸国教育
一斑』／田中登作編『亜細亜全図』

開発社 『教育壇』第 4号／『教育時論』第 435号

普及舎・教育舎 新刊広告　後長松二郎編『高等小学作文教本』上巻／
石田新太郎訳述『ベフヂング氏心理学』（訂正改版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 2号　1897（明治 30）年 6月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏

大日本協会 日本主義〔第 1号「「日本主義」の目的及び綱目」と同文、
以下同様〕

論説

文学博士 元良勇次郎 主義と宗教との関係を論じて日本主義に及ぶ 1-11
蔵原惟廓 国家教育の理想を論ず 11-21
清野勉 新神道立脚の地盤 22-28

湯本武比古 道義的品性〔奥羽六県北海道大教育会における演説の
草稿〕 29-40

研究

文学士 松本孝次郎 児童の道徳心と倫理教育 41-51

文学士 尾田信直
神の道に於ける清浄の理想　第一章 国史と清浄の理
想／第二章 神社と清浄の理想／第三章 身滌秡及齊忌
等と清浄の理想

51-66

文苑

佐々木信綱 太陽の歌 67-70
嬉月訳 二ツ鴎（つゞき） 70-75

中村田鶴子 ゆふべの雲／折にふれたる／上京せむとしけるまへの
夕へに 75-76

雑録

ワイアット氏原文・
はた抄訳

帝国の道義〔『19th Century』4月号の ‶�e Ethic of 
Empire”〕 77-87

竹楠生〔竹内楠三〕 国家と個人との関係 87-93
竹楠生〔竹内楠三〕 囚徒教誨問題 94-98

時評

名を重んぜざるべからず 99
築港の結果如何ん 99-100
過ぎたるは尚ほ及ばざるより害あり 100
宗教家の語勢忽然一変 100-101
大警戒たり 101
耶蘇教徒の外人崇拝 101-102
耶蘇教徒売国根性の一例 102
文学美術と社会の秩序 102-103
厭世の小説及び詩歌 103-104
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仏教亡国〔『禅宗』第 26号の井上哲次郎批判への反論〕104-105
哲学雑誌記者の浅薄を指斥す〔『哲学雑誌』第 121号
雑報「日本主義」への反論〕 105

木村〔木村鷹太郎〕 吾人は敢て罵詈す 106
宗教家第二回懇談会 106-107
人種競争 107-108
日本人排斥 108-109
放任主義 109
布哇政府の不法を如何すべき 109-110
井上博士の出発に臨みて 110
〔『教育時論』で予告した目次からの変更〕 110

〔広告〕

開発社 各府県売捌書肆

普及舎広告 後長松二郎編「高等小学作文教本」『高等小学作文』『尋
常小学作文』『尋常小学作文書』『日用文教本』

大日本協会 〔発起人の加盟（芳賀矢一・尾田信直・高山林次郎・
上田万年・蔵原惟廓・松本源太郎）〕

開発社 〔購読・編集の申し込み先〕
開発社雑誌部会計掛 〔前金の催促〕
國學院同窓会 『新国学』第 9号
〔開発社〕 『教育時論』『教育壇』『日本主義』

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 3号　1897（明治 30）年 7月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

法学博士 穂積八束
祖先教及び其道義〔近著『国民教育愛国論』中の一篇
で、許可を得て掲げたもの〕　一 祖先教／二 家国／三 
忠孝

1-15

文学士 芳賀矢一 日本文学は神事に淵源す 15-19

木村鷹太郎 日本人は優勝的民族なり―日本主義は尚武的教理を有
す 19-29

竹内楠三 国家至上主義（承前） 30-40

研究 中島半次郎 社会教育と美術 41-46
文学士 松本孝次郎 初等心理学を読む 46-50

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕春潮吟 51
秋山露子 夏夜 52-53

木村〔木村鷹太郎〕 南洋に行かんとするに父母の止どむと云ふ人に代りて
／顧みなせそ 54-55

松山勝司 日本主義の綱目をよめる／述懐／山家の雲 56-57
小佐野耕／塚田菅彦 日本主義の発刊を祝ひて 57-58
松山寛之助 題日本主義表紙／郭公に寄せて 58
秋江 〔俳句〕 58-59
嬉月 〔俳句〕 59-60
青柳直道 神の道 60-62



291〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

雑録

呉文聡 余が持する人類行為の標準 63-65
木村〔木村鷹太郎〕 高大善美 65-66
木村〔木村鷹太郎〕 海辺の避暑 66-70
木村〔木村鷹太郎〕 破壊と建成 70-71
木村〔木村鷹太郎〕 ヘブライ的かローマ的か 71-73
竹楠生〔竹内楠三〕 学説及び主義の批判 73-79
竹楠生〔竹内楠三〕 物と心との関係に就て 79-82

時評

外国語教育の精神と内地雑居 83-84
時事新報の亡国論〔6月 29日の社説「国を開かば大
に開くべし」を批判〕 84-86

日本主義の外に日本主義なし 86
大に外交家を養成すべし 86-87
教育家と其信仰 87-88
内務省は宗教の取締を厳にすべし 88
神道と耶蘇教とは合併の望なし〔海老名弾正を批判〕 88-90
強力を根拠とする倫理説に対する曲解 90-91
孰れか果して有害なる〔『Japan Times』への反論〕 91-92
宗教の根本実質は迷信なり 92-93
宗教は必要なし 93
世界的宗教と国家主義 93-94
主義は八方美人たるものに非ず、 94-95
無神論者の国祖を崇拝するは偽善なるか 95
物質力〔大町桂月・『哲学雑誌』『国民の友』『大日本』
への反論〕 95-96

唯物論は何故に非なるか 96-97
生々教は保守的たるを得るか 97
日本主義に道徳の原動力なきか 97-98
華族女学校の建物 98
高等女学校 98-99
耶蘇教の教育雑誌大に日本主義を賛す〔『同志教育』7
月号に賛成〕 99-101

藍邨 伝道師と俳優と 101-102
藍邨 我は日本歴史を知らず 102-103
藍邨 頑固とは彼等の事なり 103-105

彼等与に始を謀る可からず 105
国精会　目的／組織／諸費／純正神道の要領 105
大日本協会の近況　〔演説会／発起者の加盟（肝付兼
行・穂積八束・戸水寛人・佐々木高美・勝浦鞆雄・松
本孝次郎等）〕／大日本協会々則

106-109

新刊寄送　国民教育愛国心〔穂積八束〕／露国形勢総
覧〔伊東祐穀〕／宗教論〔高島嘉右衛門〕／〔雑誌〕 109-110

〔広告〕

東京統計協会出版部 伊東祐穀編『露国形勢総覧』
開発社 社告〔勉学の志ある者の雇入〕

開発社 懸賞論文募集〔「本邦教育史に於ける儒教の功過」「小
学修身科の教授法」〕

〔開発社〕 『教育時論』『教育壇』『日本主義』
開発社 各府県売捌書肆
〔開発社〕 『教育時論』第 441号／『教育壇』第 6号

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 1巻第 4号　1897（明治 30）年 8月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

谷本富 今後教育の方針〔4月 11日の私立京都府教育会にお
ける演述速記の一部〕 1-19

蔵原惟廓 国民教育の理想を実現する方案　国民教育の第一の機
関は図書館なり〔第 7号によれば「一両年前の旧稿」〕19-28

赤田開太 欲望と発達と 29-41
竹内楠三 国家至上主義（完） 41-49

研究
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝 50-54

文学士 上田万年 国語漫録四則〔国語の大切なる事／国語学／方言／ア
イノ人〕 54-57

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕大鷲吟　とりひしげ／羊あらむや／何をつぶやく 58-60
きむら〔木村鷹太郎〕浜辺の夏の夜／酒の寿 60-61
嬉月 二つ鴎（終） 61-67
秋江 俳句 67

雑録
木村〔木村鷹太郎〕 日本教育の目的 68-70
き、つ〔清野勉〕 理想派と写実派 70-77
き、つ〔清野勉〕 教育家と自重心 78-82

時評

奇怪千万〔大町桂月・『国民の友』『大日本』『日本宗教』
への反論〕 83

教育家猛省せよ 83-85
中間主義の流行 85-86

〔木村鷹太郎〕 耶蘇教徒に明答を要求す〔後に木村鷹太郎『耶蘇教公
認可否論』へ再録〕 86-87

高等師範学校に就きての所望 87-88
過去に功績ありし者将来も亦必要なるか 88-90
安心立命とは何事ぞ 90
狩野派の弊 90-92

藍邨 台湾の布教 92-93
遊廓伝道 93

きむら〔木村鷹太郎〕在外者の日本主義〔米国・今城長緒の木村宛寄書を紹介〕 93-94

藍邨 迷信は一のみ 94-95
小説の衰微を欲す 95-97
神社を崇拝せしめよ 97-98
国民の歌を作る可し 98-100
宗教記者の外国崇拝〔『宗教』第 70号の評論「国粋の
鑑定は開国雑居以後の事」を批判〕 100-101

各国間の道徳〔『反省雑誌』8月号の加藤弘之「外交
道徳」に賛成〕 101-102

琉球開導の方針 102-103
日本主義と世界主義との関係 103-105
政治家の覚悟 105-106
吾人は日本主義の開祖に非ず 106
日本主義に対する神道家の意向〔『教林』第 48～ 49
号および『惟一』の紹介〕 106-108

無益なる運動〔護法大同団を批判〕 108-109
藍邨 排仏排耶何の不可あらん 109-110
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新刊寄贈 110

〔広告〕

開発社・普及舎 『教育時論』第 445号

開発社 懸賞論文募集〔「本邦教育史に於ける儒教の功過」「小
学修身科の教授法」〕

開発社 社告〔事務見習生の雇入〕
開発社 〔全国講習会の統計〕
開発社 社告〔払込先〕

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 5号　1897（明治 30）年 9月 24日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

海軍大佐 肝付兼行 海国の為めに我貴族に望む〔7月の輔仁会総集会にお
ける演説筆記〕 1-14

飯田旗郎 金力主義と日本 15-22
文学士 松本孝次郎 教育者と日本主義 22-27
谷本富 今後教育の方針（承前） 27-43

研究 文学博士 元良勇次郎 観念連合と倫理教育との関係 44-56
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 56-61

文苑

木むら〔木村鷹太郎〕初秋深夜の感 62-63
嬉月 夢 63-66
琴洋漁史〔坂田琴洋〕仰き見よ 66-67
嬉月 恋の文 67-68
嬉月 花を折りて送りし時に詠める 68-69

佐藤惟昇

日本主義の発表をほきてよめる／春の頃ある川辺にて
／伊吹のふもとを過る頃／駿河なる宇都の山のあたり
にて／佐夜の中山のあたりを見やりて／沖つの駅より
天城山の夕立を見て

69-70

信昭 鏡 70
松山勝司 秋の夜山野をありき廻りて 71

雑録
きつ〔清野勉〕 被教育者の覚悟如何 72-79
竹楠生〔竹内楠三〕 女子大学は絶対的に不必要なり 79-83
竹楠生〔竹内楠三〕 囚徒教誨問題（二号の続） 84-89

時評

十五歳未満の職工 90-91
犯罪の記事と社会教育 91
高等師範学校長の更迭 92-93
世界に貢献するの義務なし 93
釈雲照氏の弁解〔『太陽』9月 5日号の「仏教対日本主義」
への反論〕 93-96

党を結ぶ何かあらん 96-97
横井時雄氏の就任演説 97-99
哲学字彙篇纂者に望む 99
翻訳家慎まざるべからず 100
今日の批評家 101-102
学習院の外交科 102-103
河内高等師範学校長の成功如何 103-104
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仏教撲滅策〔『新国学』の「宗教を撲滅する策」に賛成〕104-105
エール大学教授日本人を世界の優勝人種となす
〔『ウォールド新聞』におけるマーシユ氏の所説を紹介〕105-106

米国社会の醜態〔桜井正太郎の木村鷹太郎宛書簡を紹
介〕 106-108

帰化人の教化 108-109
帝国文学記者の暴言〔大町桂月への反論〕 109-110
書籍校正会社の必要〔『新国学』の「書籍校正会社を
たつべし」に賛成〕 110-111

福翁の宗教論 111-112

〔広告〕 開発社 『教育壇』第 8号
開発社 『教育時論』第 447号

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 1巻第 6号　1897（明治 30）年 10月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

高島平三郎 日本国民の天職　緒言／我国の特性／本論／結論 1-15

湯本武比古 教育勅語の講究　（一）勅語の分解／（二）分解の説
明 15-26

海軍大佐 肝付兼行 海国の為めに我貴族に望む（承前）〔第 8号に正誤あり〕26-43
赤田開太 欲望と発達と（四号の続き） 43-53

研究 文学士 高山林次郎 法王権の発達と中世の国家 54-61
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 61-65

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕秋の村 66
きむら〔木村鷹太郎〕水声明月 67-68
嬉月 鴈 68-70
さつき 裏表 70-71

木むら〔木村鷹太郎〕伊邪那岐、伊邪那美二神の社に参拝してよめる／日本人種の生々／海国 71

鈴木重正 松／述懐／海辺鶴／山夕立／露底朝顔 71-72

中村田鶴子
故郷にかへりたる時／ゆふつかた／都なる妹のもとに
萩の花を文にまきこめて送るとて／草花露／をりにふ
れたる

72

雑録 あか田〔赤田開太〕 若菜集を読みて 73-79
竹楠生〔竹内楠三〕 女子大学は絶対的に不必要なり（承前） 79-85

時評

職工条例と時事新報 86-87
公共心の欠乏 87-88
現文部大臣 88-89
師範学校長耶蘇信者を拒絶す 89
統計事業の拡張 89-90
早稲田文学記者に答ふ〔「小説の衰微を欲す」への反
対意見に反論〕 90-93

日本男子の体格 93-94
俗吏の醜行 94
大日本の国是〔『太陽』記者の横井時雄批判に賛成〕 94-95
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藍邨投 軍隊の布教 95-97
藹々居士の愚論〔大内青巒の戦争論を批判〕 97
鉄道会社の不注意 97-98
赤痢の害 98
耶蘇教の末路〔『太陽』第 3巻第 20号「基督教徒の逢
迎主義」の海老名弾正批判に賛成〕 98-100

ジヤパンニース、アメリカン、ヴオィスの批評につい
て 100-101

青森県知事の失態 101-102
大日本協会　〔役員の選出（幹部長・編集員）／会則
第 7・17条の削除訂正〕／入会者〔9名〕 102-103

新刊寄送〔国立国会図書館所蔵本は若干の頁欠あり〕 103

〔広告〕

国家学会事務所・哲
学書院 『国家学会雑誌』第 127号

國學院同窓会 『新国学』第 13号

大日本図書株式会社 大町桂月・藤田剣峰・白河鯉洋・笹川臨風・田岡嶺雲
『支那文学大綱』

博報堂 日本主義一手広告取次
速成文学会 毛筆画通信実地教授

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 7号　1897（明治 30）年 11月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次〔杉浦重剛の肩書は第 8号に正誤あり〕 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

天台道士〔杉浦重剛〕内地雑居ノ覚悟トハ何ゾヤ 1-4
文学士 幣原坦 国体の説 4-9

蔵原惟廓

国民教育の理想を実現する方案（四号の続）　第二国
民教育の機関は郵便の利用なり／第三の国民教育の機
関は演説講談の流行を図る是なり。／第四の国民教育
の機関は巡回講師の制是なり。

10-15

研究

理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 16-21
文学士 高山林次郎 法王権の発達と中世の国家（承前） 21-29

難波常雄

『万葉』時代の道徳　一、緒言／二、大和魂／三、君
臣間の道徳／四、親子間の道徳／五、夫婦間の道徳／
六、長幼間の道徳／七、朋友間の道徳／八、余論〔4
月に國學院で草したもの〕

29-54

文苑

木むら〔木村鷹太郎〕ひとたび花は 55
木むら〔木村鷹太郎〕みさご鳥（詩経「関唯」の和訳） 55-56
琴洋漁史〔坂田琴洋〕秋風吟　秋風来／月下上杉謙信の吟懐を偲ふ 57-58
蒼海 副島種臣 詩一首 58-59

鈴木重正
越の国へまかりけるをり弥彦わたりにて時雨のふりい
てけれは／同角見浜にて／色／松影映水／佐藤為章か
追悼に寄川哀傷といふことを

59-60
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室井直温

大和魂／述懐／往時如夢／老女恋昔／餞別／送洋行／
師の君の諸国を遊歴して帰られし日／教員の労をいた
はりて／友の中学校を卒業せるをほきて／友の那須野
か原にありときゝて／猪苗代湖に遊ひける時有栖川の
宮の御手植の松を見て／亡父を思ひいてゝよめる歌の
中に／秋雑詠　立秋／紅葉／秋夕／擣衣／夜鹿／秋山
路／野草花／萩／荻

60-62

雑録 木村鷹太郎 真理記者の答弁を駁す〔三並良への反論〕 63-68
竹内楠三 国家至上主義に対する『哲学雑誌』記者の質疑に答ふ 68-80

時評

〔木村鷹太郎〕
仏教は忠孝を説く能はず〔木村『真善美』所載の「予
定目次」に「仏教は忠孝の教に非ず」があり、木村と
推測〕

81-82

聖徳太子―上宮会 82-83
歴史上の崇仏家 83
義務に非ず好意なり 83
商業崇拝地の日本主義〔大町桂月・『国民の友』『大日
本』『時事新報』を批判、『大阪朝日新聞』9月 7日の
社説「日本化主義」などに賛成〕

83-85

体格検査と精神検査 85-87
国字改良論の再興〔『東洋哲学』第 4編第 9号の中島
徳蔵に言及〕 87

仏教の清韓伝道 87-88
幼稚哉我教育家 88
増税と行政整理 88-89
裸体画 89-90
厭世主義は経世上甚だ有害なり〔『六合雑誌』第 202
号時論「人生の二方面（経世家の着眼）」を批判〕 90-92

我国体と新版図〔『太陽』11月 5日号の高山林次郎に
賛成〕 92-95

外人囚徒の優待 96
実業界に売国奴出でむ 96-97
同志社の変性 97-98
学齢児童の保護者に対する制裁 98
文部省に統計局設置の必要 98-99
大倉喜八郎氏貧民学校を創立せんとす 99
道徳的思想の革新を要す 99-100

大日本協
会記事

会頭定まる〔会計監督も〕 101
入会者〔幹部員二宮熊次郎、会員 3名〕 101
雑誌編集員〔高山林次郎の辞退〕 101
新刊寄送　帝国史略 有賀長雄編／〔雑誌〕 101-102

〔広告〕

大日本図書株式会社 『帝国文学』第 3巻第 11号
哲学雑誌社 『哲学雑誌』第 12巻第 129 号

冨山房 新刊報告　阿保友一郎『文章添削方鍼』／多田房之輔
『小学教師鑑』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 2巻第 8号　1897（明治 30）年 12月 28 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 文学博士 元良勇次郎 自殺と社会進化との関係 1-14
竹内楠三 宗教学校に対する文部省の方針 15-25

研究

杉亨二 希臘の衰亡とマセドニヤ歴山大王〔10月 10日の東京
学士会院講演を学士会院の許可で転載〕 26-45

木村鷹太郎 韓非子、及び李斯、始皇帝の道徳及び国法論〔近著『東
洋西洋倫理学史』の一部〕 46-58

理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（承前） 58-62

文苑

あやめ〔木村鷹太郎〕我思ふ君の〔のちに木村の『真善美』に収録〕 63-66
木むら〔木村鷹太郎〕真善美の希望 66-67
木むら〔木村鷹太郎〕法則 67
高橋梅園〔高橋龍雄〕春の光 67-69
蒼海 副島種臣 漢詩　月／冬郊／太白／十月望／南谿／歳晩示二子三 69-72
中村田鶴子 竹／川の辺をそゝろあるきせし時／折にふれたる 72

雑録

ま、こ、生〔松本孝
次郎〕 欧州之均勢及外交 73-76

竹楠生 哲学者とは何ぞや（三宅雄次郎氏の演説）〔哲学会に
おける演説に賛成〕 76-79

竹内楠三 国家至上主義に就て『哲学雑誌』記者の再問に答ふ 79-85

時評

仏教々理は之を棄て又之を棄つ 86
仏者之を取り之を取り又之を取る 86

八雲 国語学の勃興を促す 87
八雲 国学者を改作せよ 87-88
八雲 昔の大和民族を思ふ 88-89

女子大学校設立論者の愚論〔『教育時論』12月 15日
号の成瀬仁蔵を批判〕 89

中学教育に於ける儒教の勢力 89-90
中学教育に漢学者を用ふべからず 90
カントとドン、キホーテ〔『太陽』第 3巻第 24～ 25
号の木村鷹太郎「古来聖哲は皆功利主義なり」に賛成〕90-92

府下の私立小学校を廃すべし 92-93
耶蘇教徒の狼狽 93
反政府同盟会 93-94
本願寺の滅亡近きにあり 94
我国は傍観すべきか 94-95
高等教育会議の将来 95
先づ財政を整理すべし 95-97
女子教育に伴ふ弊害 98

大日本協
会記事

普及委員 99
井上哲次郎氏の帰朝 99
入会者〔会員 36名〕 99-100
正誤〔第 6号肝付論説および第 7号目次〕 100
〔印刷の遅延〕 100
寄贈　井上哲次郎・高山林次郎共著 新編倫理学〔紹
介および批評は次号雑録欄に〕／〔雑誌〕 101
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〔広告〕 開発社 新年初刊の教育時論 1
開発社 開発社編『明治三十一年 教育家日記』（再版） 2

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 9号　1898（明治 31）年 1月 21日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
木村鷹太郎 日本主義と日本美術〔近著『日本主義国教論』の一篇〕1-35

湯本武比古 伊藤侯の教育政治と宗教との関係論を読む〔『教育時
論』同年初刊〕 36-48

研究

木村鷹太郎 国典研究の新精神 49-57
理学博士 石川千代松 細胞と遺伝（完結） 57-62

竹内楠三 中島力造氏の善悪の標準を駁す〔『同文』第 2～ 3号
の「善悪を判別する方法」〕 62-74

文苑

琴洋漁史〔坂田琴洋〕首春の我うた　第一春／神の子／渡頭 75-77
宮本花城 血と涙 78-80

蒼海 副島種臣
漢詩　将移居千駄谷口悵然此作既異孟母事旦類陶公挙
唯々否々亦唯以貧之故／九日招袖海飲／秋尽答人／柴
門

80-82

蔵原惟元 日本主義を読みて／新年雪／木枯／秋の頃猟に羆出て
読める 82

佐藤浅恵子 若草／わらひ／春山家／日光にものしける時／折にふ
れたる 82-83

雑録 天来狂客
天来小言　（一）新詩人の歌小説／（二）愚昧なる社
会／（三）狂はむかも／（四）利己の醜／（五）天来
の日本主義／（六）ヒロイズム／（七）天と地

84-89

竹楠生〔竹内楠三〕 新編倫理教科書を読む 89-93

時評

無定見の矯風論者 94-95
八雲投 宗教家は歴史の思想なし 95
八雲投 日本の仏教 95-96
八雲投 日本の耶蘇教 96-97

日本主義と学説 97
将来の倫理学と綜合法〔『東洋哲学』第 5編第 1号の
中島力造「将来の倫理学」を批判〕 97-99

帝国大学と愛国心 99-100
欧洲の強国は皆利己主義なり 100-101
亡国の教義 101
国家至上主義を否定し得るか 101-102

愛宕生投 『天地人』 102-103
吾人の運動に進歩無きか 103-104
教育本部設置の必要〔『毎日新聞』の坂部行三郎に賛成〕104-105
我国現時の政治家 105-106
政党か私党か 106-107

大日本協
会記事

〔副島種臣・井上哲次郎の祝賀兼新年宴会〕 107-108
幹部員の入会〔岡倉覚三〕 108
会員の入会〔8名〕 108
新刊寄贈 108
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〔広告〕 開発社 近刊予告　木村鷹太郎『日本主義国教論』 1-2
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 10号　1898（明治 31）年 3月 5日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
文学博士 井上哲次郎 進取の気象を助長するの主義〔前年 6月の帝国教育会

講堂における日本主義演説会の速記〕 1-12

文学士 下田次郎 自助論 13-18
竹内楠三 西洋崇拝の文相西園寺候の謬見 19-31

研究 八木弉三郎 二千年前の日本人種 32-47
竹内楠三 直覚的倫理説を論ず　一 知覚的直覚説 47-63

文苑

嬉月 春の小川 64-66
さつき 起てよ諸人 66-67
琴洋漁史〔坂田琴洋〕夜中独行 67-68
琴洋漁史〔坂田琴洋〕玄界灘 68-70
高橋梅園〔高橋龍雄〕大道の歌 70-73

副島蒼海〔副島種臣〕漢詩　春雪吟／賦得春朝微雪／忽聞早鶯睍睆之声／賦得清朝観梅／首春東京遊望／留賓飲 73-75

雑録
竹楠生〔竹内楠三〕 日本人の蕃殖力 76-81
竹楠生〔竹内楠三〕 倫理研究の意義 81-88

各国の歳出と陸海軍費との比較 88-89

時評

文部省の愚を笑ふ 90-91
仏耶の和睦 91
外人は日本国の精神上の法則を議する権利なし〔リ
ギョールの『日本主義と世界主義』に反論〕 91-92

世界主義は人真似主義なり、人後主義なり 92
仏教を西洋に伝道せよ―廃仏利用 93
世界的眼識は求むべく世界主義は排せざるべからず 93-94
帝国議会の神聖を涜するもの 94
日本の神話と日本文学〔『帝国文学』における「神話
の開拓」への賛成〕 94-95

所謂真宗教とは何ぞ〔伊藤博文の宗教有害論に関する
『東洋哲学』評を批判〕 95-96

社会研究者社会を知らず 96
当局者の大不注意 96-97
吶々怪事〔『日本人』が報じたロシアの密偵に関する
意見（第 12号に取消あり）〕 97-98

府下諸新聞の配布部数 98
思想界の老耄崇拝 98-99
内地雑居問題と横浜市教育会 99-100
彰善会 100

大日本協
会記事

幹部員の入会〔鳥居忱〕 101
新入会者〔12名〕 101
長風万里 水野書房発兌〔宮本花城・栗島狭衣・松下
大三郎〕／〔雑誌〕 101-102

編者謹告 〔印刷の遅延〕 102
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〔広告〕

冨山房

小学教員検定受験用書参考用書　上田万年『作文教授
法 国語のため』／岡本常次郎『単純小学 作文教授書』
／尾田信忠補訳『初等心理学』／沢柳政太郎・立花銑
三郎訳『格氏特種教育学』／沢柳政太郎・立花銑三郎
訳『格氏普通教育学』／沢柳政太郎・三石賤夫『普通
心理学』／元良勇次郎『倫理学』（増訂 4版）／与良
熊太郎『各種学校教授法』（再版）／服部卯之吉『中
等論理学』（訂正再版）／木村巌『臣民実践道徳学』（再
版）／中島力造『輓近の倫理学書』／ミユイアヘツド
著 桑木厳翼補訳『倫理学』／元良勇次郎『心理学十
回講義』

1

普及舎 「新選百種」第 5編『天才論』 2
普及舎 重田定一・中村徳五郎・中川正信共編『国史便覧』 3
新世紀社 『新世紀』第 1号 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 11号　1898（明治 31）年 4月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
手島精一 実業家の徳義 1-4
文学士 上田万年 今日の漢学者に就いて 4-8
勝浦鞆雄 国民教育に就て（某教育会に於ける講演） 8-21

研究
田中太郎 不正順なる社会的現象 22-43

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前）　二 独断的直覚説（常識
的倫理説） 43-56

文苑 琴洋漁史〔坂田琴洋〕もし我の 57
無適訳 二人が袖を分つ時（バイロン原作） 58-59
高橋梅園〔高橋龍雄〕嵐の名残 59-61
木むら〔木村鷹太郎〕極度まで極度まで 61-63

副島蒼海〔副島種臣〕漢詩　送窮詩並小序／続送窮詩／送窮後詩／元日退朝口号／新年寧齋碧堂並至賦 五言排律 63-65

雑録

井上哲次郎識 日本主義国教論序 66-69
木むら〔木村鷹太郎〕仏説阿弥陀経を評す〔1894年稿〕 69-76

竹楠生〔竹内楠三〕 心理断片　一 快楽苦痛は総名たるのみ／二 快楽を受
け得る能量／三 意志と筋肉の運動 76-83

岡戸宗七郎 横浜市教育会内地雑居問題調査委員よりの来翰〔竹内
楠三宛〕 83-85

時評

雑婚を厳禁す可し 86-87
倫理科取調の不始末 87-88
同志社の卑劣手段 88-89
横井時雄氏の無節操 89-90
文相の不明か将た不正か 90
無論理無主義 90-91
仏及び耶蘇の徒に注告す 91
哲学の売残り〔井上円了の『破唯物論』を批判〕 91
悪平等〔『時事新報』のキリスト教教育論を批判〕 91-92
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新世紀に非ず旧世紀なり〔『新世紀』における小崎弘
道の社説と元田作之進の婚姻法論を批判〕 92-94

東京府下の私立小学校 94-95
師範学校と演劇 95
国民教育の害物 95-96

やくも投 文部省の野蛮教育 96
やくも投 教育主義 96-97
やくも投 国家的教育 97
やくも投 教員検定試験 97-98
やくも投 法律と国家主義 98
やくも投 文学者と国家主義 98-99

大日本協
会記事

幹部員の入会〔高橋一知〕 99
雑誌に関して〔発行日を 20日から 1日に〕 99
入会者〔14名〕 99

新刊寄贈

上田万年君著 国語のため（再版） 冨山房発行 100
木村鷹太郎君著 西洋小史 修文館発行 100-101
木村鷹太郎君著 日本主義国教論 開発社発行 101-102
〔雑誌〕 102

〔広告〕

神宮皇學館 神宮皇學館生徒募集 1
開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 1

仏教新聞社 日本唯一『通俗仏教新聞』　主義標準 2
早稲田文学社 『早稲田文学』第 7号 3
國學院 『國學院雑誌』第 4巻第 4号 4
新世紀社 『新世紀』第 2号 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 2巻第 12号　1898（明治 31）年 5月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
文学士 松本文三郎 日本主義私言 1-14
法学士 戸水寛人 中学教育の普及及び改良〔談話を会員が筆記〕 15-20
高島平三郎 婦人問題 20-31

研究 山内惇吉 万葉集と古今集　総論／内容‥‥‥‥思想の変遷／外
形‥‥‥‥格調の異同 32-55

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前）　三 哲学的直覚説 55-66

文苑
琴洋漁史〔坂田琴洋〕青年ののぞみ 67-68
琴洋漁史〔坂田琴洋〕五月の巻 68-70
嬉月 桜花を送られし時詠める 70-72

雑録
丸山通一投 土地占領移住殖民の必要〔3月 5日の日本殖民株式会

社における草鹿砥・佐々木両農学士送別会の演説筆記〕73-79

在東京 高山林次郎識 日本主義国教論序 79-81
竹楠生〔竹内楠三〕 対等の国交際とは何ぞ 82-86
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時評

帝国博物館と仏教と 87
兵庫県皇典講究分所の国体講話会 87-88
豊公の山廟 88
教育報知記者の所論〔「日本主義と世界主義」への反論〕88-89
田岡嶺雲氏と中島徳蔵氏 90
吾人は寧ろ主義の狭きに誇る 90-91
宗教の真精神とは何ぞ 91
東京府に対する文相の訓令 91-92
教育時論の公平庵主に教ふ〔第 418号時事寓感欄「所
謂日本主義と世界主義」への反論〕 92-93

奢侈とは何ぞ 93-94
高等小学の英語科 94-95
文字改良に就て 95-96
唯物論と所謂精神的文明 96
中学校分割問題 97-98
皮相の見 98-99
女子高等師範学校の分科 99
東京府下の中学教育 99
拝外の徒 99-100
耶蘇教衰微の一原因〔『六合雑誌』における松本文三
郎の「現時我邦に於ける基督教徒の態度を論ず」に賛
成〕

100-101

庸医社会の無精神 101-102
大日本協
会記事 新入会者〔14名、うち 2名重複〕 102

新刊寄贈
戸水寛人君著 すといつく哲学と羅馬法 法理研究会出
版 102

蓮如上人 無尽灯社発行 102

〔広告〕

日本講学会 日本講学会会員募集 1
國學院 『國學院雑誌』第 4巻第 5号 2
東京地質学会事務所・
哲学書院 『地質学雑誌』第 5巻第 54号 3

山室山奥墓修補発起
人 本居翁奥墓修補義捐金募集 4

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

〔第 10号「吶々怪事」の取消〕 裏表紙裏

第 3巻第 13号　1898（明治 31）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 蔵原惟廓 国民殿建設の必要〔「両三年前」に草したもの〕 1-9
高橋一知 内地雑居 10-14

研究 文学博士 元良勇次郎
中等教育倫理講話（第一回）　第一章 倫理学の範囲及
定義／第二章 「自己」の観念（一）／第三章 「自己」
の観念（二）

15-33

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前） 34-50
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文苑

鳥居忱 四条畷 51-53
宮本花城 春のかたみ 53-57
松平楸子 春のころ越のかたへ行く人に別るとて 57-61
栗島狭衣 熱血男児 62-71

雑録
栗島狭衣 俗曲と風俗 72-81
竹楠生〔竹内楠三〕 教育学に就て 81-85
竹楠生〔竹内楠三〕 踊と女子教育 85-88

時評

西園寺候の辞職 89
大久保卿の二十年祭 89-90
国語学の調査 90-91
「タイムス」通信員キロルの小眼孔〔普及舎出版の小
冊子『極東問題』を批判〕 91

我が国民の摸倣性 91-92
京華日報の発行 92-93
俗論の制裁 93-94
外交機密費 94
衆議員選挙法の改正 94-95
民法問題 95-96
本居翁奥墓の修補　本居翁奥墓修補主意書 96-98
福沢氏の真価〔『日本』における三宅雪嶺の論説「根
性の卑しきを惜む」を紹介〕 98-100

雑種児と国家的観念 101

寄書 やくも投 時評数件　一、学校騒動／二、教育家の貧困／三、新
聞屋／四、宗教家は豺狼なり 102-104

大日本協
会記事

入会者紹介〔14名、坂部について第 14号に正誤あり〕
／幹部員の漫遊〔湯本武比古が島根県の講習会へ〕 104

新刊寄贈
湯本武比古君著 学童百話 発売元 開発社 104-105
鳥居忱君著 方丈記析義 発行所 大日本図書株式会社 105
〔雑誌〕 105-106

〔広告〕

開発社 湯本武比古『学童百話』 (1)
開発社 『教育時論』第 472号 (2)
開発社 『教育壇』第 16号 (3)
山室山奥墓修補発起
人 本居翁奥墓修補義捐金募集 (4)

小野崎通亮・山田大
路元安 平田文庫設置協賛募集

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

〔第 10号「吶々怪事」の取消〕 裏表紙裏

第 3巻第 14号　1898（明治 31）年 7月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 文学士 高山林次郎 国民精神の統一―帝国憲法、教育勅語、及び日本主義 1-14
竹内楠三 東洋の形勢と国民教育の方針 15-26
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研究

鳥居忱 音楽と英雄　「漢」（一） 27-32

文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第二回）　第四章 自己の観念（三）
／第五章 自己の観念（四） 32-42

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（承前） 43-57

文苑

古想 胡蝶の賦 58-61
美禅 春光余影　弥生の歌／静と動と 61-65
琴洋漁史〔坂田琴洋〕のぞみあり 65-66
梅園〔高橋龍雄〕 洋行曲 66-69

雑録
内藤耻叟 日本主義の所論に就て鄙見を陳す 70-74

き、つ抄訳〔清野勉〕児童の有する理想の研究 
〔『Appleton's Popular Science Monthly』より抄訳〕 74-88

時評

高等教育会議規則の改正 89
外政と秘密 89-90
此機失ふ可からず 91-92
国民教育の授業料を全廃す可し 92
増税を断行す可し 92-93

〔竹内楠三〕 加藤博士の道徳論 93-95
無益の責任問題 95
有害の広告〔『反省雑誌』における「六神丸」の広告
を批判、『京華日報』の方針に賛成〕 95-96

大倉喜八郎氏の美挙 96
同志社に対する米人の感情 96-97
悪む可き欧人の跋扈〔北京通信の一節を紹介〕 97-98
英露同盟論〔『Contemporary Review』誌の議論を紹介〕98
膠州占領の真意 98-99

大日本協
会記事 入会者〔2名〕／正誤〔第 13号の坂部〕 99

新刊紹介

楚国相続法 戸水寛人君著・法理研究会出版 99
将来の教育学 谷本富君著・六盟館出版 99-100
論理学撮要 中島力造君著・普及舎出版 101
哲学大観 建部遯吾君著・金港堂発行 101
無声触鳴 興雲閣出版 101
〔雑誌〕 101-102

〔広告〕

開発社 少年書類発刊稟告　樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修
身童話』第 1巻（桃太郎の話） (1)-(2)

開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 (2)

開発社・普及舎・前
川善兵衛 高島平三郎『心理漫筆』 (3)

開発社 『教育時論』第 475号 (4)
開発社 『教育壇』第 16号 (5)
開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 3巻第 15号　1898（明治 31）年 8月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 芳賀矢一 神の名と上代の文学と 1-7
蔵原惟廓 人生思想の謬見 7-22

研究

丘浅次郎 動物界に於ける善と悪 23-31

元良勇次郎 中等教育倫理講話（第三回）　第六章 徳性涵養の必要
／第七章 家族倫理（一）家族組織 31-39

竹内楠三 直覚的倫理説を論ず（完） 40-54

文苑

鳥居忱 海辺眺望／夏の朝 55-57
宮本花城 唐撫子 58-60
松平楸子 かへる藤波（紫式部） 61-64

芳賀真咲

詠石歌并短歌　中江藤樹居士の百五十年祭に／建内大
臣／常磐／春雨／夏夜／早涼／歳暮／翠松繞家／大根
の画に／十五になれる男子の熊本陸軍幼年学校に入る
とてゆくりなく出発を門の辺に見おくりて／武生鎌／
四条畷懐古

64-66

船田高好

和歌十五首　海辺梅／春山／海辺蛍／庭草花／泊水鶏
／庭虫／行路芒／遠山／流水窓辺／脚気をわつらひけ
る折／住居をうちしゝ折／硯／机／日清戦争の比寄海
祝といふをよみて奉りけり

66-68

雑録

仏国国際法協会幹事
長 エルネス、レール
氏稿・永田篠山訳

国際法上租税の基礎を論ず 69-76

光岡正彰 書籍館増設論 76-81

時評

人類の理想とは何ぞ 82
官吏の悪風 82-83
盲者の妄断 83-84
怪談は社会教育上害なきか 84-85
憲政党の将来 85
何れか陳腐なる 85-86
狡猾なる耶蘇教師と府下の私立学校 86
伊藤侯の清国漫遊 86-87
風俗の相違 87
田舎紳士 87
警察学校の設立 87-88
無用の学者 88-89
政治思想の涵養 89
官職は名利の具にあらず 90
文学改良論者の運動 90
今日の内閣諸公 90
私立学校の待遇法 90-91
外交は如何 91-92
名目崇拝 92
文部省は廃す可きか 92-93
快哉清帝の大英断 93-94
比公の薨去 94
孰れか非なる 94
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早稲田文学記者の質疑〔日本主義への質疑の提出を評
価〕 94-95

帝国教育会の刷新 95
小学教員の待遇法 95-96

寄書 白松浪巌 健全なる日本人の思想 96-98
新刊紹介 〔雑誌〕 98

〔広告〕

開発社・辻武雄 清国教育観察員派遣稟告／清国通信予告 (1)
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 (2)
開発社・普及舎・山
海堂 湯本武比古『学童百話』 (2)

開発社・普及舎・前
川善兵衛 高島平三郎『心理漫筆』 (3)

開発社 『教育時論』第 478号 (4)
開発社 『教育壇』第 18号 (5)
開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 16号　1898（明治 31）年 10月 15 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 ドクトル 蔵原惟廓 人生思想の謬見（承前）〔（終）〕 1-11
竹内楠三 民主政体 12-27

研究
文学博士 加藤弘之 道徳説に関する質疑の答弁〔第 14号の時評への回答〕28-31

文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第四回）　第八章 家族倫理（二）
親子の道／第九章 家族倫理 三（婚姻論） 32-41

文苑

竹内楠三 加藤博士の答弁を読みて 42-46
美禅 心の声　露と花／うき草／白百合／梟の歌 47-52
高橋梅園〔高橋龍雄〕秋は来ぬ 52-53
谷活東 空焼 53-55

雑録

仏国巴里府法科大学
国際公法研究会委員 
ポール、フォーシー
ル氏著・城北生訳述

戦時禁制品の継続運輸に関する理論 56-69

堀東洋 新古刀剣由来〔第 17号に正誤あり〕 70-96

時評

平和会議 97-102
学生風紀問題 102-105
嘉納君の造士会 105-107
清国の政変 107-108
小学教育と外国人〔『教育時論』第 484号附録への賛成〕108-109

太古庵投 時感片々　明治の社会党／松田正久／憲政党 109
大日本協
会記事 入会者〔7名〕 110

新刊紹介
沈思録 谷保馬氏著 110
日本国民の将来 宮本基氏著 110
〔雑誌〕 110
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〔広告〕
開発社 少年書類発刊稟告　樋口勘治郎「少年書類」第 1編『修

身童話』第 1巻（桃太郎の話） (1)-(2)

開発社 社告〔社員の代金受取〕／湯本武比古『学童百話』
開発社 『教育時論』第 485号

開発社 日本主義第十六号附録〔編集主任の病気による先月の
休刊〕
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 17号　1898（明治 31）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
宮本基 世界と日本人 1-11
内藤耻叟 日本国民 11-17
紀俊 無宗教の幸福（寄送） 17-23

研究 文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第五回）　第十章 社会倫理（一）
概論／第十一章 社会倫理（二）公益論 24-34

竹内楠三 教育の原理に関する卑見の一端 35-46

文苑

美禅 秋の歌　露と星／草苅笛／秋の歌 47-50
松山花外 国人 51
松山花外 病の床にこやせるつまのもとに 51-52

室井直温

菊花／十五夜／夕雨／暮秋／暮秋与／庭寒草／朝時雨
／野霜／残菊／寒松／夜水鳥／埋火／歳暮／晩鐘／竹
風如南／松影映水／富士山／古戦場／船／碁／琴／忍
恋／不逢恋／片思／思両人恋／逢恋／夢逢恋／絶恋

53-56

雑録

光岡正彰 書籍館増設論（承前） 57-65
仏国巴里府法科大学
国際公法研究会委員 
ポール、フォーシー
ル・城北生訳述

戦時禁制品の継続運輸に関する理論（承前） 65-71

堀東洋 新古刀剣由来（承前）〔81頁に前号の正誤あり〕 71-81

時評

尾崎文相の免官（日本主義の勝利）〔『京華日報』の尾
崎攻撃を評価〕 82

帝国教育会を打斃すべし 82-83
平和は究極の目的にあらず 83-84
乱臣賊子の言 84-85
偽政治家 85-86
耶蘇教諸派の近況 86-87
英国道徳教授協会宗教を排斥す 87-88
典獄有馬某の偏曲不法 88
板垣内相の不明無定見 88-89
宗教的教誨を全廃せよ 89-91
何ぞ監獄にのみ厚きや 91-92
之を国民教育の為に流用せよ 92
何ぞ愚物の多きや 93
不義不徳の源泉 93-94
圧制必ずしも不可ならず 94-95
「日本」の読方を一定すべし 95
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寄書

中垣孝雄 神社と宗教との区別を論じて執政者に望み併せて国民
に告ぐ 96-98

八雲投
時評七件　古人と今人との官と位／氏神と産土神／神
官と教導職／自葬を盛にせよ／民法は日本倫理を破る
／蓄妾論

98-100

大日本協
会記事 入会者〔2名〕 101

新刊紹介
学窓余談 春陽堂発行〔松島剛編集主幹〕 101
国士 造士会発行〔嘉納治五郎機関誌〕 101
〔雑誌〕 101

大日本協会・竹内楠三 移転 102

〔広告〕

通俗仏教館 髙田道見『通俗仏教人生論』 (1)
開発社・普及舎・山
海堂・前川善兵衛

高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／湯本武比古『学
童百話』（訂正再版） (2)

松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』 (3)
京華日報社 『京華日報』 (4)
開発社 開発社編『明治三十二年 教育家日記』 (5)

開発社 樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修身童話』第 1巻（桃
太郎の話） (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 3巻第 18号　1898（明治 31）年 12月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

震堂学人 治国の大本 1-8
岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（一）　一、生々の議 8-31

竹内楠三 国家的教育学の論拠に就て谷本富氏に質す〔『哲学雑
誌』第 141号の「教育学風の変遷」を批判〕 32-38

研究
文学博士 元良勇次郎 中等教育倫理講話（第六回）　第十二章 社会倫理（三）

礼儀論／第十三章 社会倫理（四）信義論 39-47

簡野道明 国文と漢文の関係に就きて思へることどもの一斑 47-55
高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第一回）　緒論 56-61

文苑

鳥居忱 閑庭菊 62
高橋梅園〔高橋龍雄〕朝の東京 63-65
美禅 うすぐもり　青／揺籃／哀歌 65-69
谷活東 ゆふべあした　一、菊／二、星／三、月／四、紅葉 70-72

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

雑誌時文評（一）〔『帝国文学』第 10号の『皇国文法』
評〕／（二）〔同誌における建部遯吾の語学者論〕／（三）
〔佐々政一の『文学史要』／（四）『反省雑誌』の「政
府対宗教論」〕／（五）〔同誌の『早稲田文学』廃刊へ
の所感〕／（六）〔『東洋哲学』の「智識的忠孝」論〕
／（七）〔内村鑑三の『独立雑誌』と高山林次郎への
答書〕／（八）〔『慶應義塾学報』第 8号における船
尾栄太郎の俚諺蒐集論〕／（九）〔同誌における雲城
生の「月」〕／（一〇）〔『女子之友』における関根正
直の「はゝその落葉」傍註〕／（一一）〔『天地人』第
11号における横山達三の「日本上代の土地制度」〕／
（一二）〔『東京経済雑誌』第 944号以降における鼎軒・
三渓の「世々の調べ」〕／（一三）〔『文武叢誌』にお
ける磯部武者五郎の「国体学」〕

73-80
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梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔翻訳本『立身策』／大坂の進歩／『読売新
聞』／訳語「新聞」／下野遠光『日本女学史」／『三
洲史林」の千家俊信伝／佐々木信綱『続歌学全書』／
新井白蛾の『徒然草」論／『元享釈書』／岡本保孝と
木村正辞／深江輔仁の『本草和名』／『詩経』の古代
思想／片仮名の作／平仮名といろは歌〕

80-87

時評

腐敗偽善新聞「日本」〔三宅雪嶺「凡骨坊の日記」お
よび 10月 29日社説の共和主義弁護を批判〕 88-89

宗教に対する施政の方針 90-91
西洋主義女学校の一大弊害 91-92
樺山新文相 92-93
穂積八束氏の政党内閣論〔『法学新報』第 90号の「立
憲政体の本旨」を紹介〕 93-94

露国益々海軍を拡張す 94
果して統計の進歩なるか 94-95
英国総理大臣の演説 95-96
山県侯内閣組織の決心 96-97
無法の決議 97-98
超然内閣の困難 98-100
清国駐剳の公使を代へよ 100
外山氏文部の行政整理を難ず〔『太陽』での議論に賛成〕101
『哲学雑誌』の反省を促す〔『太陽』記者による批判に
賛成〕 101-102

無知の言 102
『太陽』の宗教界 102
法理の衝突 102-103
文学者に望む 103
「日本主義」益々壮なり 103

新刊紹介 〔雑誌〕 104

〔広告〕

開発社 開発社編『明治三十二年 教育家日記』 (1)

開発社 樋口勘治郎「少年書類」第 1篇『修身童話』第 1巻（桃
太郎の話）（訂正再版） (2)

開発社 『教育時論』第 490号 (3)
開発社 『教育壇』第 22号 (4)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 19号　1899（明治 32）年 1月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説

木村鷹太郎 政党主義は誤謬の論理を基礎とす 1-10
湯武居士〔湯本武比
古〕 蓄妾論 10-18

岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（二）　一、生々の議（つゞき）19-36

研究
竹内楠三 心の原因結果の法則に対する関係如何 37-41

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第二回）　第一章 時間の観念　
天地創造論 42-53
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文苑

大和田建樹 我国民 54-56
小大進／景樹／弘訓
／春満／真淵／千蔭
／春海／筑波子／貫
之／躬恒／俊成

新年古今雑咏 56

高橋梅園〔高橋龍雄〕国旗 57-59

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔石塔義房／日本の孝道と西洋／兼好法師の
品格／『太平記』の作者／『平家物語』の作者／服部
南郭／イソップ物語と神話研究／『十訓抄』／仏教文
学と大和魂／周易と論語〕

60-67

竹楠生〔竹内楠三〕 政治教育雑話　第一回　一 自然主義 67-73

時評

何ぞ正々堂々たらざる 74
列強の軍備拡張 74-75
『東京朝日』の国家自利主義〔12月 1日の論説「外人
と国民教育」に賛成〕 75-76

無政府党撲滅の国際会議 76
日本思想史の編纂を望む 77
美感の研究〔『哲学雑誌』第 13号の岡田哲蔵に賛成〕 77-78
日本人の姓名 78
国体社会主義〔『大日本』第 3巻第 78号の福地源一郎
を批判〕 79

経済上の革命 79-80
文学雑誌と実業雑誌 80-81
自殺的文学〔『独立雑誌』と『反省雑誌』を批判〕 81
宗派心と信仰 82
新体詩の前途〔『早稲田文学』『反省雑誌』『帝国文学』
を批判、中村秋香『新体詩歌自在』および島崎藤村・
土井晩翠を評価〕

82-83

宮内省の唱歌 83
短歌の運命〔『読売新聞』における「いかづち会」の
論争を批判〕 83-84

中学校の漢文科を廃すべし 84
地方の国語科教員を改作せよ 84-85
尋常小学校は漢字全廃すべし 85-86
文学者倶楽部と国文研究会 86

やくも 比較宗教学会と社会主義研究会 86-87
国辱を知るは大国民なり 87-88
現代の弊風 88-89
清国政府の歳入 89
加藤博士の国体談〔『太陽』第 4巻第 24号の「貧叟百
話」第 95に賛成〕 90-92

人口の繁殖と殖民 92-93
増租反対同盟の暴状 93-94
僧侶と社会経済 94-95
仏教の前途 95
東都は迷信の府なり 95-96
目白台の律師〔釈雲照を批判〕 96
九段坂の惨状〔救世軍を批判〕 96-97
政府は恃むべからず 97
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何ぞ国威の揚らざる 98
やくも 国字改良論者 98

神宮教と大社教 98
吾人は亦涙あり 98-99
無知乎将無責任乎／何たる不祥の言そ／悲む可き現象
／東京市民の冷淡／露国武官の日本評／素養の欠乏／
代議士の無資格／帝国教育会

目次のみ

寄書 SS
松下大三郎氏の「中学教程日本文典」を評ず。（附帝
国文学の該書評）〔第 4巻第 12号の高野辰之による書
評を批判〕

99-103

大日本協
会記事 〔高島平三郎の幹部員加入〕／入会者〔5名〕 103

新刊紹介 〔雑誌〕 104
日本主義編集員 謹賀新年 104

〔広告〕 開発社
開発社出版書籍広告　樋口勘治郎「少年書類」第 1編
『修身童話』第一巻（桃太郎の話）（再版）／高島平三
郎『心理漫筆』／開発社編『明治卅二年 教育家日記』

(1)-(4)

開発社 『教育時論』第 494号／湯本武比古『学童百話』 (5)-(6)
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 20号　1899（明治 32）年 2月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（三）　二、活きたる教育 1-8
竹内楠三 直覚主義倫理説の妄を破す〔『倫理学』の一部〕 9-19

研究
内藤耻叟 藤田東湖の日本主義 20-25

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第三回）　第二章 場所の観念　
建国の基礎 夫婦の大倫 夫婦の大倫 無宗教の精粋 25-37

篤胤／宣長 〔「雲となり」および「ふみよめは」の歌〕 37

文苑

鳥居忱 薩摩潟 38-39
美禅 神代の春　星の夢／神代の逍遥 40-44
谷活東 花 44-45
東久世通禧／鍋島直
大／鍋島栄子／高崎
正風／津軽承昭／松
浦詮／大谷光尊／前
田利鬯／宮地厳夫／
小出粲／坂正臣／岩
崎寧子／三条章子／
小笠原艶子／加藤安
彦

窓前梅 45-47

同人〔加藤安彦〕 試筆 47

雑録 梅園〔高橋龍雄〕

文界随筆〔井上頼国・大槻如電『東西年表』／年表と
神代史／落合直澄『大古年歴考』／重田定一・中村徳
五郎・中川正信『国史便覧』／芳賀矢一『文学者年表』
／『教育壇』第 23号の鈴木忠孝「史話百則」／仏教
と弑逆／儒教の道義／禅譲と道鏡／『仏教』第 145号
の糠菴への反論〕

48-56

堀東洋 新古刀剣由来（終） 57-68
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時評

国語研究費刪除 69
外国人の眼に映する日本〔『読売新聞』におけるルヴォ
ンへの反論とキリストーブへの賛成〕 70

外人の評は信するに足らず 70-71
日本人の類化力 71
大に西洋に心酔せよ 72
小説不振の原因〔『日本』の白雲および『新小説』の
宙外に賛成〕 72

美文家に望む 73
過去一年の精神界〔『読売新聞』の島村抱月に反論〕 73-74
神祇式とは何ぞ〔『日本』による故貞宮葬儀に関する
報道の紹介〕 74-75

苦しき浄土悲しき天国 75
安心立命 75-76
新年の諸雑誌〔『国文学』『太陽』などを評価〕 76-77
書肆の醜態 77-78
出版物の批評 78-79
教育雑誌記者に望む 79
公徳腐敗の源因 79-80
政治家は何故に不徳を行ふの権あるか 80-81
義侠の道徳 81-82

一記者 蔵原惟廓氏に問ふ〔『教育公報』第 219号の「教育の
新主義」を批判〕 82-83

東京に華族的小学校を建つべし 83
日用文体改良に就て 83-84
「戦国時代本願寺」 84-85
「万朝報」の罵詈〔かゞみ生による『戦国時代本願寺』
評に賛成〕 85-86

当世著作家気質 86-87
教育時論の気焔〔選挙区民批判を紹介〕 87
小学教員の優待 87-88
民主共和と拝金宗 88-89
国文読本を廃せよ 89-91
十九世紀の名称〔『二十六世紀』に賛成〕 91
仏教者の保守 91-92
武士根生 92-93
熟語字典の編纂を望む 93-94
婦人の雑誌〔『日本の家庭』を評価、その他を批判〕 94-95
外交の思想の欠乏 95-96
井上円了氏の宗教改革説〔『時事新報』と『中央公論』
を批判〕 96-97

横井時雄氏の卑怯 97-98
宗教雑誌の狼狽〔『無尽灯』の諸記事を批判〕 98-99
「真理」雑誌記者の誤解〔「忠君と忠君との衝突」に反論〕99-100
松村介石氏の正直 100-101
奢侈税を徴せよ 101

寄書
在近江 河合隠華 恐るへき萌芽 102-105
屠鯨生 金沢地方の学生等に諭す 105-106
長野 神津包明 訓読的漢字の過用を排す 106-107
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新刊紹介

耶蘇教公認可否論（木村鷹太郎著）〔松栄堂〕 107-108
ビスマーク公清話（村上濁浪著）〔裳華房〕 108-109
三島通庸 平田元吉著〔東京堂〕 109-110
新選国文講本 和田万吉永井一孝合編〔冨山房〕 110-111
〔雑誌〕 111

時評 〔折句「日のもと国の人なれば　本つ教へを知れよか
し　主とすべきは何ならむ　義ある教はなにならむ」〕112

〔広告〕

開発社 予告　井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (1)

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (2)

松栄堂書店・岡崎屋
書店 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』 (3)

開発社 『明治三十二年 教育家日記』（再版） (4)
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 21号　1899（明治 32）年 3月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 岡崎遠光 日本主義と独逸主義と（三） 二 活きたる教育 中 1-6
台北学人 無主義の財政 7-20

研究
坂部行三郎 教育機関の組織を如何にすべきか（教育本部―教育会

議―視学機関） 21-37

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第四回）　第三章 空間の観念　
太陽と明君と 男性と女性と 38-47

文苑

鳥居忱 菅原道真 48-51
琴洋漁史〔坂田琴洋〕心の駒 52-53
松平花城〔宮本花城〕若草 53-54
高橋梅園〔高橋龍雄〕死の慰 55-58

雑録
あか田〔赤田開太〕 「夏草」を読み併せて「読売新聞」の評者「某」に与ふ 59-76

耶蘇教穴さがし（一）　第一ルターの少時 77-80
高橋龍雄〔梅園〕 国語漫録 80-84

時評

樺山文相 85-87
議員歳費の増加 87-88
日本銀行課税問題 88-90
憲政本党の内訌 90
東北倶楽部の決議 90-92
世界列国 92-93
帝国主義とは何ぞ〔『日本』を批判〕 93-94
軍備拡張 94-95
学者と経営家 95-96
政党の瓦解 96-97
人物と勢力 97-98
国家的観念の欠乏 98-99
耶蘇教徒の開悟〔『新世紀』第 2巻第 13号における竹
本の「使徒ポーロの俗化的精神」に賛成〕 99-100
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国学者の軽蔑せらるゝ理由 100-101
日本人嗜好上の欠点 101-103
加奈陀の日本人排斥（帝国政府の抗議） 103-105
仏蘭西国家党の組織 105-106
新政党の綱領〔国憲党の「固有宗教」論を批判〕 106-107
同志社の改革は無益のみ 107-108
耶蘇教公認可否論〔木村鷹太郎に賛成〕 108
東京市民と教育 109
第五高等学校の不敬事件 109-110
人殺し教育〔天理教・蓮門教・内務省を批判〕 110
精神家 110-111
六号活字の放言〔『東洋哲学』『仏教』を批判〕 111
仏教の前途 111-112
久米邦武氏の国体論〔『太陽』の久米論文と『國學院
雑誌』を批判〕 112-113

時なる哉 113-114
中学校の学科改正 114-115
英雄崇拝〔『太陽』記者に賛成〕 115

寄書
在長野 梧堂生 軍備拡張と国民教育 116-117
狂耄生稿 神道廃教論 117-118
紀俊 国体の維持 118-121

大日本協
会記事 入会者〔3名〕 121

新刊紹介
戸水寛人君著 阿非利加之前途 有斐閣発行 122
高山林次郎君著 時代管見 博文館発行 122
〔雑誌〕 123

〔広告〕

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (1)

開発社 井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (2)
開発社 高島平三郎『心理漫筆』（再版訂正） (3)
開発社 湯本武比古『学童百話』 (4)
開発社 『教育壇』第 25号 (5)
哲学雑誌社 『哲学雑誌』第 144号 (6)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 22号　1899（明治 32）年 4月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説
法学博士 穂積陳重 祖先教と法律〔和仏法律学校における講演、許諾を得

て編集員の文責で概要摘記〕 1-11

坂部行三郎 軍備拡張に並行する実業教育の振張（上） 11-14
台北学人 多数決の無意義 14-19

研究
木村鷹太郎

商子の国法論及び倫理学　（一）小伝／（二）学説 （一）
社会の変遷と道徳の起原及び進歩／（二）法は一定不
変のものに非ず／（三）法律主義／（四）道徳行為の
動機／（五）法及び賞罰の明／約説

20-33

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第五回）　第四章 素尊を論ず　
高天原の変事 根国の経営 34-42
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文苑

鳥居忱 橿日宮 43-44

さころも〔栗島狭衣〕わかみどり
45-46〔頁
番号の誤
植あり〕

本居直臣 おのれ一とせ病をやしなふために房州にまかりけるが
しばしありて都のなつかしければよめる／反歌 46-47

対嶽堂主人 折にふれて／春の夜 47
谷活東 鶯笛 48-49
故人 羽前 広瀬厳雄 和歌　花／春色漸遍／本教 49

故人 羽前 星川清晃 春風静／春曙／玉／したしき人に消息せる時思ふこと
を／邪教／今様 49-50

星川清成 筆／硯 50

雑録 耶蘇教穴さがし（二）　ルターの結婚 51-55
梅園〔高橋龍雄〕 国語漫録（つゞき） 55-66

時評

尊大 67
自重 67
西洋主義〔『中央公論』を批判〕 67-68
一種の狂気 68
大学史料編纂 68-69
古の人 69
獣の心 69
和歌の争論〔『読売新聞』における論争を評価〕 69-70
新聞 70
国家と理学〔『東洋学芸雑誌』『太陽』の桜井錠二に賛成〕70-71

投書 学閥 71
世界主義は主義にあらず 71-72
我が国に無き者 72
悪魔も猶ほ天帝を知る 72-73
批評 73
「史学界」の発行に付て 73-74
問ふ勿れ 74
釈迦及孔子の伝〔博文館の伝記を評価〕 74-76

真面目生 唯一個 76
一万円の体育 76-77
実に然り 77
中学の英語科〔『日本英学新誌』記者に賛成〕 77-78
学問 78
亡国の流行〔『世界の日本』『天地人』を評価〕 78-79
媚ぶる事を教へよ 目次のみ
俗神道の処分 79
五七〔『國學院雑誌』の高橋龍雄に賛成〕 79-80
詩的天帝 80
笑へ 80-81
矛盾 81
小学教員 81-82
我学界の大恥辱〔帝国大学のラッド招聘を批判〕 82
無見識の骨頂〔中島力造のラッド翻訳を批判〕 82-83
林務官の養成 83
米軍の匪行 83
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高等教育会議廃止論〔『京華日報』先月 22～ 23日の「断
然高等教育会議を廃すべし」に賛成〕 83-85

冷やかなる鉄 85
実業学校補助費 85
「中央公論」記者の矛盾〔西洋主義と国家主義の混在
について〕 85-86

教育界の所謂経験家 86
代議士の無作法〔山県首相による宴会の報道を紹介〕 86-87
行政機関の煩雑 87-88
独立雑誌記者〔内村鑑三と NO生の「過激なる日本
主義」を評価〕 88-89

一歩を進めよ〔『仏教』の仏教清徒同志会を評価〕 89
国家の為め乎 89-90
婦女渡航の奨励 90
新外債の困難 90
新博士 91
連合教育会 91
坊主学校の大紛擾〔忽滑谷快天の改革を評価〕 91-92
在外の日本人 92-93
外資輸入不可談 93-94
所謂国際的道義 94
雑居の準備 94
世界列国陸軍費 94-95
代議士の無教育 95

寄書 在近江 河合恒太郎 道徳卑見 96-98

新刊紹介

中学日本歴史〔山崎庚午太郎・大林徳太郎〕 99
俳諧叢書 俳諧大要〔正岡子規〕 99
松平静著 枕草紙詳解上巻 誠之堂発行 99-100
〔雑誌〕 100

〔広告〕

開発社 樋口勘治郎『修身童話』第 2巻 花咲翁／『修身童話』
第 1巻 桃太郎 (1)

開発社 井上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』 (2)
開発社 高島平三郎『心理漫筆』（再版訂正） (3)
開発社 湯本武比古『学童百話』 (3)
開発社 『教育時論』第 502号 (4)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 4巻第 23号　1899（明治 32）年 5月 15日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 木村鷹太郎 今日の開国論者は守株論者なり 1-4
岡崎遠光 将校某に与ふ 4-13

研究
高橋龍雄 高山林次郎氏の「古事記神代巻の神話及歴史」を読む 14-31

竹内楠三 感情の科学的説明〔湯本武比古との共著近刊『心理学』
の一部〕 31-38
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文苑

鳥居忱 尋見遅桜 39-40
琴洋漁史〔坂田琴洋〕はなれ駒 41-42
琴洋漁史〔坂田琴洋〕大空を 43
花城〔宮本花城〕 八俣遠呂智 43-46
梅園〔高橋龍雄〕 桜の賦 46-49
服部徳子／不破小士
郎／阪井弁／阪井紅
子

七日会第一集咏草　連翹／閑居花／椿／磯落花／川花
／春雨／柳／椿 49-50

雑録 さころも〔栗島狭衣〕世に知られざる文学者〔佐川田喜六昌俊を紹介〕 51-58
光岡正彰 書籍館増設論（十七号の続）〔（完）〕 58-60

時評

日本人の堕落 61-62
地方官会議 62
耶蘇教徒今後の方針 62-63
驚くに足らず 63-64
雑種児の未来 64-65
泥棒の進歩 65
神官養成問題 65-66
旅順港 66
頑固なる国家主義 66-67
華族躬行会 67-68
神宮崇敬会〔神宮奉斎会のこと〕 68
外人の不敬事件 68
博文館の十傑投票 68-69
再び史料編纂を論ず〔『読売新聞』の「ちわき老人」
による『史学雑誌』批判に賛成〕 69

信教自由と国民教育 70-71
宣教師の奸手段 71
国文学と仏経研究 71-72

喫驚生投 精神的五大教育書 72
内外人大懇親会 72-73

杞憂生 耶蘇教学校と倫理書 73
泥中の蓮〔田中正造に賛成〕 73-74
「帝国文学」の解疑欄 74
「コロンビヤ」の日本人排斥 75-76
神代史の自由討究〔『新学界』の内藤耻叟、『中央公論』
の高山林次郎、『文芸倶楽部』の大町桂月および『帝
国文学』による評、岡吉胤の『徴古新論』に言及〕

76-77

教育宗教関係論〔『教育時論』記者に賛成〕 77-78
外国婦人の残忍 78-79
三浦梧楼氏の溺仏 79
御陵の荒廃〔第 24号に取消あり〕 79-80
私立学校令の精神〔『京華日報』における談話に賛成〕80
釈迦降誕会 80-81
新政党と宗教 81-82
横浜市教育会の建議 82-83

愛国生投 外務大臣の資格 83
僧侶の軽躁 83-84

寛容生投 文豪桂月氏を送る 84-85
私立学校令第十七条 85
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移民入国拒絶 85-86
雪嶺の三味線論 86
外人 86
富籤問題 86-87
國學院の将来 87-88
有害の飲料 88
民心の蚕食 88-89
時事新報の陳腐論〔「私立学校を官立視すべからず」
を批判〕 89

教育基金 89
文科大学紀要〔『太陽』記者に賛成〕 90
高等教育会議 90
以国の一偉人 90
奴隷的準備 90-91
望むべからず〔石川舜台の『宗報』号外『宗教法私見』
を批判〕 91

細君を養成せよ 91-92
東条大佐の精神教育談 92-93
第一外国語 93
新税源 93
高等女学校長会議 93-94
清国公使 94
無用の徳育 94
厭兵論者の愚 94-95
新政党の無謀 95-96
兵営と神殿 96
文章の弊 96
外国宣教師よ 96-97
知事の慈善事業 97
政党熱の弊害 97
旧藩習学寮設立の議 97-98
空気試験 98
学生の紀念〔『国士』第 6号で嘉納治五郎が紹介した
加藤弘之の書翰に賛成〕 98-99

新刊紹介

B、E生 世界歴史譚第三編 耶蘇（上田敏著）博文館 99-101
B、E生 通俗言語学（宮田修著）博文館 101-102
B、E生 日本大文学史（第一編）（大和田建樹著）博文館 102-103

〔雑誌〕 103-104

〔広告〕

開発社 社告〔『教育壇』の休刊〕 (1)

開発社

開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』／井上
円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』／樋口勘治
郎『修身童話』第 2巻 花咲翁（再版）／『修身童話』
第 1巻 桃太郎（5版）／湯本武比古『学童百話』／高
島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』

(2)-(8)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏
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第 4巻第 24号　1899（明治 32）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙裏
大日本協会 日本主義

論説 湯本武比古 皇居趾顕彰論 1-6
岡崎遠光 将校某に与ふ（承前）〔（完）〕 6-14

研究
柴田柴一郎 児童教育の上に無意識的動機を論す 15-31

高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第六回）　大国主命を論す　
大尊の祖先 神話の部分 功績の結果 31-42

文苑

鳥居忱 八島の浦 43-45
松下曲水〔松下大三
郎〕 我がよのゆめ 45-50

さころも〔栗島狭衣〕夏げしき 51
梅園〔高橋龍雄〕 なつごろも 52-54

雑録 高橋龍雄 国号二十二種 54-65

時評

大に移民を奨励すへし 66
外交協会を設立せよ 66-67
高等教育会議々員 67-68
主義の争は非なるか〔『帝国文学』記者を批判〕 68-69
地方長官と高等視学官 69-70
小学校教員の監督 70
坪内雄蔵氏の倫理教育論〔『日本教育』第 4号・第 6
号の「現行諸倫理教育方案の根本的誤謬」に賛成〕 70-71

誰か国家を忘れざる者ぞ 71-72
露清鉄道 72-73
露清両国に留学生を派遣せよ 73
大将川上操六氏逝く 73-74
慈善事業 74
岡山孤児院 74-75
禅宗雑誌の嫉妬〔第 49号の「基督教の孤児院は潜越
なり」を批判〕 75-76

東京孤児院 76-77
東京感化院 77-78
無籍の民 78-79
義捐金の性質 79
貴婦人慈善会 79-80
青年会の続出 80-81
無問題 81-82
女子教育 82
競争と猜忌 82-83
学校運動会の悪弊 83-84
外務省眠れるか 84-85
国語を海外に普及せよ 85-86
口語文典を編纂せよ〔『帝国文学』を批判、『國學院雑
誌』を評価〕 86-87

日本体育会 87
有害なる婦人論 87-88
海舟の大喝 88
宗教の効能 88-89
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虚飾的学問 89
仏徒の西洋崇拝〔『仏教』『中央公論』を批判〕 89
教育基金の使途 89-90
日本を嫌ふ者 90
布哇政府の日本移民制限 90-91
耶蘇教徒の統計 91
独逸教育界の現勢 92-93
果して然るか〔『仏教』の拝外を批判〕 93
偽善陰険の徒 目次のみ
我国在留の外国人 93-94
誠心誠意 94-96

編者／宮内省調査課 取消〔第 23号時評欄「御陵の荒廃」について申込があっ
たため取消〕 96

寄書 たかはし〔高橋龍雄〕帝国文学雑誌記者に与ふ 96-98
大日本協
会記事 入会者〔2名〕 98

新刊紹介

国文学研究会講義録 第一巻 98
国文学雑誌 99
国語遡源 大矢透著 99
日本考古学下巻 八木弉三郎氏著 99
Aston, A History of Japanese Litelature 99-100
英国立憲大臣論 坂部行三郎訳 100
〔雑誌〕 100

〔広告〕

開発社 社告〔『教育壇』の廃刊〕 (1)

開発社

開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／『修身童話』〔樋口勘治郎 第 1～ 3巻、
小西信八 第 4巻〕／宗像逸郎『教育者之品性』／井
上円了『通俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）／
湯本武比古『学童百話』／高島平三郎『心理漫筆』（訂
正再版）／木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』

(2)-(8)

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会・開発社 〔奥付〕 裏表紙裏

第 25号　1899（明治 32）年 7月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
緊急社告〔業務拡張と新定価〕 表紙裏
〔奥付〕 表紙裏

日本主義
木村〔木村鷹太郎〕 日本主義の一発展 1-3

木村〔木村鷹太郎〕 帝国党と政教問題〔『京華日報』号外に拠って起草し
たもの〕 3-5

論説 工学士 森山益夫 工業新論　緒言 6-8
たかはし〔高橋龍雄〕〔『帝国文学』記者への告知〕 8

詞苑

さごろも〔栗島狭衣〕稲村ヶ崎 8-10
鳥居忱氏作歌 高津宮 10-11
琴洋漁史〔坂田琴洋〕恋の白帆 11
花城〔宮本花城〕 大山祗 11-13
しづか 羽織網 13
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しがらみ 高橋龍雄 国号二十二種 13-17
星川清成 紫姫品性論 17-21

おもかげ 二宮孤松君〔二宮熊次郎〕
諸大家の吟誦（一）〔二宮熊次郎からの書簡、第 26号
に正誤あり〕 22

時評

行政権と宗教 22
名士の耶蘇教廃棄の理由 22-23
政教共腐れ 23
平和会議遂に無効 23
露国は近来 23
聞く露帝は 23
軍備縮小と浦塩港 23
露国と東洋大学 23
大学攻撃 23-24
『太陽』宗教欄の粗漏〔姉崎正治の『耶蘇教公認可否論』
評を批判〕 24

非増税果して善か〔増税果して悪か〕 24-25
政治と宗教 25
陸軍大臣と文部大臣の不覚悟 25
偽善の雲照俗僧の舜台〔釈雲照の『朝日新聞』記事を
批判、石川舜台を評価〕 25

万里長城の歌 25-26
高等学校の入学試験 26-27
日蓮と元寇 27-28
今日の忠臣 28
実業家と日本主義 28-29

雑報

皇太子殿下常備艦隊へ行啓 29-30
英国小説家キツプリング氏 30
朝鮮に於ける露国の野心 30-31
満州に於ける露国 目次のみ
内海巡航大隊 31
開港の勅令 31

新刊紹介 言語発達論（保科孝一君訳）〔批評は次号〕／寄贈書目 32

〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

松栄堂書店
竹内楠三『倫理学』／松本孝次郎『児童心理学講義』
／木村鷹太郎『西洋小史』（再版）／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
富士新聞社 『富士新聞』初号刊行八月十五日 裏表紙

第 26号　1899（明治 32）年 8月 10日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
緊急社告〔業務拡張と新定価〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 木村鷹太郎 美の道徳〔『倫理学』中の一編に加筆した未定稿〕 1-3

論説
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼〔後に『柴田柴一郎遺稿』へ再録〕 4-6
坂部行三郎 日本美術史編纂の方法及び其方法 7-8
工学士 森山益夫 工業新論（二）　前編 物理学と化学との区域及其関係 8-11
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詞苑
是因 尾花の露 11-14
黄裳 離別曲 14-15
千川 道歌七首 15

おもかげ 中村秋香君 諸大家の吟唱（二）〔記者の文責による口述筆記〕 15-17
正誤〔第 25号おもかげ欄の訂正〕 17

しがらみ 高橋龍雄 国号二十二種（承前） 17-19
星川清成 紫姫品性論（承前） 19-20

時評

政党の分裂 20-21
港湾の修築 21
賭博の禁を解かんとす 21-22
小学校教員と仏教〔『政教時報』の加藤玄智を批判〕 22

〔木村鷹太郎〕 軍隊に仏教布教を禁ずべし〔木村『真善美』の「予定
目次」に「軍人に仏教を禁ずべし」があり、木村と推測〕22

仏教台湾布教の無効 22
日本の大学生 22-23
耶蘇教国人を鞭撻す 23
進歩永続不断 23
帝国文学の愚論〔小説による教育の議論を批判〕 23-24
西洋主義の好適例 24
帝国文学会対早稲田国文会〔小沢蘆庵と清水浜臣〕 24
『三眼』の怪物雑誌〔神儒仏三道混合を批判〕 24
万朝報の毒舌〔6月 10日の時文欄に反論〕 24-25
本願寺の似而非開化 25

雑報

東北の開発 26
社会政策学会 26
神社昇格 26
婦人の海外出稼 27
北海道造林業 27
一年志願兵制度改正の議 27
墺地利も東洋留学生 27
支那人取締の訓令 27-28
日本軍制に就て米国武官の評 28
日本軍隊の勢力 28
仏国帝政党と露帝 28
福建地方に於る日本鉄道 28-29
楢原氏の日本及び支那談 29
支那の商業 29
矢代中佐の西伯利鉄道談 29-30
三万のコサツク兵 30

新刊紹介 言語発達論 保科孝一著・冨山房発兌 30-31
寄贈新刊 31-32

社告 幹部員新加入広告〔山崎庚午太郎・柴田柴一郎・滝本
誠一・岡崎遠光〕／〔編集所と発行所の合併〕 32

木村鷹太郎 小生今号限り「日本主義」編集主任を辞す 32
次号予告 32
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〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

三眼社 『三眼』　綱領三章／三眼第三号目次

岡崎屋書店

シヱークスピヤー著 デートン註釈『人肉質入裁判 マー
チヤント、オフ、ベニス』／ディッケン『クリスマス、
カロル及チヤイムス』／カーライル『英雄崇拝論 ヒー
ローウァーシップ』／セキスピヤー『マクベス』／バー
ネット『小公子 リッツル、ロード、フォントレロイ』
／宮館貞一『締盟各国 新条約釈義 附条約正文関係公
文』／法政協会編『締盟各国新条約正文 附関係公文』

岡崎屋書店

平瀬龍吉『青年立志成業策』（再版）／永田留六郎訳
述『自修論』（新版）／山川直信『海之偉人』（再版）
／山口造酒編『独逸語独修』（3版）／井上歌郎『英
文和訳例題集』（再版）

岡崎屋書店
フウラン『四国新会話』／イムブリー『英和語学楷梯』
／酒巻貞一郎『会話文法』／香村小録・今泉嘉一郎『鉱
山測量術』／松本孝次郎『普通心理学講義』

岡崎屋書店
山口造酒編『実用英和書簡文』／片山潜『英和商用文範』
／ジクソン『イングリッシユレツターライター』／シ
ムモン『ゼ、コンマーシアル、レツターライター』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
富士新聞社 『富士新聞』初号刊行八月十五日 裏表紙

第 27号　1899（明治 32）年 8月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 万国平和会議を葬る 1-3
岡〔岡崎遠光〕 思想界の社会問題 3-4

論説 滝本誠一 学問の方式 5-7
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（承前） 7-10

詞苑

活東 妻恋鹿／秋の入日 10-11
湯武居士〔湯本武比古〕『教育学』の序に 11
梅園〔高橋龍雄〕 立食の記 11-14
四丁／萩野／麦人／
南岳／鼓草／苔花／
愚仏／活東／棚村

若葉集 14

おもかげ 杉浦重剛君 諸大家の吟誦（三） 14-16
しがらみ 高橋龍雄 神話学研究と神道家の杞憂 16-18

時評

正誤〔第 26号に多くの誤字〕 18
日本主義対外国 18-19
日本主義対支那 19
旧弊固陋思想滔々として行はる 19-20
伊藤侯の日本拡大論 20
狡智繊巧を斥く 20
国学者と漢学者との衝突〔7月の國學院における物集・
竹内・三上の演説〕 20-21

高等学校増設と地方的党派心 21
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外国語を自国化せよ 21-22
高等教育会議員中の耶蘇信者 22
尾崎行雄氏に告く 22
英米公使 22-23
私立学校令 23
迷羊の開悟〔『独立雑誌』記者を批判〕 23-24
中央公論の誤解〔蓄妾に関して反論〕 24
文部省検定試験を評す 24-25
師範学校の非難 25
教育家の胆力 25-26
猜忌の世 26
無益なる耶蘇教攻撃〔『破邪叢書』『大道叢誌』『三眼』
を批判〕 26

有力なる耶蘇教攻撃 26-27
石川舜台の暴挙 27
漢字を知らざる罪 27
六合雑誌記者を笑ふ 27
北方を忘るゝ勿れ 27
南洋亦此声あり 27
三百人を梟首せよ 27
鬼将軍 27

雑報

御聖徳 28
国語調査費と編書費 28
日本人の勇胆 28
仏教各管長の醜態 28
宮中制度寮に就て 28-29
英語の勢力 29
支那の日本語 29
基督教宣教師及学校 29

新刊紹介 明治十二傑〔博文館〕 30-31
寄贈新刊 31

岡崎遠光識 読者諸君に謹告す〔主裁の任に当たる〕 〔32〕
大日本協会監部員（いろは順） 〔32〕

大日本協会会計課 〔雑誌代の振込〕 〔32〕

〔広告〕

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

冨山房

教員講習会用書及参考用書（其一） 元良勇次郎編『心
理学十回講義』／元良勇次郎・中島泰蔵訳 ヴンド著『心
理学概論』／ラツド著 尾田信忠訳述『初等心理学』（3
版）／中島力造編『列伝態 西洋哲学小史』（再版）／
中島力造抄訳『ラツド氏認識論』／木村巌『臣民実践
道徳学』／沢柳政太郎・立花銑三郎訳『格氏普通教育
学』／元良勇次郎『倫理学』／ミユイヤヘツド著 桑
木厳翼訳補『倫理学』／中島力造『輓近之倫理学書』（再
版）／中島力造『倫理学説十回講義』／山本良吉編『倫
理学史』／沢柳政太郎・立花銑三郎訳『格氏特殊教育
学』／キリヒネル著 塚原政次訳『幾氏教育学』／上
田万年『国語のため』／上田万年『作文教科書』
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冨山房

教員講習会用書及参考用書（其二） 沢柳政太郎『教育
者精神』（4版）／与良熊太郎『各種学級教授法』／
服部卯之吉『中等論理学』／藤原覚因『高等尋常単級
教授新論』／三上忠造『中等国文典』／岡倉由三郎『日
本文典大綱』／阿保友一郎『文章添削方針』／三好学『植
物学講義』／上田万年『ことはのいのち』／中島徳蔵
『倫理学講義』

明治書院 大林徳太郎・山崎庚午太郎『中学 日本史要』／大林
徳太郎・山崎庚午太郎『中学 日本文典』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版） 裏表紙裏
中央文壇社 『伽羅文庫』第 1号 裏表紙

第 28号　1899（明治 32）年 8月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 地方視学官に与ふ 1-4
〔前号予告社説の先送り〕 4

論説 芳賀矢一 我国の古歌は花鳥風月を吟咏したるものにあらず 4-6
懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（承前） 6-9
雨森精翁 〔「皇統三十戴」の詩〕 9

詞苑

さごろも〔栗島狭衣〕夜会の灯 9-11
梅園〔高橋龍雄〕 時事三十一文字 11-12
活東／愚仏／南岳／海棠
／麦人／鼓草／棚村／月
人／猿男／萩郎／苔花

若葉集（一） 12

面影 湯本武比古君 諸大家の吟誦（四） 13-14

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第一回） 15-19
星川清成 紫姫品性論（承前） 19-22

時評

文明西漸の時代来る 22
邪神道の淫祠を撲滅すべし 23
井上頼国氏の為に惜む 23-24
神道と非宗教〔神道と無宗教〕 24
仏教の淫祠を焼払へ 24
坊主の友食ひ〔『仏教』『伝灯』『東洋哲学』『中央公論』
を批判〕 24

沢柳普通学務局長に問ふ 24
政治家等の愚昧 24-25
彼等開進を嫌ふ者なり 25
彼等は教育を無視す 25
教育は無宗教主義なり 25
神戸クロニクルの正論〔私立学校会論に賛成〕 25-26
仏教管長政府より譴責せらる 26
『伝灯』泣く 26
御無事主義 26-27
宗教々育の和同〔『大帝国』の宗教教育論、『毎日新聞』
における鎌田栄吉の私立学校令論を批判、『教育時論』
に賛成〕

27
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社鼠政略 27
無法律 27-28
当今日本人の理想 28
国民大礼制定論〔『日本』の池田由己止に賛成〕 28
私立学校より留学生を選出すべし 28
府下高等私立学校 28
日本主義と家庭 28-29
他山の石〔アストンの『日本文学史』とチェンバレン
の『文字のしるへ』を評価〕 29

夏期の文学下落 29
商人としての日本国 29

雑報
東宮御妃の事 30
一夫一婦と国体及民俗〔『社会雑誌』における夏野茂
の議論を抄録〕 30-31

新刊批評
歴朝聖徳録 高橋光正著 32
音訓画引日本大辞典ことばの泉 落合直文著 32
外国語之研究 内村鑑三著 32

〔広告〕

松栄堂書店 木村鷹太郎『西洋小史』（再版）
開発社 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

開発社 木村鷹太郎『日本主義国教論』（訂正増補 2版）
同文館 賜天覧 高橋光正『歴朝聖徳録』（2版） 裏表紙裏
中央文壇社 『伽羅文庫』第 1号 裏表紙

第 29号　1899（明治 32）年 9月 10日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 日本主義は楽天主義なり 1-4
岡〔岡崎遠光〕 清の北東 4-6

論説
独逸国ドクトル 井上
松堂〔井上達七郎〕 学校教育と衛生 6-8

高橋龍雄 日本国民の紀念殿 8-12

詞苑

高崎正風 和歌五首　避暑／夕立／秋月勝春花／初秋天／萩漸盛 13
花城〔宮本花城〕 紅塵録 13-14
愚仏／南岳／小草／
紫兮／活東／海棠／
苔花／楓水／紅緑／
子規／橡面坊／虚子

秋十五句　葛／鳩吹／野分 15

面影 井上哲次郎君 諸大家の愛吟（五） 15-17

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第二回）〔第 31号に一部取消あり〕 17-19
武藤信平 農家の青年 19-21

時評

文相の辞職を勧告す 21
商船学校に武育を与ふべし 21
高等商業学校の改良 21-22
寺院を廃して学校に代へよ 22-23
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官立学校を廃すべし 23
御無事の人物 23
鎌田栄吉君の誤迷論〔『教育公報』を批判〕 23
勿驚其差三千七百万 23-24
悪税を廃せよ〔『日本』に賛成〕 24
教育雑誌の多き理由 24
伊藤侯の憲法解釈必しも当を得ず 24-25
美の道徳あり 25
政治家の阿諛 25
仏教は忠孝を悪とす 25
時代歌 25-26
学問の誤解 26
外人頻に土地を買ふ 26
海国教育を忘る勿れ 26
寧ろ大に堕落せしめよ 26-27
商法民法果して何者ぞ 27
国典国式の制定 27
小説と女学生〔国立国会図書館所蔵本は若干の汚損あ
り〕 27-28

下等なる新聞紙 28
美術鑑査官大先生 28-29
厦門事件と外務省 29
仏教管長の狂気〔『東京日日新聞』の報道に言及〕 29
果せる哉耶徒の暴挙 29
天災と人力 29-

新刊批評

日本帝国憲法論 田中次郎著 博文館 30
心理学新論 湯本武比古竹内楠三合著 普及舎 30
文字のしるべ チヤンバーレン著 30
枕草紙詳解 松平静著 誠之堂 30
寄贈新刊 30
社告〔竹内楠三の慰労会／新入会員 2名〕 30

雑報

仁徳天皇千五百年祭 31
帝室制度調査局の編制 31
木曜島の日本人排斥法 31
宗教学校と官校 31
京元鉄道と独逸 31-32
兵庫湊川神社 32
陸軍下士制度の改正 32
宗教学校と官公立学 32

〔広告〕

博文館 「帝国百科全書」第 24編 高山林次郎『近世美学』

開発社 ジヤン、ジヤツク、ルソウ原著 山口小太郎・島崎恒
五郎共訳『エミール抄』／湯原元一『教育学講義』

普及舎 湯本武比古・竹内楠三『心理学新論』／樋口勘治郎『文
部省講習会 教授法講義』



328 『人文×社会』第 8号

誠之堂書店

中等教育和漢文講習書　今泉定介『神皇正統記講義』
／古志学人集訳『一辞万金 文章形容詞範』／堀捨次郎・
深井鑑一郎校註『校訂標註 東莱博議』／深井鑑一郎
集註『標註史記列伝読本』／柳田幾作『卦象明弁 周
易講義』／名取弘三・堀捨次郎『正文章軌範講義』／
深井鑑一郎『論文日本外史講義』／河村北溟『論文日
本政記講義』／深井鑑一郎『孝経講義』／河村定静『白
文文章軌範』／深井鑑一郎『大学中庸講義』／花輪時
之助『論語講義』／深井鑑一郎『孟子講義』／『四書
講義』／堀捨次郎『作詩眼』／今泉定介『平家物語講義』
／松平静『枕草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講
義』／畠山健『百人一首講義』／今泉定介『竹取物語
講義』『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註 つ
れ 〳 〵草』／生田目経徳・増田于信『新註 古今和歌
集講義』／伊藤平章『挿図 徒然草講義』／増田于信『校
訂標註 土佐日記』／今泉定介『土佐日記講義』／今
泉定介『和文読本問答』／今泉定介『訂正 標註方丈記』
／深井鑑一郎・山田準校訂『教科適用 標註四書』『教
科適用 標註小学』

開発社 木村鷹太郎『耶蘇教公認可否論』 裏表紙裏
大日本協会編集局 社告〔入会条件の緩和と論叢欄の新設〕 裏表紙

第 30号　1899（明治 32）年 9月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 岡〔岡崎遠光〕 学生観 1-3

論説

独逸国ドクトル 井上
松堂〔井上達七郎〕 学校教育と衛生（承前） 3-5

懸孤軍〔柴田柴一郎〕教育獅子吼（完） 5-8
工学士 森山益夫 理化学の区域及其関係（前々号工業新論の続き） 9-11

詞苑

南郷柳子／小出粲／
植松有経／大口鯛二
／千葉胤明／遠山英
一／加藤義清／中島
歌子〔宮内省大歌所〕

秋日山行 11

東久世通禧／高崎正
風／蜂須賀随子／近
衛貞子／久我建通／
鍋島直大／鍋島栄子
／前田利嗣／前田朗
子／西四辻茂子／津
軽承昭／永岡護美／
前田利鬯〔宮内省大
歌所〕

雨中虫 11-12

鴻泉 折にふれて 12
徒然坊 欲の鬼 12
是因 橋の雪 13-14
愚仏 夏五句 14
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面影 飯田武郷君 諸大家の愛吟（六）〔記者との直話によって成稿した
もの〕 14-15

研究 森しづか バイロンが厭世観 16-17
星川清成 紫姫品性論（承前） 18-19

時評

愛敵の教義を駁す 19
日本主義と婦人 19-20
貧乏主義〔「国家的拝金宗」を説く〕 20
極端〔「神代史の自由討究」に関連〕 20-21
奴隷的党人 21
国民精神に就て枢密院の責任 21
仏耶の利害 21-22
西洋と日本との道徳の差異 22
富豪家を打撃す 22-23
外人の二方面 23
国語と外人 23-24
会名の空虚 24
九州教育雑誌を筆誅す〔第 29号社説の私立学校令論
を批判〕 24-25

国語の迷夢 25
齊藤斐章氏の著書を読む〔『最新修身教材資料』の『日
本主義』評に反論〕 25-26

普魯西国の淫風 26
英国の他愛的及自愛的費用 26
露国工業の進歩 26-27
在日本の印度人学生 27
新体詩緊縮論 27
海の日本主義 28
〔新刊批評・社告欄の省略〕 28

論叢

三河生 『三眼』の攻撃について〔『日本主義』第 26号で非難
された『三眼』に同情、第 27号の耶蘇教攻撃論に賛成〕28

金沢某 仏教青年会 28
こしのうみ 日本主義の伝道 28
WO生 英文日本主義発刊を望む 28
石見 渡辺生 改良の日本主義に就て 28
十束の剣 日本全国の小学校々長に告く 28-29
求川生 貴誌改良に就て 29
花蝶 誤解新聞〔『時事新報』『万朝報』の私立学校令論を批判〕29
明石生 奈良県人に告く〔天理教批判〕 29
大阪農業学校のひと
り 心の灯 29

記者 〔寄稿の掲載順〕 29

雑報

帝室制度調査局員任命 29-30
神宮費の国庫支弁案 30
総予算と追加予算 30
露国の東洋語学校 30
太平洋海底電線敷設の建議 30-31
巴里大学の東洋文明史講座 31
支那に於ける英国の野心 31
宗教学校の認可申請 31-32
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英語を世界の通用語と為す計画 32
私立図書館の設立 32
東邦協会 32
大阪府下の外教団体数 32
神戸市役所の外人届出注意書 32

〔広告〕

岡崎屋
山川直信『海之偉人』／平瀬龍吉『青年立志成業策』（再
版）／永田留六郎訳述『自修論』／山口造酒編『独逸
語独修』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

大日本協会 注意〔新住所への移転〕
大日本協会編集局 社告〔入会条件の緩和と論叢欄の新設〕 裏表紙裏

〔広告〕 天賞堂 天賞堂特技絹紐、磁石サック付時計非常廉価発售広告 裏表紙

第 31号　1899（明治 32）年 9月 30日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 嗚呼此の猶太人的思想 1-3
岡〔岡崎遠光〕 政治概見（一） 3-5

論説 百錬鉄 教育界の大刷新（第一回） 5-10

詞苑

松下曲水〔松下大三
郎〕 美人嘆 11-12

松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子　其一 花の宴／其二 対馬守 13-15
琴声女史 雁の声 15-17

面影 田口卯吉君 諸大家の愛吟（七） 17-18

研究 伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第三回）〔22頁に「前号箒云々の件取消す」
とあり〕 18-22

時評

吾人の満足 22-23
浦塩の東洋学校 23
再び厦門の暴動に就て 23
大事と小事 23
鉄砲火薬規則 23
聞き古したる鉱毒事件 23-24
逓信大臣の責任 24
御祭時世 24
国家の柱石伊藤氏 24
洋人船長を少くすべし 24
米と麦 24
寧ろ雀躍せよ 24
雄図なきか 24
地主憂ふる勿れ 24-25
俳師の悲声 25
呑噬の世界 25
外務の機密費 25
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盲唖治療と迷信 25
神宮奉斎会 25
月日の迷信 25-26
東京市の恥辱 26
楽書 26
支那人と親しめ 26
商業の道徳 26
著書と無学 26
洋行者の種別 26-27
哲学雑誌記者に呈す 27
立教学校の前途 27
外人耶徒の失望と喜悦 27
一口評 27-28

見るべき
読むべき
時論

日本（雪嶺） 士魂の発現 28
東朝 東洋商業学校設立の議 28
富士 ラツド博士 28
万朝（英文欄抄訳） 図書館 28

論叢

東洋の男子 外交問題 29
求川生 弱き者／猜疑 29
盤石生 論破せよ 29
京都師範生 幹部員諸君に呈す 29

新刊批評

国語学小史 保科孝一著〔大日本図書株式会社〕 30
過失論 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
吉野山林 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
手附 戸水寛人著〔有斐閣書房〕 30
国文学研究会雑誌第六号 国文研究会〔誠之堂〕 30-31
青年立志成業策 平瀬竜吉著〔岡崎屋〕 31
海の偉人 山川直信著〔岡崎屋〕 31
寄贈新刊 31
社告〔会計主任の交代／事務員・幹部員隈本有尚・会
員 6名の加入〕 31

雑報

日清同盟に就て〔「サタトゲー所説」〕 32
日本に対する外人の忠告〔「雑誌インヴエストヴレー
ユー」〕 32

学校系統問題 32
耶蘇教徒キツプリング氏を排す 32
香港義勇兵の愛国心 32

〔広告〕

冨山房

新刊報告　大森金五郎・重田定一編『国史読本』／吉
田東伍『日韓古史断』／リース著 吉岡藤吉訳『史学
会叢書 台湾島史』／幣原坦『南島沿革史論』／坪井
九馬三・日下寛校訂『三河物語』／河田羆・吉田東伍・
高橋健自『日本読史地図』／ハンスブルム著 隈本繁
吉・雨谷羔太郎・白石真『比公時代 独逸帝国史』／カー
ルブレツツ著 和田万吉訳『世界通史』（増訂再版）／
リース『英文 世界歴史』／坪井九馬三『稿本 最近世
界史』

明治書院
「近代文学評釈」第 1編 佐々醒雪『鶉衣評訳』／武島
又次郎『国歌評訳』（再版）／武島又次郎『新選詠歌法』
（再版）
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開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

大日本協会 注意〔新住所への移転〕
大日本協会編集局 会員入社広告 裏表紙裏

〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 32号　1899（明治 32）年 10月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 政治概見（二） 1-2
岡〔岡崎遠光〕 我国の哲学者と社会問題 3-5
岡〔岡崎遠光〕 『祖国』雑誌は我が敵か味方か〔磯部武者五郎への反論〕5-7

論説 法学士 西川一男 小学教員として民法講究の必要 7-10
百錬鉄 教育界の大刷新（第二回） 10-14

詞苑

竹屋光昭／水野忠敬
／前田利声／長谷信
成／南郷柳子／柳原
愛子／日野西広子／
小池道子／北島以登
子／西三条実義／大
谷章子／保科節子／
佐藤艶子／宮地厳夫
／北郷久政／手塚光
栄／坂正臣／坂田泰
子／小出粲／植松有
経／常磐井文子／大
谷籌子／中牟田常子
／原田蒼生子／鎌田
正夫／大口鯛二／千
葉胤明／遠山英一／
加藤義清／岩崎勝従
／中島歌子／服部磯
子／小川直子〔宮内
省御歌所〕

雨中虫 14-16

徒然坊 弾鋏蕪唫 17

翠松園主人 林陸夫

短歌十余首　林秋風／晴夜月／山路霧／岡孤松／舟行
夜已深／尾張三河の古跡をとふて思けるをり 〳 〵に詠
出たる歌の中に／をりにふれてよみ出侍りける歌のな
かに／故小沢蘆庵大人かおろかにも千世よろつ世とね
かふかなこゝはときはのやまとしまねをとうたはれた
るに感ありて／美濃尾張大なゐありけるころある大山
のいたくおちいりたるに高崎大人かあしひきの山もお
ちいる世なりけるうこかぬものに何をたとへむとよみ
出られたるをり

17-18
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愚仏／翠華／苔花／
海棠／南岳／活東〔若
葉集〕

硯洗 18

南岳／海棠／東人／
翠華／苔花／愚仏／
活東〔若葉集〕

冷か 18

面影 鳥居忱君 諸大家の愛吟（八） 19-21
研究 星川清成 紫姫品性論（承前）〔（完）〕 21-26

時評

日本人の体力 26
生活の程度と奢侈 26-27
人爵崇拝の弊 27
所謂欧米人の開化 27
ドレーフスの特赦と高野問題 27
文学界覚醒法 27-28
小説雑誌新に生る〔『伽羅文庫』を評価〕 28
新聞の美人 28
女学雑誌の下落 28
警察監獄学校の設立 28
宗教に拠らざる高等私立学校 28-29
蔚陵島奪はる 29
北門の警戒 29
猜忌と退歩 29-30
大国民 30
迷信地図の製作 30
東京市小学校番附 30
行政裁判所定員及懲戒令 30
宗教法案と内務省 30
頼母敷からざる味方〔近藤嘉三「神宮と宗教」への批
判者や『三眼』を指す〕 30-31

見るべき
読むべき
時論

千葉教育雑誌 国是と教育 31
富士 東洋啓発と日本語 31-32
慶應義塾学報 軍艦は膏薬にあらず 32
大帝国 教育界の単調子 32

〔新刊批評・論叢・雑報欄の省略〕 32
社告〔幹部員西川一男と入会者 3名〕 32
寄贈新刊 自九月廿五日至十月五日 32

〔広告〕

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

学海堂 天下◉比之便利書店
松栄堂書店 西脇又作『日本修身学』
文芸専修学会 文芸専修学会
中央文壇社 『伽羅文庫』第 2号 裏表紙裏
天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 33号　1899（明治 32）年 10月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏

日本主義
柴〔柴田柴一郎〕 国民道徳の先導 1-2
岡〔岡崎遠光〕 昨今の政治界 3-5

〔社説の先送り〕 5

論説 岡崎老猿〔岡崎遠光〕独逸人某与于日本人某書　土地と人民と／人力／文明の噴火口／思想界実に区々別々／独逸主義励行 5-8

詞苑

狭衣〔栗島狭衣〕 大悪人 9-10
於兵庫県湊橋畔仮寓　
浦木静美 河野炉峰君を悼む 10-11

鳥居忱誌 人物を評して〔河野虎雄君〕 11
活東 ゆめ路 12
徒然坊 咄々集 12-13
竹冷／鏡花／麦人／
小波／秋声／愚仏／
酒竹／松宇／春葉／
狭衣〔栗島狭衣〕／
風葉／鳥黒／眉山／
活東／紅葉

秋十五句 13-14

面影 関根正直君 諸大家の愛吟（九）〔関根の意を受けて記者が草した
もの〕 14-16

研究
高橋龍雄 国号二十二種（承前） 16-19
伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（第四回） 19-21

研究〔「トランスヴァール」掲載の予告） 21

時評

腐鉄響かず 21-22
教育の普及は宗教の敵 22
小僧の教育 22
百姓校長 22-23
桑港の一大義民 23
死したる教育 23
比列賓国と日本の将来 23-24
清国の新開港 24
西比利亜鉄道恐るゝに足らず 24
漁業と山林 24
日本鉄道会社の責任 24
新聞紙の一口投書 24-25
余裕 25
無能外相 25
此の人にして此言あるか〔『伊藤侯演説集』第 3巻の
君主神聖論〕 25

健忘の神田ツ子 25
矧川衰ふ〔『日本人』の年表〕 25
奈此俗歌何〔『東京経済雑誌』第 998号の「恋ペン歌」〕25
理学の世の中 25
貧民と共に喜ばん 25-26
塩と日本人 26
一口評 26
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見るべき
読むべき
時論

日本 外交官の結婚 26-27
太陽 学界危言 27
神道新誌 仏耶二教の反目 27
万朝（英文欄抄訳） 日本移住民 27
帝国文学 神話研究に於ける言語学 27

論叢

凡子 仏教的国文読本 27-28
凡子 地方諸賢に本会支部の建設を望む 28
北越 如水軒 記者閣下に呈す〔第 31号時評「吾人の満足」に対して〕28
別天地生 咄八ツ目小僧〔「坊主の友喰」について〕 28
神代史研究生 請求〔高橋龍雄の続稿を希望〕 28-29
建日別 青木外相の無能 29

新刊批評

伽羅文庫第一号 中央文壇社 29
対韓私議 田中穂積著〔明法堂〕 29
国文中の仏教文学講義第一巻 織田得能著〔国語伝習
所〕 29

杜甫 笹川種郎著〔大日本図書株式会社〕 29
世間と人間 徳富蘇峰著〔民友社〕 29-30
近世美学 高山林次郎著〔博文館〕 30
歴史地理 第一号 六盟館 30
寄贈新刊（去る十日間） 30

雑報

世界最優の日本軍艦 30-31
肉食と罪悪の関係 31
南亜と濠洲の新航路 31
欧洲航路の好況 31
露国の東洋航業計画 31
外務海軍両省の不和 31
南阿に対する陸軍視察員 31-32
蓮門教会の紛議 32
東洋に於ける露国の大計画 32
徴兵と体格 32
国書捧呈式 32

〔広告〕

岡崎屋 山川直信『海之偉人』／平瀬龍吉『青年立志成業策』
／永田留六郎訳述『自修論』／山口造酒編『独逸語独修』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』
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誠之堂書店

中等教育和漢文講習書　今泉定介『神皇正統記講義』
／古志学人集訳『一辞万金 文章形容詞範』／堀捨次郎・
深井鑑一郎校註『校訂標註 東莱博議』／深井鑑一郎
集註『標註史記列伝読本』／柳田幾作『卦象明弁 周
易講義』／名取弘三・堀捨次郎『正文章軌範講義』／
深井鑑一郎『論文日本外史講義』／河村北溟『論文日
本政記講義』／深井鑑一郎『孝経講義』／河村定静『白
文文章軌範』／深井鑑一郎『大学中庸講義』／花輪時
之助『論語講義』／深井鑑一郎『孟子講義』／『四書
講義』／堀捨次郎『作詩眼』／今泉定介『平家物語講義』
／松平静『枕草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講
義』／畠山健『百人一首講義』／今泉定介『竹取物語
講義』『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註 つ
れ〳〵草』／生田目経徳・増田于信『新註 古今和歌
集講義』／伊藤平章『挿図 徒然草講義』／増田于信『校
訂標註 土佐日記』／今泉定介『土佐日記講義』／今
泉定介『和文読本問答』／今泉定介『訂正 標註方丈記』
／深井鑑一郎・山田準校訂『教科適用 標註四書』『教
科適用 標註小学』

神洲青年研究会 『智識之戦場』第 9号 裏表紙裏
宝永館書店 書肆開店広告 裏表紙裏
天賞堂 山羊印実用時計日本一手販売広告 裏表紙

第 34号　1899（明治 32）年 10月 30 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義概則 表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 表紙裏
日本主義 岡〔岡崎遠光〕 朝鮮漁業論 1-3

論説 百錬鉄 教育界の大刷新（完） 3-9
ほくそう 北叟漫言 9-12

詞苑

高崎正風／坂正臣／
宮地厳夫／小出粲／
鎌田正夫／大口鯛二
／千葉胤明／遠山英
一／加藤義清〔宮内
省大歌所〕

杜紅葉 12

黒川真頼／坂正臣／
植松有経／大口鯛二
／加藤義清〔宮内省
大歌所〕

秋晴 12-13

鎌田正夫／大口鯛二
〔宮内省大歌所〕 河霧 13

こりう 秋声 13
野花 偶成 13
松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子（承前）　其三 大宰府 13-14

面影
内藤耻叟君 諸大家の愛吟（十）　日本魂 16-18
岡崎遠光〔岡崎老猿
君〕 比翁寸鉄（一） 18-19

研究 高橋龍雄 国号二十二種（完） 19-23
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時評

大日本の連隊旗 24
教育と宗教との衝突〔社会学会における元良勇次郎の
演説に賛成〕 24

露力海に及ぶ 24
糸の日本 24
時勢〔『東京経済雑誌』第 1000号の田口卯吉を批判〕 24-25
東北は未だ開けざる也 25
帝国の古蹟 25
華族の腐敗 25
愚物製造所 25
豪傑気取の小供 25
醍醐格太郎の公判 26
北京駐剳公使 26
短評の流行 26
朝鮮の外交 26
板垣伯の市街鉄道に対する意見 26
大臣に説与す 26
著作家に告ぐ 27
民友社は耄せるか 27
宗教法案 27-28
嗚呼市街鉄道 28
個人主義我欲主義 28
多数決の無意義 28-29
学校系統問題の紛乱 29
発売頒布〔『続帝国文庫』第 16編〕 29
国文検定試験委員 29

見るべき
読むべき
時論

時事 各宗の腐敗何れか尤も甚しき 30
読売 露国の東洋に於ける運動 30
教育時論 教員と宗教心、社会と宗教 30
国光 国権発揚 30-31

新刊批評

うづら衣評釈 佐々政一著〔明治書院〕 31
平家物語読本 今泉定介著〔明治書院〕 31
心理的教授原則 杉山富槌著〔同文館〕 31
美文散文水村山郭 諸名家合作〔大学館〕 31
家庭のかゞみ 国光社 31
標註雅文消息集 生田目経徳著〔国光社〕 31
青年小説集 中央文壇臨時増刊〔北上屋〕 31
Practical English Grammar第二巻（動詞之部）齋藤
秀三郎著〔興文社〕 31-32

己亥叢説二冊 井上頼国著〔吉川半七発行〕 32
国史読本三冊 大森金五郎、重田定一共編〔冨山房〕 32
英文大和文範 武田信太郎著〔ヂヤパン、タイムス社〕32
寄贈新刊（去る十日間） 32
社告〔入会 8名〕 32

雑報 居留地家屋税問題 32
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〔広告〕

岡崎屋書店 呦鹿庵主人『側面観』／呦鹿庵主人『魔言録』
大日本協会 予告 研究叢書
宝永館書店 書肆開店広告

明治書院
「近代文学評釈」第 1編 佐々醒雪『鶉衣評釈』／武島
又次郎『国歌評釈』（再版）／武島又次郎『新選詠歌法』
（再版）

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版） 裏表紙裏

天賞堂 山羊印実用時計日本一手販売広告 裏表紙

第 35号　1899（明治 32）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

集英堂 新刊広告　山田禎三郎『新教育史』『新編心理』／加
納友市『新選日本教授学』 表紙裏

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第 1巻 芳賀矢一『日
本上古文学史』／第 2巻 高山林次郎『菅公伝』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学者大年表 索引附』／
第 4巻 岡崎遠光『最近経済学』／第 5巻 蔵原惟廓『各
国教育制度史』／第 6巻 松本孝次郎『実際的心理研
究法』

日本主義 岡〔岡崎遠光〕
時流三難　其一、琴歌〔1頁の号数が第 36号と誤植
されている〕 1-3

岡〔岡崎遠光〕 外務大臣天長節夜会を評す 3-6
論説 法学士 箒川生 日鉄汽車顛覆に就て 6-13

詞苑

高崎正風／津軽承昭
／松浦詮／前田利鬯
／竹屋光昭／黒川真
頼／宮地厳夫／小出
粲／植松有経〔宮内
省大歌所〕

秋雨 13

徒然坊 金英玉露 13-14
野花 深夜吟 15

面影 元良勇次郎君 諸大家の愛吟（十一）〔『心理学』からの抄録〕 15-18

研究 ドクトル 井上達七郎 学校に於ける眼病トラホーム〔『通俗眼病トラホーム
講話』中の一要点〕 18-20

伊勢 近藤嘉三 神宮と宗教（完） 20-22

時評

教育勅語忘られんとす 23
日本人を罵る者〔『中央公論』の「徳育なき国民」を批判〕23
仏教界の大乱脈 23-24
着眼 24
途方もなき官吏 24
復讐と運動 24
盗賊的意気地 24-25
処世公私 25
大人らしきと小供らしきと 25
気の毒なり康有為 25
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近衛公帰朝 25
条約改正祝賀会 25-26
電気の美的表象〔『太陽』の前島密に言及〕 26
歴史画に関する二説 26
帝国教学会の国字改良 26
藤園の無骨 26-27
文壇寂莫か 27
又しても鈍 27
誰を難ぜんか 27
魔王の凶年 27
日本主義的婦人 27
天長節後の感 27-28

見るべき
読むべき
時論

読売 学校教育と天才 28
東京日々 教育的経済 28
万朝 東京諸新聞の象し倒し 28
教育学術界 学説の論争学閥の徹去 28-29

論叢

小石川某 岡崎老猿氏に質す 29
三悳生 嗚呼何事ぞ 29
山堂 当局者に告ぐ〔岩村神社について〕 29
平煥生 綱目掲載の議 29
平煥生 家庭雑誌の刊行 29-30
平煥生 会員の会合 30
神田生 大日本協会の看板 30

新刊批評

エミール抄 山口小太郎・島崎恒五郎共訳〔開発社〕 30
商工地理学 法学士 永井惟直著〔博文館〕 30
藤田東湖伝 文学士 菊池謙二郎著〔金港堂〕 30
森先生伝 木村匡編〔金港堂〕 30-31
嗚呼古英雄 池元半之助著〔文録堂〕 31
魔言録 池元半之助著〔小美文舎〕 31
側面観 池元半之助著〔岡崎屋書店〕 31
国語仮字遣講本 窪田亮吾著〔興文社〕 31
慷慨詩文 岩佐丈之助著〔松邑三松堂〕 31
明治書翰文範 岡谷巳三郎著〔開拓社〕 31
歌論類纂 平惇校〔丸山舎〕 31
難桂園一枝 鈴木忠孝著〔興文社〕 31
漢詩評釈 文学士 久保天随著〔新声社〕 32
和訓三体詩 森川許六・木村架空校訂〔広益図書株式
会社〕 32

紅葉丹 新声臨時増刊〔新声社〕 32
教育勅語正解 岡本監輔著〔日新舎〕 32
寄贈新刊（去る十日間） 32
社告〔地方委員の設置／幹部員矢板寛の加入／雑報欄
の省略〕 32
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〔広告〕

大日本図書株式会社 鳥居忱編『大東軍歌』
京楽社

社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記折義』
佐久間君紀念標建設
発起人 佐久間貞一君紀念標設立旨趣

日本主義概則〔「大日本協会幹部員」あり〕 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 36号　1899（明治 32）年 11月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕
大学と人物　東京日々の社説を難ず〔職業的教育論を
批判〕 1-4

岡〔岡崎遠光〕 時流三難　其二、島人思想 4-7

論説 岡崎老猿〔岡崎遠光〕

独逸人某与日本人某書（二）　彼れが大欲／独逸は三
大強国と四小国／八九個の大国と境域参差／流石に温
乎たる大国／自重と傲慢と相並ぶ／百世必ず其祟を買
はん／総て独力／仮偽の同盟／生産事業を傾倒

7-11

高橋龍雄 文明は祖国の恩沢なり 11-16

詞苑
千川 やまと心 17
梅園〔高橋龍雄〕 三羽の蝶（訳文） 17-18
松平花城〔宮本花城〕平安朝の偉男子　其四、能古島の戦 18-20

面影 琴庵社 諸大家の愛吟（十二）〔記者が庵主菁川氏に求めて掲
げたもの〕 20-21

研究
工学士 森山益夫 工業新論（承前）　其二 土木工業／其三 造船業 21-23

星川清成 戦国時代の道徳（第一回）　第壱章 緒言／第弐章 戦国
時代社会一般形勢　第一節 群雄割拠 23-26

時評

露国と戦ふべきか 26
新聞記者の一大責任 26
文明的野蛮国 26-27
神話研究の勃起 27
卜筮と伊勢暦 27
宗教の定義〔神道非宗教論について〕 27-28
宗教教育関係論 28
居留地の家屋税 28
物価の騰貴 28
福岡製鉄所 28
官業 28-29
無技倆 29
誘拐と警察 29
翁さび 29
民を愚にす 29
有害経歴 29-30
書生と賤業婦 30
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板垣伯に告ぐ 30
日本主義の偏用 30
文学社会の地位 30-31
政党と大名 31
迷信の第一歩 31
欧洲帝王の往生 31
美学壇の寂寥〔『太陽』第 24号の高山林次郎「月夜の
美感」を評価〕 31-32

論叢

南嶺生 帝国青年に檄す 32
大阪農学校 ＫＫ生 述懐 32
北越生 迷信研究に従事せよ〔記者の返信あり〕 32
敬神生 不敬漢 32
日本体育会員 運動と遊技 32
神田の会員 東哲と帝国文学 32
愛国生 伊勢の頑民に告く〔近藤嘉三への取消要求に反論〕 32

〔時論・新刊批評・社告の省略〕 32

〔広告〕

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 37号　1899（明治 32）年 11月 30 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 表紙裏

日本主義

岡〔岡崎遠光〕 仏徒をして一美事をなさしめん〔社寺の免税問題につ
いて、税の奉還を求める〕 1-4

岡〔岡崎遠光〕
講義筆記の書〔『日本』の外山正一「法科大学楽大問
題、講義筆記の弊害」、およびハルトマン『現今の問題』
に賛成〕

5

論説 護軒主人 第五地方部中学校概評 6-10

詞苑
梅園〔高橋龍雄〕 御苑の秋色〔第 40号に取消あり〕 10-12
徒然坊 落葉片々／鹿／菊／朝寒 12-13
こうり 寒山落木 13

面影 勝浦鞆雄君 諸大家の愛吟（十三） 13-15

研究 高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第七回）　第七章 九州の皇居
を論す　天孫降臨 山幸海幸の神話 南洋説と朝鮮説 15-17

星川清成 戦国時代の道徳（第二回）　第二節 足利将軍 17-20
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時評

修身書編纂 21
勅命を以てすべし 21
神夢に曰く 21-22
大学改革 22
点取眼 22
法科大学落第多き理由 22
人材如何にして得へきか 22-23
公金を私遊に費す奴輩 23
しこ草 23
無段教授法 23
教育者と時事 23
トランスバールと露国 23-24
徴兵忌避 24
軍事的教育 24
洋紙輸入税を全廃す可し 24-25
日本の洋紙商に告ぐ 25
禅僧と星亨 25
ペスト侵来 25-26
大に記者を優待す可し 26
国史編纂〔萩野由之『日本通史』を評価〕 26
売卜取締 26
小学読本の刷新 26-27
木曜島上我同胞の悲境 27

見るべき
読むべき
時論

富士新聞 家族制度の弛緩と道義心の頽廃 27
時事新報 公認教の運動に就て 27-28
帝国文学 漢学者の頑迷 28
大帝国 東京湾築港問題 28

新刊批評

習慣教育法 桑野礼治訳〔冨山房〕 28
児童心理学 桑野礼治訳〔冨山房〕 28
王冠 長田秋涛訳〔春陽堂〕 28-29
にこり水 前田曙山著〔春陽堂〕 29
東京風俗志上巻 平出鏗二郎著〔冨山房〕 29
論理園一名思想の構成 小沢頼明著〔開発社〕 29
君か代。八千代各一冊 29
内外交際新礼式 平田久著〔民友社〕 29
文学攻究法 江藤桂華著〔新声社〕 29
続俳句評釈 河東碧梧桐著〔新声社〕 29
実用独逸語学上巻 辻高衡著〔独逸語学雑誌社〕 29-30
活文壇第一号 大学館 30
寄贈雑誌（去る十日間） 30
会告〔入会 3名／天長節夜会／御所菊花拝観／地方委
員 2名嘱託／幹部員柿沼竹雄入会〕 30



343〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

雑報

帝国党と東邦問題 30-31
南阿戦争と列国の態度 31
支那分割と米国 31
英杜軍の戦況 31-32
御慶事と恩赦 32
神宮費の増加 32
鉄道国有と星派 32
海軍大演習と敷島艦 32
水産奨励会の発会 32
日本人排斥に就て 32
基督教徒への厳達 32

〔広告〕

九州生命保険株式会社
京楽社
酒家生命保険株式会社

開発社 開発社発売書籍広告　木村鷹太郎『日本主義国教論』
（訂正増補 2版）／宗像逸郎『教育者之品性』

開発社 高島平三郎『心理漫筆』（訂正再版）／井上円了『通
俗講談言文一致 哲学早わかり』（再版）

医学士 ドクトル 日高
昴 眼科専門

弁護士 角田真平 訴訟及鑑定
ドクトル 伊沢歯科治
術所 診察時間

社長 高島嘉右衛門 護国生命保険株式会社
佐久間君紀念標建設
発起人 佐久間貞一君紀念標設立旨趣

大日本図書株式会社 鳥居忱編『大東軍歌』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 共益商社楽器店 共益商社楽器店広告 裏表紙

第 38号　1899（明治 32）年 12月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏
大日本図書株式会社 鳥居忱『方丈記析義』 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 仏国流 1-2
岡〔岡崎遠光〕 諷世 3

〔社説の先送り〕 3

論説 加藤扶桑 政党の天下 3-6
護軒主人 第五地方部中学校概評（承前） 6-10

詞苑

徒然坊 水落石出 10
琴洋漁史〔坂田琴洋〕対空放吟 10-11
華浪生 無題八首 11-12

やみうつゝ 12
面影 落合直文君 諸大家の愛吟（十四） 13-14

研究 星川清成 戦国時代之道徳（第三回）　第三節 皇室 附 織田信長 
豊臣秀吉／第四節 民情 14-20
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時評

天皇と宗教 20
公徳腐敗 20-21
ペスト＝トラスト 21
待合政治 21
情実これより行はれん 21
戦史編纂 21
高利貸法案 21
迷信の日本 21-22
紳士学校 22
本願寺法師の撮影 22
帝国教育会の愚鈍曖昧 22
学制改革 22-23
教科書の乱脈 23
師範学校騒動復始まる 23
学生の弊風を矯正すべし 24
国学者の祭礼 24
賄征伐 24-25
文明障礙物 25
台湾島を忘却する勿れ 25
我同胞又々悲境に沈淪す 25
無限の富源 25-26
報効義会所属龍睡丸 26
東京市街 26-27
上の好む所 27
林菫 27
ペスト来る 27
学制改革同志会 27
病気の種類と療法 27-28

見るべき
読むべき
時論

読売 怠慢政府怠慢議会 28
日本 鉱業と外国人 28
万朝 新田義貞と藩閥内閣 28-29
天地人 議員の歳費 29
大帝国 十四議会の大問題 29
教育時論 政党者根性を悪む 29

新刊批評

家庭文庫第九輯女子普通文典 下田歌子著〔博文館〕 30
講談忠臣蔵 博文館発行 30
美文韻文故郷の土産 阿山居士著〔三松堂〕 30
蓼太全集 博文館発行 30
提要造林学 本多静六著〔博文館〕 30
商業経済学 清水泰吉著〔博文館〕 30
機械設計制図学初歩 松尾哲太郎訳〔博文館〕 30
新選文語粋金上下 中学教育社編著〔中学書院〕 30
美文散文紅葉青山 俣野義郎編〔大学館〕 30
俗語と難辞 宇野秋皐編〔浅岡書籍店〕 30
哲理妙極精気新論 三宅市川合著〔大日本美徳会事務
所〕 30

女学雑誌姫百合 第一号〔姫百合社〕 31
大怪物 空腸子著〔東京堂〕 31
寄贈雑誌 31
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雑報

帝国制度調査局 31
御歌会始御題 31
名誉の軍旗祭 31-32
憲政本党の陋態 32
英国の亜細亜縦貫鉄道 32
帝国教育会の国字改良部 32
教育費と貴衆議員 32
大日本地名辞書 32

〔広告〕 同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 同文館 『教育学術界』第 2号 裏表紙

第 39号　1899（明治 32）年 12月 20 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
〔広告〕 宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』 表紙裏

日本主義
岡〔岡崎遠光〕 無教育的議会 1-3
岡〔岡崎遠光〕 選挙法と教育（議員の一改良法） 3-6
岡〔岡崎遠光〕 名誉の下落　時流三難の三 6-8

論説 文学士 芳賀矢一 古風土記の研究を望む 8-10

詞苑

高崎正風／松浦詮／
坂正臣／小出粲／植
松有経／鎌田正夫／
大口鯛二／千葉胤明
／加藤義清

田家霜／寒林帯夕陽 10

徒然坊 寒香一朶／神祇／熊／雪中歳暮／高橋梅園子に寄す 11-12
梅園〔高橋龍雄〕 博多の嵐 12-15
愚仏／知十／鏡花／
活東／四丁／鳥黒／
小波／紅葉／竹冷／
柳浪／眉山

冬二句づゝ　小春／時雨／氷／雪／葱／大根引き／衾
／手焙／足袋／除夜 15

研究 高橋龍雄 神代史に於ける新研究（第九回完）〔第 8回は不在〕 16-22

時評

宗教法案 22
仏教の罪悪 22-23
待合の僧侶 23
邪徒の喜憂 23
俗神道の穏気 23
唯国家あるのみ 23-24
分業の文明国 24
宗教者の恩典 24
尾崎学堂 24
予算会議の争 24
高等師範学校生の堕落 24-25
功名心の弊 25
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滑稽的議案 25
モルトケ首相にソーラテス外相 25
慎重なる論戦 25
恐露病と国辱 25-26
青年記者頻りに逝く〔古川老川・佐藤宏・長沢説三に
言及〕 26

年少者喫烟禁止法案 26
市街清潔法は毎年之を行ふ可し 26
女子大学の設立は如何 26
守るもの攻むるもの 27
人種問題 27
独逸牧師の喰逃的亡状 27
華族諸侯に借問す 27-28
政党員の馬車 28
嫌疑と正否 28
自己を中心とせる者 28-29
智徳合一的社会療法 29
松下禅尼に教を乞へ 29
後藤氏上京す 29

論叢

越後南蒲原 井栗如水
軒 迷信の告発（壱）／其二／其三 30

北越 如水軒 記者足下に望む 30
北越 如水軒 近藤嘉三君に望む 30-31
北越 如水軒 久我侯爵一行を評す／其二 31
会員 邃軒生 希望五則 31

緊急社告〔紙面の改良・刊行頻度の変更・第 40号の
予告〕 〔32〕

日本主義概則 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 同文館 『教育学術界』第 2号 裏表紙

第 40号　1900（明治 33）年 1月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

明治書院 新刊広告　関根正直『更級日記略解』（改訂）／武島
又次郎『国歌評釈』 表紙裏

同文館

同文館新刊教育書　樋口勘治郎『統合主義修身教授法』
／杉山富槌『新編教育心理学』／樋口長市『教育適用
児童心理学』／エー、アール、テーラー著 齊藤斐章
訳『児童心理及研究法』／育成会編『新編内外教育史』
／育成会編『実験小学作法書』／田辺友次郎・石原和
三郎『尋常小学作文教程』／教員文庫編集部編『実験
教育壇』

金昌堂 『日本之小学教師』第 10号／国民教育会編『師範学校
中学校高等女学校 教員検定試験問題答解』

誠之堂 『国文学界』第 3号
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誠之堂

和文講習用書　今泉定介『神皇正統記講義』／伊藤
平章『挿図 徒然草講義』／今泉定介『土佐日記講義』
／今泉定介・深井鑑一郎『和漢文質疑問答』／今泉定
介・深井鑑一郎『和文読本問答』／今泉定介『訂正 
標註方丈記』／増田于信『新編紫史 一名通俗源氏物語』
／今泉定介『挿図 平家物語講義』／増田于信・生田
目経徳『新註 古今和歌集講義』／大塚彦太郎『更級
日記講義』／三木五百枝『紫式部日記講義』／松平静『枕
草紙詳解』／三木五百枝『十六夜日記講義』／畠山健『百
人一首講義』／今泉定介『竹取物語講義』／今泉定介
『伊勢物語講義』／増田于信校註『校訂標註つれ 〴 〵草』
／増田于信標註『土佐日記』

大日本協会
日本主義新年大附録　桜百人一首〔1890年に望月長
夫によって発行され、杉浦重剛の称好塾で使用された
もの。第 42号に広告文の正誤あり〕

1-13

〔附録奥付〕 13

日本主義 同志の代表として 岡
崎老猿〔岡崎遠光〕 新年初声 1-3

論説

文学士 高山林次郎 国文社会の一問題 4
法学士 西川一男 親子論　第一 実子／第二 養子 4-7
顕正道人 宗教法案に就て坊主及び宣教師に告ぐ 8-10
弘所逸士 正義の合同 10-13

高橋龍雄
新国字論〔第 41号に正誤あり〕　一、国字改良の必要
／二、言語は改作すべきにあらず／三、漢学者を戒む
べし／四、和学者を懲らすべし／五、国字改良の順序

13-21

詞苑

井上哲次郎 日本主義の第四十号に達するを祝す 21-22
湯武居士〔湯本武比
古〕 祝辞 22

近衛忠煕／毛利元徳
／伊達宗城／税所あ
つこ／小池道子／小
出粲／伊東祐命〔宮
内省大歌所〕

新年の歌　新年宴会／新年霞／初年雪／新年山／新年
梅／新年柳／試筆／新年望山／新年待鶯／新年祝／新
年来客／新年待春／内の御会始に新年祝言といふ／迎
年／若水／炉辺迎新／新年待春

22-23

久良岐〔阪井弁〕 新年祝 23-24
紅葉／鏡花／活東／
春葉／小波／水蔭／
渚山

初春二十句 24-25

〔広告〕

同文館楽器校具店 風琴定価
吉川半七 井上頼国『己亥叢説』
吉川半七 故黒川春村『黒水遺稿』
積文堂・勉強堂 三輪希賢『王陽明四言教講義』
宝永館・冨山房 高橋龍雄『国語綴字法』

詞苑

活東 隅田の夕 25-26
琴洋漁史〔坂田琴洋〕天下の春 27
琴洋漁史〔坂田琴洋〕流星 27-28
桜守生 赤心 28
孤渓訳 帝王と女皇との睡眠 28-30

正誤〔第 37号「御苑の秋色」文中の取消〕 30
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時評

新年を迎ふ 30-31
政府と国家 31
憂き世とは何ぞ 31
感情と宗教法案 31
両本願寺の軋轢 31-32
西本願寺の根胆 32
宣教師の不埒 32
神道家の態度 32
久我家と仏教 32-33
高木氏の神話論〔『帝国文学』の高木敏雄を批判〕 33
博言科の不振 33
英杜戦争の影響 33-34
支那の新開港場 34
議院の掃除 34
道鏡的建言 34
戦後経営の万能 34
宴安戦敗る 34-35
車馬は重く生命は軽し 35
足利氏の末路と日清戦争時代 35
未曽有の斎戒 35-36
馬鹿亭主的政界 36
人を化するもの 36
小説二三〔『報知新聞』の「日の出島」、『東京朝日新聞』
の「戦の人」を評価〕 36

学者の職務 36-37
議員の相撲 37
本年の文壇を卜す〔幸田露伴「一国の首都」、長田秋
涛「主財」を評価〕 37

あゝかの医学生 37
世界の征服者 37-38
サルタンの国とザーの国 38
黄金の産出額 38
質屋と書生 38
仏蘭西の人口減少 38
清国を悲しむ 38-39
東西両大学の図書館 39
本紙改良に就て 39
新年大附録に就て 39-40

見るべき
読むべき
時論

万朝 東洋動揺の兆 40
世界之日本 宗教法案の改題 40
太陽（宗教欄記者） 日本人の宗教的素質 40
天地人 政権分与 40-41
教育学術界 我国目下最急の根本問題 41



349〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

新刊批評

国文学界第一号 誠之堂発行 41
日本大文学史巻之四 大和田建樹著〔博文館〕 41
射的術 附弓術 津田素彦著〔博文館〕 41
中山大納言 松林伯円講演〔博文館〕 41-42
王陽明四言教講義 三輪希賢著〔勉強堂〕 42
比較宗教迷信の日本 八濱督郎編〔警醒社〕 42
文壇之三偉人 粟島狭衣著〔三国書房〕 42
夕月 横瀬夜雨著〔旭堂書肆〕 42
標註古風土記 栗田寛著〔大日本図書株式会社〕 42
新選送仮字法 佐藤仁之助編〔松栄堂〕 42
楊貴妃 宮崎来城著〔大学館〕 42
藩閥之将来 外山正一著〔博文館〕 42-43
政治小説しき鳥 阿山居士著〔松邑三松堂〕 43
女大学評論、新女大学 福沢諭吉著〔時事新報社〕 43
寄贈雑誌 自昨十二月十五日 至昨十二月廿五日 43

会告

〔入会 11名〕 43-44
大日本協会幹部委員（いろは順） 44
大日本協会々員名簿（昨年十二月末現在）〔150名掲
載（第 42号に補遺あり）〕 44-47

雑報

東宮制度の調査済 48
立妃の御発表期 48
久邇宮殿下の陸軍大学校御入学 48
南洋に於ける日本の領土 48
米国の要求と列国の態度 48
宗教法案と自由派 48

〔広告〕

右文館 須永和三郎 足立栗園『近世徳育心学史要』（再版）／元良勇次郎『中
等教育倫理講話』

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

松栄堂書店 佐藤仁之助編『新選送仮字法』／西脇又作『日本修身学』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 41号　1900（明治 33）年 1月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

冨山房

恭賀新年　桑野礼治訳述『応用児童心理学』／桑野礼
治訳述『習慣教育法』／ウヰルヘルムヴント著 元良
勇次郎・中島泰蔵『ヴント氏心理学概論』／中島徳蔵
『倫理学講義』

表紙裏

冨山房・宝永館 高橋龍雄『国語綴字法』

同文館

予告 大日本協会蔵版 研究叢書　第1巻 高山林次郎『菅
公伝』／第 2巻 芳賀矢一『日本上古文学史』／第 3
巻 赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／岡
崎遠光『最近経済学』／蔵原惟廓『各国教育制度史』
／松本孝次郎『実際的心理研究法』

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 3号

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

日本主義
著作界 1-3

岡〔岡崎遠光〕 批評界の批評 3-5
〔前号の誤植と次号の予告〕 5

論説

法学士 顕正 代議制度の本質及び選挙法改正案 6-9
柴田柴一郎 宇宙勢用論　第一節 緒論 9-13
三浦周行 宗教法案に対する所見 13-17

工学士 森山益夫 工業新論（第三十号より続く）　其四、建築業／化学
的工業／製塩業／染色業 17-21

高橋龍雄 新国字論（承前）〔前号分の正誤あり〕　六、経験と実
行／七、国家事業とすべし 21-28

詞苑

文学博士 三上参次君 諸大家の愛吟（第十五回）〔記者の文責による筆記〕 28-31
久良岐〔阪井弁〕 角力歌十二首／年の始の歌に 31-32
虚子 紙鳶十句 33
四方太 落葉十句 33
繞石 梅十句 33
活東 夢春 34
利雄／斜汀／露葉／
活東／愚仏／湘南／
竹冷／柴兮／小草／
南岳／麦人

初春二十句 34-35

時評

倫理問題〔『太陽』第 1号の「明治三十三年の二大問題」
に言及〕 35

猾狡なる耶徒 35-36
腕力主義 36
支那分割せしむべからず 36-37
排外と拝外 37
噫不敬事件 37
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東本願寺の越権 37-38
坊主と徴兵 38
政府の姑息手段 38
家庭の図書館 38-39
公園の改良 39
遊戯の奨励 39
漢字不可廃論〔『東洋哲学』第 1号の井上円了を批判〕39-40
太陽雑誌の気焔〔宗教欄を評価〕 40
学制改革論の謬妄 40
商業上の迷信 40
独逸語の日本文学史 40-41
女学雑誌の傾向 41
文章会と朗読会 41
梅博士の過言〔『読売新聞』の「第二十世紀の法律」
を批判〕 41-42

第二十六世紀 42

見るべき
読むべき
時論

万朝 聖恩洪大 42
太平洋 平等主義の反動 42-43
時事 いよ 〳 〵海軍の必要を見るべし 43
京華日報 一月の不経済 43
日本 我国の体育に就て 43
太陽 宗教々師の兵役 44
教育時論 南弗の決死国 44
教育学術界 国民歌及び国民読本制定の必要 44-45
神道新誌 宗教法案に対する神道各派の意見 45

新刊批評

警世評論 ドクトル 岡崎遠光著〔博文館〕 45-46
労働経済論 独逸大学教授ブレンダノ 在独逸大学福田
徳三 共著〔同文館〕 46

国文学小史 和田万吉 永井一孝 共著〔吉川半七発行〕 46
改正商法正解 法学士 林金次郎著〔長島文昌堂〕 46
批判的日本仏教史 足立栗園著〔警醒社〕 46
図南策実歴譚 山崎喜八郎原著 南山楼主人編〔鐘美堂
支店〕 46

演説討論雄弁美辞法 遠山淡哉著〔地学友館〕 46
古戦場 日本歴史地理研究会編〔六盟館〕 46-47
古人評論 勢多章之編〔博文館〕 47
成功要録 菅学応著〔博文館〕 47
庭球 野口圭園著〔博文館〕 47
日本通史 上巻 萩野由之著 47
寄贈雑誌（去る十五日間） 47
会告〔幹部員三浦菊太郎・森山益夫加盟、入会 2名〕 47-48
注意〔三省堂への事務委託〕 48

雑報

宮中御講書始 48
御文庫の改築 48
年賀状の金額三千九百万円 48
小学校図書審査会の醜聞 48
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 42号　1900（明治 33）年 2月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』／木村鷹太郎『読書百感鳴潮余沫』表紙裏

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用大日本帝国地図』／樺正菫『代
数教科書』

三省堂 三省堂編『帝国地理教科書』（3訂）／三省堂編『外
国地理教科書』／竹内楠三『日本主義要領』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『中等英文典』／神
田乃武『和文英訳教科書』

日本主義

岡〔岡崎遠光〕 政党の改造とは何ぞや 1-3
寒川 憲政十年の経験 3-5

岡〔岡崎遠光〕 是非一括　宴会／南阿／外資輸入／巴里博覧観会／彩
色 5-7

論説

文学士 芳賀矢一
明治文学の概観　緒論／福沢翁／新聞紙／新聞文学者
／坪内逍遥／小説／新体詩／戯曲／結論〔近刊『国文
学史十講』から、5つの理由により許諾を得て抜粋〕

7-13

法学士 甲野荘平 国民教育と対外的思想の関係 14-19
加藤扶桑 選挙法中の一大欠点 19-22
技師 渡部幹堂 工業私言 22-24

星川清成 戦国時代の道徳（第四回）　第三章 戦国時代の実践道
徳概論　第一節 普遍的道／忠節 24-30

詞苑

朝比奈知泉君 諸大家の愛吟（第十六回） 30-32
七日会　久良岐〔阪
井弁〕／石榑千亦／
渡辺刀根／不破小士
郎／殿井幸子

鼠十首 33

久良岐〔阪井弁〕 竹外横斜 33
野田茫涯 松島襍咏 34
桐の家 歌五首　冬車／埋火／冬月／早春天象／早春待恋 34
さころも〔栗島狭衣〕海の詩　（一）巌頭／（二）大海原 34-37
活東 行く雲 37-39
紅葉／小波／鳥黒／
湖山／春葉／斜汀／
鏡花／活東／蝶二／
無黄／松宇／桜桃／
大放／愚仏／蹴月／
蘇山人／小草／霞峯
／翠華／苔花／麦人
／竹冷／南岳／蝴蝶
／酔月／四丁／栄子
／猿男／酒石／霞山
／知十／癸山／紫明
〔秋声会、紫吟社〕

俳句　手鞠／小豆粥 39-40
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時評

邦彦殿下の聡明 40
功臣の裔と専攻の弊 40
政治家と株式商法 40-41
水産と国力 41
海員養成 41-42
山林業 42
小学校教員と選挙法 42
国文学大綱の廃滅 42
学士号と焼印 42-43
帝国文学記者の粗漏〔『帝国文学』第 1号による神話
研究論に反論〕 43

本願寺法主の行状 43
自由主義仏教 43-44
神道教導職 44
年頭礼 44
十九世紀末の大発見〔矢部辰三郎の結核研究〕 44
死刑廃止の可否 44-45
教育と犯罪〔沢柳政太郎の『日本』記事に賛成〕 45
社会教育〔松村介石に言及〕 45
服役年限 45-46
国家の血漱〔スペンサーの交通機関論に賛成〕 46
国光雑誌の気焔〔1月 18日号に賛成〕 46

見るべき
読むべき
時論

教育時論五百卅一号 侮辱は尊重なり 46-47
慶應義塾学報二三号 余裕なき国民 47
無尽灯五巻一号 宗教家の堕落 47
一月十三日、日本 本願寺法主の不徳 47
一月二十一日、中外 事業家の優遇 47-48
一月十八日、毎日新
聞 政治家の小欲 48

一月十八日京華日報 刑法改正論の愚 48
東洋経済新報 
百四十七 物価の騰貴 48-49

新刊批評

国文学史十講 文学士 芳賀矢一著〔冨山房〕 49
高想妙思 開拓社編 49
高青邱 田岡佐代治著〔大日本図書株式会社〕 49
実験新遊戯 佐藤福雄著〔兵庫県師範学校同窓会事務所〕49
桜洲青年 第八号 49
易占及骨相学 博文館 49
西洋歴史 文学士 吉岡藤吉著〔博文館〕 50
巽軒論文初集 文学博士 井上哲次郎著〔冨山房〕 50
寄贈新刊（去る十五日間） 50
会告〔幹部員渡部謙吉の加盟／入会 2名／第 40号の
会員名簿に 2名遺漏・4名異動〕 50-51

予告〔漫録・随筆・雑感〕 51
正誤〔第 40号百人一首広告文の訂正〕 51
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雑報

文部省の国費編纂事業 51
交通読本の懸賞 51
露国の東方高等学校 51
外国要録の編纂 51
東京盲唖学校の拡張 51
専門学校と早稲田中学 51-52
土人職に殉す 52
仏領日本労働者の待遇 52
濠洲土人使用禁止案 52
南阿の将来 52
木曜島日本人排斥案の延期 52
布哇出稼人の初輸送 52
郵船会社の米国航路用汽船 52

〔広告〕

開新堂本店

宮本藤吉訳補『がうす著五桁ノ対数表附用法』（増補
9版）／宮本藤吉訳補『チヤーレススミス著解析幾何
学教科書』（再版）／遠藤又蔵編『新式立体幾何学』
／長沢亀之助訳述『トヾハンター氏平面三角法解』

渡辺書店

江刺恒久『新選正格今様歌集』／静古学人『海舟先生
氷川逸話』／日本速成英語研究会編『六十日間速成英
和実用会話』／鶴田笛川『規箴録』／帝国尚武会編『兵
役者入営之心得』／帝国尚武会編『陸軍省服装図鑑』

渡辺書店
イーストレーキ『英和実用会話独修』（大増補 18版）
／日本帝国尚武会へ編『改正大増補 日本之光附入営
之心得』（大増補 8版）

開新堂本店

エフ、ブリンクリー『語学独案内』（6版）／中島幹事『文
章組立法』（補正 3版）／スコツト著 塩井正男訳述『ス
コツト氏湖上の美人』／石川一男編『中等生理学教科
書』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 43号　1900（明治 33）年 2月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 西東書房・三省堂書店・林平次郎
新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』 表紙裏

日本主義 岡〔岡崎遠光〕 露勢南に向ふ 1-5

論説

木村鷹太郎
儒教の我国に与へたる二大害悪　（一）天の観念に附
随せる民主々義の害悪／（二）主権者の道徳躬行主義
論の害悪

6-10

加藤扶桑 少議席論 10-12

高橋龍雄 新国字論（承前）〔（完）〕　八、芸術と新国字／九、日
本文字の歴史／十、日本国語の性質 12-19

予告〔元良勇次郎「日本主義の将来」〕 19
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詞苑

況翁 石黒忠悳君 諸大家の愛吟（第十六回）〔誤植誤字の責は記者。正
しくは第 17回〕 20-22

有明 可怜小汀（鴎に寄する歌） 22-23
さころも〔栗島狭衣〕舞姫 23-24
さころも〔栗島狭衣〕琵琶曲 24-25
活東 詩商人 25-26
七日会　千亦／小士
郎／昌綱／寿吉／幸
子／久良岐〔阪井弁〕

鳥馬十首の中に 26-27

鳥崎友弥 わかな　春のうたよみける中に 27
聴雨窓竹冷／三家村
麦人／杏花園南岳／
春星池活東／城月／
海堂／苔花／杉月／
愚仏

俳句　春雑吟／春十句／春五句 27-28

漫録

松堂居士〔井上達七郎〕近視眼　眼鏡弊害 29-30

高橋梅園〔高橋龍雄〕史文随筆　はしがき／一、神武時代と海外の形勢／二、開化天皇の御事蹟／三、武器崇拝／四、但馬守の遺恨 31-33

巨川孤島投
時事漫言　鉄道国有／選挙法改正／航路保護問題／昨
今の勉励／帝国党の醜陋／議員涜職法案の秘訣／清国
事変／支那連邦担保／殷山の危機／京釡鉄道／草茫々

33-36

時評

紀元節と宗教 36
御結婚と国体 36-37
語学者の養成 37
多作の著述 37
教科書の醜聞 37-38
国家事業とせよ 38
老朽学者 38
商人の無品性 38-39
公徳と私徳 39
野蛮なる学生 39
露国の戦意 39-40
印度の飢饉 40
腐敗 40
名声及有力者 40
国家の深憂 40-41
選挙法改正の件 41
狂へる宗教家 41
伊藤氏の演説〔国家学会における排外思想不可論を批
判〕 41

悪事の応報 41-42
偽善の流行 42
教育界の悪魔 42
我邦の女子教育 42
かつがるゝ者 42-43
女歌仙逝く 43

某枚 漫言〔『東京経済雑誌』第 1013号の男女骨格論を批判〕43
富者の為に惜む〔『国民新聞』2月 9日・10日号に言及〕43
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見るべき
読むべき
時論

時事新報 御結婚の御約束に付て 43
教育時論 宗教教師の特権 43-44
姫百合 品性ある女子 44
日本新聞（雪嶺） 長人と本願寺 44-45
万朝報 書肆運動者の混闘 45
太陽 先づ文部省を廃止せよ 45
毎日新聞 鉄道国有論を難ず 45-46
中外商業〔2月 1日〕日露貿易未落達の源因 46
東洋経済〔第 148号〕鉄類の輸入税を全廃すべし 46
東洋経済新報一四九 物価騰貴の本源 46-47
二月九日京華 贋造品時代 47

新刊批評

教育制度論 文学博士 外山正一著〔冨山房〕 47
世界諸国名義考 秋鹿見二著〔東洋社〕 47
東洋女訓叢書 女子之友記者編〔東洋社〕 47
朝鮮半島の天然と人 厭山生〔兵事雑誌社〕 47-48
ふた葉 第三巻の一〔金尾文淵堂〕 48
名家七絶日本風景詩集 俣野節村編〔大学館〕 48
単税経済学 ガルスト単税大郎著〔経済雑誌社〕 48
宗教研究 岸本能武太著〔警醒社〕 48
助字用法詳解〔大学館〕 48
会告〔入会 2名の許可／事務員石垣静雄の辞職／送付
先〕 48

〔雑報の省略〕 48

〔広告〕

修学堂書店

修学堂出版書類　春日昇一郎『会社事務案内』／法政
学会編『商法釈義』（改正）／三浦重次郎『締盟各国
条約文全集』（新刊）／岡田修『改正民法釈義』／三
宅中洲・豊島洞齋・三宅雪嶺・佐々木春牛・福本日南・
国友随軒・卜部義矩・陸羯南・東久世通禧・坂正臣・
小中村義象『文範叢書 春蘭秋菊』『文範叢書 花影暗香』
『官立諸学校入学試験問題』

　

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』

渡辺書店

江刺恒久『新選正格今様歌集』／静古学人『海舟先生
氷川逸話』／日本速成英語研究会『六十日間速成英和
実用会話』／鶴田笛川『規箴録』／帝国尚武会『兵役
者入営之心得』／帝国尚武会『陸軍省服装図鑑』

渡辺書店
イーストレーキ『英和実用会話独修』（大増補 18版）
／日本帝国尚武会『改正大増補 日本之光附入営之心
得』（大増補 8版）
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 44号　1900（明治 33）年 3月 2日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕 西東書房・三省堂書店・林平次郎
新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』 表紙裏

日本主義
文学博士 元良勇次郎 日本主義の将来に関する卑見（第壱回）　主義と信仰

と／日本主義と哲学と 1-7

岡〔岡崎遠光〕 女子大学計画者に与ふ（不賛成） 7-10
巨川 藤隈提携論 10-13

論説
嵩山樵夫 宗教法案の否決に就て 13-17
加藤扶桑 英杜戦争を論ず 17-19
星川清成 戦国時代の道徳（第五回）　信義／廉恥／礼譲 19-23

詞苑

朝比奈知泉君 諸大家の愛吟（承前） 24-25
さころも〔栗島狭衣〕美音 25-26
活東 春の日 26-27
久良岐〔阪井弁〕 思ひ出草　画／春水 27-28
島崎友弥 をりにふれて 28

渡辺文雄
春初のすさび　余寒月／氷始解／春氷／山残雪／早春
天象／春雪／初春月／幽栖春来／待梅／梅始開／雪中
梅／名所梅／故郷梅／田家梅／水辺梅

28-29

清成〔星川清成〕 春の歌　雪中梅／朝雪／炉辺閑談／都立春／にくきも
の／をりにふれたる 29-30

野田茫涯 読皇稜参拝之記題巻後兼寄 30
野田茫涯 登海嶽作 海上酔中畳釣 30
楽天居小波判／蘇山
人／南岳 十二番句合 30-32

漫録

旅峰 有賀長雄君の国家説〔2月 17日の社会学会における
演説を批判〕 32-34

梅園〔高橋龍雄〕
史文随筆（第二回）　五、日本武尊と俘虜／六、神功
皇后の祖／七、敦賀の伝説／八、征韓は外征にあらず
／九、衣服の語源／十、文学上の言語

34-37

栗島狭衣 文反古（一） 37-38

時評

御服装 38
神祇局新設費 38
宗教法案否決の善 38-39
宗教法案否決の悪 39
宗教法案の将来 39
決闘と拝外思想 39-40
議会の閉会 40
鉄国議案の運命 40
選挙法の通過 40-41
自由党の変節 41
補助金哀求 41
鉱毒事件 41-42
平凡議会 42
堕落議会 42
選挙法の改正 42
暴民の蜂起 42-43
宗教法案の否決 43
政府の威信 43
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新刊批評

教育と宗教との関係 文学博士 元良勇次郎著〔光融館〕43
操觚便覧 文学士 藤井乙男編〔浜本伊三郎発行〕 43
したきりすゞめ 樋口勘治郎著〔開発社〕 43-44
まつやまかゞみ 小西信八著〔開発社〕 44
海軍生活 兵事雑誌社 44
国史辞典 文学士 重田定一編〔普及舎〕 44
東京案内 奥村泉〔庚子書院〕 44
神代帝都考 豊前 狭間畏三著〔東京堂〕 44
言語学雑誌 第一巻第一号〔冨山房〕 44
文学小観 鈴木暢幸著〔春陽堂〕 45
仮字遣提要 岡吉胤編〔大日本図書株式会社〕 45
続地租増否論 谷干城・田口卯吉〔日本新聞社〕 45
神道国教論 川合清丸著〔非売品〕 45
美学大要 江藤桂華著〔新声社〕 　
文学小観 大町桂月著〔新声社〕 45
伏見革命血涙録 徳増南嶂著〔近田書店〕 45
日本戦史桶狭間役 参謀本部編〔八尾新助発行〕 45
読書百感鳴潮余沫 木村鷹太郎著〔松栄堂〕 45-46
国光 臨時増刊 46
寄贈新刊（去る三十日間） 46
会告〔入会 2名〕 46

雑報

宮中の電灯 47
社寺局拡張計画の決定 47
齋藤修一郎本願寺財政顧問 47
横浜図書館設置の建議 47
大阪図書館の設立費 47
墺国遭難船救助 47
印度飢饉の惨状 47
非律賓の独立 47-48
在韓日本語学校 48
国語調査会設置の準備 48
帝国教育会国字改良論 48
予告〔「武士道」「小沢蘆庵伝」〕 48

〔広告〕

国語漢文学会 国語漢文学会 地方会員を募集す

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』
日本主義概則 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙
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第 45号　1900（明治 33）年 3月 17日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙

〔広告〕

同文館・吉岡平助 近刊二新書予告　高橋龍雄『大日本国号考』／高橋龍
雄『歴朝聖訓』

国光社 臨時発刊『国光』

三省堂 神田乃武『英語読本』／神田乃武『英文典』／神田乃
武『和文英訳教科書』

三省堂書店
勝村栄之助『経済学対照簿記学』／岡野英太郎『英語
粋金』／樺正菫訳『微分積分学』／渡英勇『文章軌範
鈔本』

三省堂書店
イーストレーキ『英和対訳交際之友』／イーストレー
キ・石川文吾『英和商売用会話』／篠野乙次郎『英和
外交商業事彙』／鳥山啓校訂『更級日記読本』

日本主義
文学博士 元良勇次郎 日本主義の将来に関する卑見（第弐回）　来世主義と現世主義と 1-4

高等奴隷 4-7
岡崎遠光 〔執筆の辞任〕 7

論説 高橋龍雄 教育勅語と宗教との関係 7-18
星川清成 戦国時代の道徳（第六回）　第二節 特殊的道徳 18-21

詞苑

高橋龍雄 外山博士を吊ふ 22-23
昌綱／小士郎／久良
岐〔阪井弁〕／千亦 春の夜 23

島崎友弥
こてふ　しのびてかよひける人にあはでかへるあした
のこゝろをよめるながうたみじかうた／遥にはらから
をおもふてよめるながうたみじかうた

23-24

山本露葉 森の百合 24-25
活東 友を送る歌 25-26
風葉 〔和歌 1首〕 26
巴塘／晃東／紅葉 春五十句　涼岱が墓に詣でゝ／月人を失ひて 26-27

漫録

足立栗園 武士道の起源及ひ発達　緒論 27-31
桂上枝 神道非宗教論 31-34

高橋梅園〔高橋龍雄〕史文随筆（第三回）　十一、姓氏の糺定／十二、仁徳天皇と儒教の弊害／十三、武烈天皇は暴君にあらず 34-36

〔「小沢蘆庵伝」の本号不掲載〕 36
高橋龍雄 〔編集主任の辞退と星川清成の推薦〕 36

時評

勅語の普及 36-37
呆ならずや 37
狭量なる勿れ 37
公園 37
高等教育の一進歩 37
跛的教育界 37
福沢氏の修身説〔『修身要領』や慶應義塾の教育勅語
論を批判〕 37-38

奸僧〔『万朝報』による仁和寺独立事件の報道に賛成〕38
仏教の自殺 38
仏の骨 38
仏様 38-39
祖先顕彰 39
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紀念美術院 39
耶徒何故に堂々たらざる〔『革進』『東京毎週新誌』を
批判〕 39

旧士族の滅亡 39
上流の不穏 39-40
地方主義 40
台湾の氏神祭 40
円了博士の横着 40
忠孝の漢字 40
言文一致会 41
講談会 41
著作家同盟 41
教科書の醜聞 41
教員の堕落 41-42
教育家の売買 42
巡査の生活 42
政局開展の機 42-43
自進合同 43
改正選挙法の一結果 43
嗚呼汝選挙区よ 43-44
街鉄問題 44
殷山金鉱問題 44
清国の根底 44
南亜戦争の一頓挫 44-45

某記 文科大学の不真面目 45

見るべき
読むべき
時論

時事新報 天皇陛下の御祝電 45
実業之日本三巻四号 農界の将来 45
天地人 人心の腐敗と我国の将来 45-46
教育時論 修身要領を読みて 46
教育公報 軍人の精神的教育 46-47
万朝報 昭代の祥事に非らず 47
京華日報 仏教破滅の兆候 47
日本新聞 僧侶に勧む 48
東洋哲学 仏教徒の自殺的行動 48
商業世界 宗教法案と仏教公認 48-49
太陽（宗教欄記者） 各宗の分裂 49
（文芸欄記者） 日刊新聞の増加 49-50

新刊批評

ちよくごとくほん 湯本武比古著〔開発社〕 50
新選姓氏録考証 故文学博士 栗田寛著〔吉川半七発行〕50
新式日本文法 上巻 岡田正美著 永井一孝補〔大日本図
書株式会社〕 50

言語学大意 文学士 保科孝一講述〔国語伝習所〕 50
国語要義 山口勇雄・伊達義治共編〔岡崎屋〕 50
絵入通俗西郷隆盛詳伝 第二編 村井弦齋・福良竹亭共
編〔春陽堂〕 50-51

文章軌範鈔本 渡貫勇編〔三省堂〕 51
三訂 帝国地理教科書〔三省堂〕 51
外国地理教科書〔三省堂〕 51
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English Grammar For Beginners 神田乃武著〔三省堂〕51
Intermediate English Grammar 神田乃武著〔三省堂〕 51
Higher English Grammar 神田乃武著〔三省堂〕 51
英文和訳教科書 同〔三省堂〕 51
俳諧叢書第四編 太祗全集〔ほとゝぎす社〕 51
中等教育倫理講話 二冊 文学博士 元良勇次郎著〔右文
館〕 51

寄贈雑誌（去る十五日間） 52
会告〔入会 4名、うち 1名重複〕 52

〔広告〕

冨山房・宝永館 高橋龍雄『国語綴字法』（再版）

同文館・吉岡平助

大日本協会蔵版書籍出版広告　高山林次郎『菅公伝』
／赤堀又次郎・高橋龍雄『文学大年表 索引附』／芳
賀矢一『日本上古文学史』／岡崎遠光『最近経済学』
／竹内楠三『社会心理学』／松本孝次郎『実際的心理
研究法』

三省堂書店 三省堂編『暗射図代用世界大地図』／樺正菫『算術教
科書』

大日本師範学会 大日本師範学会会員募集
娯老園 『朝顔水鏡』
西東書房・三省堂書
店・林平次郎

新刊広告　ヴアン、リウ『英文教育学』／トレシイ『英
文児童心理学』

地理歴史学会・三省
堂 『地理と歴史』初号

会告

日本主義雑誌編集及
発行人 高橋龍雄 〔後継者ができるまで休刊〕 裏表紙裏

日本主義発行所 三省
堂主人 亀井忠一 〔後継者がない際は返金〕 裏表紙裏

大日本協会・三省堂 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 天賞堂 盃類製作広告 裏表紙

第 46号　1900（明治 33）年 5月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

木村鷹太郎 社告〔『日本主義』を主幹〕 表紙裏
大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

松栄堂書店
木村鷹太郎『読書百感鳴潮余沫』（3版）／岡三慶『論
評副詮 正続 文章軌範法講義』／下森来治『作文規縄
文法指針』（7版）

東京堂・東京新詩社 『明星』　主張／掲載要目
三省堂書店 米田源次郎・日岡鶴松『団体運動日本新遊戯法』
松栄堂書店 竹内楠三『倫理学』／西脇又作『中等教育日本修身学』

挿画 紀念美術館設計図〔国立国会図書館所蔵本では確認で
きず（緑色のインクを用いているためと思われる）〕

日本主義
木村鷹太郎 日本主義の伝道と勢力 1-5

木村鷹太郎 漢字保存論を駁す（井上円了氏及び西村茂樹氏）　（一）
井上円了氏を駁す／（二）西村茂樹氏を駁す 5-8
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論説。
研究

竹内楠三 国家の自覚作用 8-13

星川清成 戦国時代の道徳　第四章 戦国時代の道徳と宗教との
関係／第五章 結論 13-19

加藤扶桑 党勢伸長の理由 19-21

雑録

秋芳 音楽と文学（文章の未来） 21-24

高橋梅園〔高橋龍雄〕

史文随筆（第四回）　十四、仏教渡来は外交問題なり
き／十五、宗教の争よりも家族の争／十六、上宮太子
の真意／十七、功臣の裔と逆賊／十八、東漢駒と守屋
の犬

24-27

「世界に於ける日本
人」著者 渡辺修次郎 内外歴史上の一大発見 英露連合日本攻撃之説 27-29

詞苑

与謝野鉄幹 落花吹面（人々と大宮に遊びて酔中に作る） 29-30
琴洋漁史〔坂田琴洋〕春の風 30-31
不二山人 此花影 31
倭文廼舎 時事歌　足尾鉱事件／宗教法案／涜職案／英杜戦争 32
星川清成 赤／青／花のうたとて／朝桜／をりにふれたる 32
乗槎生〔星川清成〕 戯れにはなをみてよめる 32-33
東久世通禧／佐々木
高行／久我建通／高
崎正風／前田利嗣／
津軽承昭／宮地厳夫
／北郷久政／坂正臣
／遠山英一／蜂須賀
随子／鍋島栄子／南
郷柳子／岩崎寧子／
柳原愛子／小池道子
／常磐井文子／北鳥
以登子／服部磯子／
宮地小東洋子

花の頃故郷の友よ／月夜に花を見て／霞中雲雀／孟母
／千代野尼／和布刈／国旗／徳川光圀卿／拿破崙第一
世／引田部赤猪子／藤原百川公／石川丈山／大原女／
以利沙伯／郭子儀／藤原藤房卿／日野阿新丸／道臣命
／張良／小督局

33-34

柳里生 木村君の日本主義改良を聞きて／柳 34
今泉定介 心／眼 34
木むら〔木村鷹太郎〕帆外暮山浮（加納君に御返事） 34

投書 山堂 同志者にかはる 34-35
森脇明福 謹て木村竹内両先生に懇請す 35

時論

靺鞨 桜花国（東京朝日） 35
扶桑生 新聞記者の資格（京華日報） 35-36
社説 神社局の創設に就て（祖国） 36
社説 漢文字（東京日々新聞） 36
青木拙齋 女子教育を論す（女学雑誌姫百合） 36-37
桜田助作 理想の国都（文界） 37
広瀬豊十郎 女子の実用的と装飾的智識（女子の友） 37

時評

陛下の体育御奨励 37
東宮殿下御慶事 38
紀念美術館設計図 38
局面開展 38
山県公引退すべからず 38
露国の真意 38-39
南阿戦争の徳義 39
商工振起と道義 39-40
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神道者の大奮起 40
国体家国体を知らず 40
小説作家は下手議論を止めよ 40
美文などは理論よりも 40
高等師範学校長の罪悪 41
「万朝報」廃刊すと 41
三田翁の修身説を笑ふ 41
円了博士の頑迷 41-42
嗚呼国語調査委員 42
婦人と社会的事業 42
男女同権は野蛮の遺風なり 42
良妻賢母 42-43
格言徳育 43
情意と人物 43
宗教家と教育家 43
書物の挿画 44
稲垣満次郎君の亡国奨励 44
仏骨か馬骨か 44
仏骨を喰はんとす 44
仏教と東亜の衰弱 44-45
神道―非宗教―実験哲学 45
女の名〔『女子の友』の記事に言及〕 45-46
大蔵大臣と道徳 46
松村介石ヘコマさる〔教育倶楽部における木村鷹太郎
との論争〕 46

醜業婦と殖民及び開拓事業 46-47
露国の醜業婦奨励〔『中央新聞』の記事を紹介〕 47

新刊批評

近世徳育史伝 足立栗園著〔開発社〕 47
上世印度宗教史 文学士 姉崎正治著〔博文館〕 47
菅公伝 文学士 高山林次郎著〔同文館〕 47-48
評釈俳諧古選 上巻 三宅嘯山選評・木村架空註釈〔広
益図書株式会社〕 48

作文指針 第一編〔広益図書株式会社〕 48
浅草観音縁起〔名勝旧跡社〕 48
増補三版丈夫の本領 天眼鈴木力著〔博文堂〕 48
明治文学美文自在 高松茅村著〔太平洋文学社〕 48
!!!次号日本主義予告 48

正文舎 〔印刷所の粗忽を謝罪〕 48

〔広告〕 祖国雑誌社 教林改題『祖国』第 8号
攷古社・祖国雑誌社 当山亮道『古事記通解』

〔広告〕

松栄堂・岡崎屋・開
発社

宗教上三大書　木村鷹太郎『排仏教』／木村鷹太郎『耶
蘇教公認可否論』／木村鷹太郎『日本主義国教論』（2
版）

京華日報社 『京華日報』

大学館
焉用『学商福沢諭吉』／緑渓同人『倒閣首唱 奇傑雲
井龍雄』／無号外史選『日露交渉 侠傑高田屋嘉兵衛』
／朶撫流『薩傑大久保利通』

裏表紙裏

大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 47号　1900（明治 33）年 6月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

学海堂 学海堂書店之特色

同文館・吉岡平助 新刊予告　高橋龍雄『歴朝聖訓』／田辺友三郎・石原
和三郎『尋常小学作文教程』

祖国雑誌社 教林改題『祖国』第 9号

岡崎屋書店
此広告を看過すること勿れ　山口造酒編『英吉利語独
修』（新刊）／元木貞雄編『英和日用文』（新刊）／岩
田可盛『ナシヨナル第一読本 独案内』（新刊）

日本主義

大日本協会 奉祝〔東宮結婚〕 1
夜駕艨艟 1

木村鷹太郎 神社局の事業に就て当局者に一言す 1-3
木村鷹太郎 穂積博士に質す（宗教問題に就て） 3-6
木村鷹太郎 帝国教育会の奉祝文に就て 6-7
木村鷹太郎 不敬事件の源泉としての耶蘇教 7-8

論説

竹内楠三 国家の自覚作用（承前） 9-12
齊藤豊 宗教警察設置を論す 12-13

星川清成 国旗論　国旗論につきて前置／一、国旗と国民／二、
国旗と教育／三、国旗と使用 13-16

研究 竹内楠三 心理学六回講義　第一回、心理学に謂ふ所の心 16-24
藤岡好古 音義学 24-26

雑録

支那海渡航中 文学博
士 井上哲次郎識 東洋倫理学史序 26-27

あやめ〔木村鷹太郎〕
訳

美術に於ける悲哀〔ヒュームの�e Tragedyを訳した
もの〕 27-31

牛刀生
古今東西真善美　（一）日本の天皇と山川の神 （々人麿）
／（二）エホバの忿怒（ナホム）／（三）ヘーラクレー
ス神の逸楽と勤労との選択（プロヂコス）

31-33

文苑

故久米幹文 花宴 34
与謝野鉄幹 渋団扇　明星／鴻爪 34-35
琴洋漁史〔坂田琴洋〕はる子／なつ子 35-36
柳里生 我願ひ 36-37
不二山人 草笛 37
東久世通禧／佐々木高
行／高崎正風／前田利
嗣／津軽承昭／竹屋光
昭／宮地厳夫／北郷久
政／坂正臣／岩崎勝従
／蜂須賀随子／鍋島栄
子／前田朗子／西四辻
茂子／柳原愛子／小池
道子／常磐井ふみ子／
服部磯子／小川直子／
宮地小東洋子〔宮地氏
寄贈〕

海辺郭公／山新樹／池杜若／夕卯花／山家夏／雨後新
樹／芍薬／田家卯花／夏里／雨後卯花／竹風／杜新樹
／岸上藤／松陰余花／谷新樹／久待郭公／岡郭公／雨
中待郭公／老聞郭公／待郭公

37-38

柳里生 はづらひ集 39
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時評

鳥見山霊畤会 39
人物果して払底なるか 40
禁酒会の狂態 40
耶蘇教徒と国法 40-41
久我侯爵 41
『明星』を祝す 41
福沢諭吉氏に誨ゆ 41
慶應義塾々員悪漢周六 41
耶蘇教の栄ゆる国 42
此際大に耶蘇教を撲滅すべし〔『青年の福音』を批判〕42
忠孝は野蛮時代の道徳か〔仙台の教育大会における宣
教師デフォレスの演説を批判〕 42

万朝と耶蘇教 42-43
耶蘇教厳禁の方針 43
弘道会叢誌の盗行〔磯部武者五郎による『東洋西洋倫
理学史』の版権侵害を指摘〕 43

帝国教育会と危険思想 43
無見識の二大教育会 43
悪漢新聞〔以下、『万朝報』を批判〕 43-44
悪漢の道徳説教 44
犬的新聞不浄屋新聞 44
羞悪の心なきは人に非ず 44
福沢令嬢事件と万朝 44
外交軟派を鞭撻せよ 44
近頃笑ふべきもの 44-45
福沢学徒独立心なし〔『慶應義塾学報』に反論〕 45
宗教無学者と宗教論 45
教育宗教分離の反動 45-46

質問応答

美濃国会員 長谷川
九一郎／扶桑 〔民法第 169条と第 167条〕 46

滋賀県会員 三田徳太
郎／編者

（一）審美学に於ける裸体画の位置／（二）国家主義
より観察する善悪の標準 46

新刊紹介
活少年（堀江秀雄氏著）〔明治書院〕 46
露西亜之国会（戸水寛人氏著）〔有斐閣書房〕 46
〔雑誌〕 46-47

会告 特別会員規則 47
新入会員〔特別会員 17名／通常会員 38名〕 47-48

〔広告〕

岡崎屋書店

此広告を看過すること勿れ　元木貞雄『和文英訳捷径』
（3版）／井上歌郎『英文和訳例題集』（再版）／平瀬
龍吉『青年立志成業策』（4版）／永田留六郎訳述『自
修論』（再版）

岡崎屋書店
此広告を看過すること勿れ　呦鹿庵主人『側面観』（3
版）／山口造酒編『独逸語独修』（5版）／山口造酒編『仏
蘭西語独修』（新刊）

松栄堂書店 下森来治編『作文規縄文法指針』（7版） 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 48号　1900（明治 33）年 7月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
本会の目的／会員規則の改正（五月一日より）／会員
の便益の為め 表紙裏

大日本協会 〔大日本協会からの直接発行と移転〕 表紙裏

〔広告〕

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 2巻第 2号
同文館 高橋龍雄『大日本国号考 付諸国名解』
國學院 國學院広告　夏期講習会／地方夏期講習会／生徒募集
同文館・吉岡平助 高橋龍雄『歴朝聖訓』
文界社 『文界』第 3号

日本主義

木村鷹太郎 文学教育の精神 1-3

木村鷹太郎
余は何故に日本主義（真神道）を執るに至りしか。　
神道は生々主義なる故／光明、健康、清潔、勤勉を教
ふる故／迷信分子なき故／進取主義なる故

3-6

木村鷹太郎 和漢学の先輩に一言す 6-8

論説

島田眼鉄〔島田鉄眼〕軍隊の精神教育（仏教講話の不必要） 8-11
赤田開太 中等教育の源泉としての高等師範学校 11-15

金螺子 東洋問題に対する欧州政局の大勢〔ガブリエル・モノー
博士による論文を翻訳したもの〕 15-21

雑録

早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 21-26

藤岡好古
音義学（承前）　種々の五十音図／阿夜和三行の仮字
／父母の音子音を産む／宥字二音の差別／波音と毛音
の助辞の義

26-30

上野靺鞨
風景雑談五則〔一夜臥床に入りて／憂鬱悲愁の時は／
余は余が愛せる山川風色を思ふ毎に／余は嵯峨突兀／
余は前年漫遊の跡を回思する毎に〕

30-32

牛刀生 東西古今真善美　（四）ソクラテース、アリスタルク
スに貧困を遁るゝ法を教ふ 32-34

文苑

柳里生 花菖蒲 34-36
勝家三篶 磯辺黙想 36-37
みづほのや〔太田水
穂〕 都の友に贈る 37

みづほのや〔太田水
穂〕 短歌拾首 37-38

柳里生 枯木落葉　神は誠／吹けよ風 38-39
柳里生 しのぶ草 39-40
松山勝司 落花 40
伊藤眉橋 春雨／海棠／落花／杜宇 40
木むら〔木村鷹太郎〕「天行建」（鈴木重正君に） 40
木むら〔木村鷹太郎〕或人聖徳太子伝の序文を世に求めければ 40

時評

某公使青木外相を評す 41
大に出兵すべし 41
腰抜け外交方針（中央新聞の） 41
國學院と死学院 41-42
ハーバード大学の愚 42
清国の匪徒 42
分割すべきか支那大帝国 42-43
排外主義は欧人を以て最とす 43
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寧ろ国を盗め 43
東洋平和とは何ぞ 43
日本の名誉 43
日清と唇歯 43-44
世界の平和 44
愛国の同情 44
世界主義の改悔 44
耶蘇新聞の万朝報 44
商権拡張 44
密猟船を追ふ者 44-45
在日清国留学生悦ぶ 45
御用商人富む 45
文芸衰ふ 45
世の為めに逍遥氏を惜む 45
夏期の文学 45
国語漢文の一致 45-46
国文学者の勉強を要す 46
漢学者の大失望 46
国語漢文の試験委員 46-47
国学者洋行の矯矢 47
国語衰へ英人作らる 47
小学校読本の字音仮名を廃すべし 47
誤解二三〔『国語改良意見』『言語学雑誌』『帝国文学』
を批判〕 47

体育奨励に伴ふべき者 47-48
外患盛にして日本主義益盛也 48
新刊紹介〔雑誌〕 48

〔会告〕 木村鷹太郎 諸君に告ぐ〔宇和島帰郷の間の連絡先〕 48
〔新入会員 16名、河口は第 51号に正誤あり〕 48

〔広告〕

冨山房
佐方鎮・後間菊野共著『女子修身書』／児童を愛する
父母は此本を見よ 新治吉太郎編『通俗家庭教育』／
冨山房編集所編『女子教科家庭教育』

育成会

講習会用　ヂユヰー『倫理学綱要』／スチーブン『倫
理学』／ムイアヘツド『倫理学』／サレー『児童心理
学』／リボー『感情及注意之心理』／モルガン氏 比
較心理学／シユライヱルマツヘル氏 教育学／ヰルマ
ン氏 教化学／パーカー氏 統合教授之原理／渡辺龍聖・
中島泰蔵・桑木厳翼・蟹江義丸・中島徳蔵・綱島栄一
郎・篠田利英・大瀬甚太郎・波多野貞之助・熊谷五郎・
金子馬治・久津見息忠・黒田定治・松本孝次郎・塚原
政治・高島平三郎・福来友吉・市川源蔵『倫理心理教
育三大解説書』

博文館 博文館創業十三週年紀念『太陽』臨時増刊「十九世紀」

開発社
ジヤン、ジヤツク、ルソウ著 山口小太郎・島崎恒五
郎共訳『エミール抄』（訂正再版）／足立栗園編述『神
社通覧』（新刊）

松栄堂書店 下森来治編『作文規縄文法指針』（7版） 裏表紙裏
大日本協会 〔奥付〕 裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙
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第 49号　1900（明治 33）年 8月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 会員規則／特別会員／会員の便益の為め／〔奥付〕 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎 日本主義の唱道果して必要なきか 1-4

論説

焉用氏 「マンモニズム」の宣教師としての福沢諭吉〔『学商福
沢諭吉』の一篇を許可を得て転載〕 4-9

〔アナクレオンの引用〕 9

竹芝の浦人
短歌評論〔短歌界の荒涼／国風と鉄幹一派／今の歌風
を 3種に分類／新派の軟文学／『心の筆』の改良／次
号から諸方面の評論〕

9-10

星川清成 聖徳太子論 11-12

研究
竹内楠三 心理学六回講義　第二回 注意の話（上） 12-15
藤岡好古 音義学（三）　乃ノ音と賀ノ音の助辞の義 15-18
星川清成 万葉集に現れたる滑稽 18-22

雑録

早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 22-26

高橋梅園〔高橋龍雄〕

悲歌〔独立自尊／時事新報／排外と拝外／モンロー主
義／義和団／耶蘇教国と非耶蘇教国／印度飢餓／阿片
／樺太奪略事件／独立雑誌／国語科／太陽主筆／米国
新聞のポンチ画／東洋平和／日本出兵／日東の君子
国〕

26-28

文苑

柳里生 『夕すゞみ』　夏の秘密／清新なる眺／遊女と杜鵑〔近
刊の数節を転載したもの〕 28-29

柳里生〔目次では竹
芝の浦人〕 海岸と病院 30-33

みづほのや〔太田水
穂〕 夜逍遥 33-34

筑川漁長 雄たけび〔某将軍の出征に際して〕 34
乗槎〔星川清成〕 深緑 35

平民詩人 虫ぼし集　妹に見せばや／海上の納涼／夕立／沖の夕
暮／闇の露／心して／ある時に／妹のおくりし氷 35-37

岩佐浜月 蛍 37
高松そな子〔高橋さ
な子〕 稲苅る少女〔田舎で教え子に歌わせようとしたもの〕 38

みづほのや〔太田水
穂〕 短吟十首（前号のつゞき）　蘭のうた／懐古のうた 38

漁村の詩人 晩涼集 39

時評

東洋の平和を乱る者（三国同盟） 39
三国同盟を責罰すべし 40
日本兵士と日本外交官 40
平凡時代 40
教育家的平凡化 40-41
嫉妬排擠時代 41
西村氏道徳講話〔名古屋における弘道会での演説に賛
成〕 41-42

福沢の卑劣 42-43
義和団に同情を寄す 43
文士優遇論を一笑す 43
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応問
裸体画の価値（答） 43-44
国家主義より観察する善悪の標準に就て（答） 44

阿波 福井秀三／編者 問〔真善美の解釈について次号で応答〕 44

新刊批評

歴朝聖訓　高橋龍雄君著〔同文館〕 44-45
英国今代史（一名女皇の御宇）上巻〔博文館〕 45
増補三版 活青年　天眼子著〔博文堂〕 45
第十九世紀（太陽臨時増刊第六巻八号）〔博文館〕 45-46

ありはら投 学商福沢諭吉　焉用氏著・大学館発行 46
〔次号予告〕 46
新刊雑誌 46
新入会員　特別会員〔5名、蕨は第 51号に正誤あり〕
／通常会員〔20名〕 47

大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 47
木村鷹太郎 〔上京の知らせ〕 47
木村鷹太郎 広告〔父・木村重脇の死去〕 47

〔広告〕

日本文学会 日本文学会会員募集
松栄堂書店 日本文学会編『神来』
東洋社 女子之友記者総纂『東洋女訓蒙書』
松栄堂書店 夏季最良の読書 柳里生『夏と文学 ゆふすずみ』 裏表紙裏
岡崎屋書店 『文界』第 4号 裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 50号　1900（明治 33）年 9月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義要領 表紙裏

大日本協会 大日本協会々則〔1900年 9月 1日改正〕

〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『神来』
松栄堂書店 夏季最良の読書 柳里生『夏と文学 ゆふすずみ』

日本主義

木村鷹太郎 『人道』と『文明』 1-7

文学士 三好愛吉
現今教育者の一大欠点　（一）教育者の堕落／（二）
今日の所謂新教育者／（三）学校教育の三種類／（五）
教育は何故に行はれざる乎

7-12

大日本協会主幹 木村
鷹太郎 暹羅国全権公使に与ふ 12-14

論説

竹内楠三 単妻主義と離婚〔近刊の一部分〕 15-17
柳沢高之助 学生風紀問題 17-19
壱岐 後藤謙太郎投
〔前号の会員名簿では
謙二郎〕

祖先崇敬の典式を正せ 19-21

研究 竹内楠三 心理学六回講義　第三回 注意の話（下） 21-24
〔高橋龍雄「言語学十回講義」予告〕 24

雑録 早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 24-28

文苑

柳里生
沈黙集　楽しき舟遊／垂死の常夏／芝浦の大観／比丘
尼橋／大根河岸／江戸気質／お稽古／東京の朝寝／銀
座の虫声

29-31

岩佐浜月 鎌倉一日旅行 31-34
渡辺文雄 妻良浦 35-37
琴洋漁史〔坂田琴洋〕神の叫び 37-38
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みづほのや〔太田水
穂〕

剪灯吟　灯取虫／お松が宿〔第 51号に著者名の正誤
あり〕 38-39

谷活東 つゞれ衣 40
平民詩人 田家の夕 40-41
みづほのや〔太田水
穂〕

短吟拾首（前号のつゝき）　奈良にゆく友に（五首）
／閑居のこゝろ（五首） 41

田園詩人 残炎集　十一日、蘆葉の辺に船を浮ぶ／鉢の夏菊によ
せて／ある時に 42

東桂林 登神倉山（山在新宮神武天皇所獲神剣之偉蹟） 42
木村青軒 曝書／周子愛蓮図 42
六泉選　羽全／古詞
／木然／一八／々／
維石／比兵衛／玉藻
／六泉

俳句　納涼、夏痩、雲の峰／玉藻に贈る 42-43

時評

新政党を歓迎す 43-44
我遠征の軍隊に感謝す 44
耶蘇教は亡国教なり 44-45
耶蘇感化力の減退 45
中島博士の御明説 45

応問 真善美の解釈及び其相互の関係〔前号〕 46
三田徳太郎 充足豊富と拝金 46

新刊批評

菅公小伝（井上哲次郎氏著）〔冨山房〕 46-47
東洋女訓叢書 第二編〔東洋社〕 47
第二 才媛詞藻〔東洋社〕 47
清国動乱史〔兵事雑誌社〕 47
兵用清韓両国地図（兵事雑誌社） 47
物権と債権（法学士戸水寛人氏著）〔有斐閣書房〕 47
〔わすれ貝（齊藤緑雨氏著）は次号で批評〕 47
寄贈雑誌 47
新入会員　特別会員〔6名、うち 1名重複〕／通常会
員〔19名、木村・西原は第 51号に正誤あり〕 48

社告〔池田晃（池田花外）の大阪・奈良出張〕 48
大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 48
大日本協会 日本主義第四十九号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕裏表紙裏

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 51号　1900（明治 33）年 10月 1日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 日本主義要領 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎 文学非奨励。文士鞭撻論 1-7
木村鷹太郎 神道界の迷信及び腐敗を攻撃す 7-9

論説

加藤扶桑 偽善者と廃娼論 9-11
鳥取 生田友次郎君 軍隊は何を苦しんで仏徒の説法を要むるか 11-14
岩佐朔村 田舎生活論 15-19
池田花外 日本主義と日本青年 19-20

研究 高橋龍雄 言語学十回講義　第一講 緒論 言語学の定義及ひ範囲　
今日までの研究／日本訳の参考書／言語とは何ぞ 20-23



371〈史料紹介〉大日本協会『日本主義』『新天地』の基礎的事項と総目次

雑録 朔村子 家庭俳会 23-25
弓野俊雄 『国の為』てまり歌〔43頁に著者名の正誤あり〕 25-26

文苑

柳里生 旅日記（武蔵。下総。常陸の眺め） 26-28
与謝野鉄幹 小生の詩 28
みづほのや〔太田水
穂〕 破れ蓮〔前号の著者名について正誤あり〕 28-29

新井未醒 失意篇（新詩社詩草） 29-30
紫筆生 湖畔夕暮 31-32
星川清成 月前述懐 32
しひつ 雑吟十首 32-33

住山永年 短吟十首　秋夕／秋夜／蔦紅葉／鴫／酒／故郷砧／菊
／秋水／琴／落葉 33

六泉選　七星／古洞
／秋水／左兵衛／あ
や女／徳庵／一八／
維石／新声／六泉

俳句　虫、名月、秋の暮／某氏の逝かれけるを悼みて 34

時評

学問浅薄愚論横行時代 34-35
斯波局長と邪教 35
神道本局と野田幹事 35
加藤博士現時の思想界を慨嘆す 36
仏耶両教の急所 36-37
仏教に就きて加藤博士の談話 37
連合軍国の論功会議開設 37
関西出張員池田花外の近信 37-38
人道論の真相 38
娼妓存廃は道義問題に非ず 38

非文居士 文学者 38-39
非文居士 現時の文学は無益文学（一） 39

現時の文学は無益文学（二）〔『北斗』の高田早苗を批判〕39
弓野俊雄 全国に道徳会の勃興せんことを望む 39-40

日露衝突の覚悟 40
明義雑誌の愚 40
伊藤侯と日本主義（十月五日稿） 40-41
東京新聞紙短評　東京朝日／時事新報／日本新聞／中
央新聞／万朝／読売新聞／毎日新聞／報知新聞／日々
新聞／国民新聞／京華日報／富士新聞／日東新聞／
二六新聞／都新聞／〔その他省略〕

41-42

新刊批評

わすれ貝（博文館発行定価三十戦） 42
関西の日光（池田花外氏著奈良県磯城郡多武峰花の中
宿発行） 42

〔荻生徂徠（内田不知庵著）、産業組合法要義（平田東
作著）は次号〕 42

寄贈雑誌 43
正誤〔第 48～ 50号名簿、『国の為』てまり歌〕 43
大日本協会々則 43-44
新入会員　特別会員〔1名〕／通常会員〔24名〕 44-45
社告〔購読と入会／規則書・入会申込書／池田花外の
出張／発行期日の延引〕 45-46
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〔広告〕

護国堂 「国民教育元寇画」／『護国美談』（8版）

岡崎屋書店 松本幸次郎『普通心理学講義』（3版）／永島今四郎・
太田贇雄共編『千代田城大奥』（9版）

社会研究会 社会研究会編『娼妓存廃の断案』

姫百合社 女学雑誌『姫百合』第 2巻第 5号／『姫百合』臨時増
刊『姫小松』／月の桂のや春塘『新泒歌集朝嵐夕雨』

大日本協会 日本主義第五十号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕 裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『新体詩和歌美文集 神来』 裏表紙

第 52号　1900（明治 33）年 11月 10 日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 日本主義要領 表紙裏

日本主義 木村鷹太郎

仏教は我国の歴史上果して何の功かありし　（一）仏
教は日本国民に安心立命を与へたるか／（二）哲学を
日本に与へたるか／（三）仏教は我国に美術を与へた
るか／（四）仏教は我国に知識を輸入したるか／（五）
仏教は日本の道徳を維持したるか／（六）仏教は日本
に文学を与へたるか／（七）結論――仏教の害毒

1-13

論説 法学博士 戸水寛人 対外意見〔訪問時の談話と同内容の『諸大家対外意見
筆記』から抜粋〕 13-19

池田花外 日本主義と近畿人士 19-20

研究 高橋龍雄 言語学十回講義　第一講の続　言語学とは何ぞ／言語
の生理的研究／言語の心理的研究 20-24

雑録 早稲田国文学会 小沢蘆庵伝 24-28

文苑

ひさご〔藤岡好古〕 京都平安神宮時代祭〔「明治三十二年十月廿五日」と
あり〕 28-31

琴洋〔坂田琴洋〕 露子 31-32
美禅 無名の詩人 32-33
はな江 花を植て 33-34
紫筆生 故園夕 34-35
池田花外 偶成 36
池田花外 与友人飲于某楼 36
香木園　住山永年 端吟十首 36
紫筆生 灯火稍可親 36

時評

戸水博士の排仏教〔社員への談話〕 37
耶蘇教は永久我国に発達することなけん 37
日本人種の将来 37-38
二宮孤松氏の日本帝国軍政論 38
加藤博士倫理学者を罵る 38
加藤博士倫理学の急所を突く 39
政治と宗教（『大帝国』の論文）〔摸象の論文に同意〕 39-40
改正小学校令と改正教師 40
禅の愚 40
仏徒の卑劣〔『排仏教』への攻撃〕 40-41
祖先の辱かしむる宗教 41
新思想か旧思想か〔『新人』を批判〕 41
仏徒の最大迷信〔『新仏教』を批判〕 41
詩人仏徒を罵る〔『明星』の与謝野鉄幹に賛成〕 41
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大西祝氏逝けり 41-42
非文居士 文士優待論の敗北 42

非文居士 歌読みのケンクワ〔『ほとゝぎす』『明星』『心の華』
を批判〕 42

新刊批評

世界一週（博文館発行）〔近衛篤麿・加藤高明・井上
哲次郎・大倉喜八郎其他数名の著〕 42-43

荻生徂徠（博文館発行）〔内田不知庵著〕 43
神来（日本文学会編集）〔松栄堂〕 43
産業組合法要義（平田東作氏著） 43
万葉評釈（長井金風氏解）〔古今文学会〕 43-44
諸大家対外意見筆記（二冊） 44
軍事私見 44
娼妓存廃の断案〔社会研究会〕 44
寄贈雑誌 44
大日本協会々則 45
新入会員〔18名〕 45-46

社告
寄書を歓迎す／〔購読と入会／規則書・入会申込書〕 46

柳沢高之助 〔東京毎日新聞社辞職と転居〕 46
〔発行の延期〕 46

大日本協会 日本主義第五十一号目次／会員の便益の為め／〔奥付〕裏表紙裏
〔広告〕 松栄堂書店 日本文学会編『新体詩和歌美文集 神来』 裏表紙

第 53号　1901（明治 34）年 1月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
日本主義 表紙裏
日本主義前号目次 表紙裏

日本主義

大日本協会代表 木村
鷹太郎 新年の詞 1

木村鷹太郎 日本歴代諸天皇の功利主義を讃美し奉る 1-7
木村鷹太郎 文部省の一大怪事（教育勅語に対する大不敬） 7-8
木村鷹太郎 日本唱歌界の幼稚なること 8-10
木村鷹太郎 蛮族スラブに対する人道上の列国同盟 10-12
木村鷹太郎 万国平和協会の決議を駁す 12-13

論説

湯武居士〔湯本武比
古〕 強固持続の意志 13-14

激貶生・激賞生・調
和生

教育界漫評　教育／湯本／然し／辻新〔次〕／嘉納／
杉浦／大学／伊沢／上田〔万年〕／奥田／文部／樺山
／蔵原／小学／今の／心理／ヤレ／人物／女子／女学／
縁の／父母／然ら／如何／耶蘇／日本／美的／惜し／兵
営／専問／眺望／小丘／挿花／大学／大西／放逐／仏教
／坪内〔雄蔵〕／中島〔力造〕／支那〔遠藤隆吉『支
那哲学史』〕／小著／六合／大学／坪井〔九馬三と正五
郎〕／富山〔房〕／文部／視学官／教科／文部／修身
／成富〔正義〕／又曰／蔵原／沢柳／勅語／体育／強
壮／此く／内部／高等／杞憂

15-19

丸山通一
宗教の「オーソリチー」（プロフエッソル、シミーデ
ルの駁論に答ふ）〔独文『真理』第 1年第 1号および
邦文『真理』第 124～ 126号へ反論〕

19-23

坂部行三郎 今後の経済政策と教育 23-24
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研究 木村鷹太郎 余が「東洋倫理学史」に対する蟹江君の批評に答ふ 25-28
星川清成 日本神代の女性　序言／総言／本論 28-30

雑録 竹内楠三
倫理教育国家に就きての雑感　国民の調子／安ぞ邦土
の狭きを患へむ／三 日本女性の美質／四 国民教育に
於ける倫理科の目的

30-35

池田花外 頼山陽と酒（上） 35-37

文苑

与謝野鉄幹 小生の詩 38

坂田琴洋 大杯小杯　元旦口号／わが詩集を『真帆片帆』と題し
て其序に／大鷲曰く 39

信濃の山人 樵夫 40
青蓮白露 初春 40
星川乗槎〔星川清成〕花芙蓉／嶺松 40-41
文学博士 巽軒 井上哲
次郎 （瑣克刺底人物養成譚）題辞 41

高川観瀾 太塔王土窖図 41
春風山人 読青軒先生曝書次韻以呈／次韻花外先生偶成 41-42

飯野星山 新涼夜坐／其二／客舎聴砧／豊太閤／大磯／福原／秋夜
偶作／晩秋即事／偶成／其二用池田花外先生韻／其三 42

蜻州 松原美成 日本帝国／題富士／書剣箱 42
蕨真一郎 寄於日本主義（卅三年十一月） 43
松原美成 聖徳太子／雀 43
香水園 住山永年 近詠十首（三十三年十一月） 43

時評

独逸人発明の日本新字（之を排斥して仮名主義を主張
す） 43-44

穂積博士の非多数崇拝論〔『日々新聞』に賛成〕 44
最大数の最大幸福 44
加藤高明氏の軍政論〔『天地人』の談話を引用〕 44-45
仏教の日本主義化（「新仏教」）〔『新仏教』第 6号の社
説に賛成〕 45

文学流行の弊害と青年 45-46
木村〔木村鷹太郎〕 東洋哲学に答ふ 46
木村〔木村鷹太郎〕 『文庫』に答ふ 46
木村〔木村鷹太郎〕 『文星』に答ふ 46

海老名弾正君に与ふ 46-47
仏教否運の自覚〔『仏教』の言を紹介〕 47
『帝国東洋学会』は愚物会なり 47
『世界に於ける日本人』著者の洋行〔渡辺修次郎〕 47
（？）任命〔尾崎紅葉・幸田露伴・長田秋涛〕 47-48
独帝とクルーゲル。国際道義の真相 48
帝国主義と人道 48

岐阜 長谷川山堂 日本主義の普及に就いて 48
長谷川山堂 志士の言 48
長谷川山堂 地方の教育 48-49

日本主義誌上の人物 49-50
寄贈雑誌 50
新入会員　特別会員〔3名〕／通常会員〔70名〕 50-51

大日本協会々計課 社告〔払込の催促〕 52
〔投書の先送り〕 52

大日本協会 〔休刊と発行日の変更／奥付〕 52
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広告

木村鷹太郎／滝本誠
一・竹内楠三・高橋
龍雄・加藤房蔵〔加
藤扶桑〕・坂田琴洋・
渡辺修次郎・柳沢高
之助・星川清成・池
田花外

謹賀新年

大学館 渡辺修次郎『大久保利通之一生』

〔広告〕

開発社

少年書類第三編 自然の友発行稟告 秋山鉄太郎『通俗
物理学講話』／『修身童話』〔第 1～ 8巻〕／山陰野
史編『教訓俚歌集』／山陰野史編『和歌対照格言集』
／湯本武比古謹選『ちよくごとくほん』

開発社 重田定一・中川正信・中村徳五郎共編『国史便覧』（改
訂 3版） 裏表紙裏

大学館 キセノフオーン著 木村鷹太郎訳『ソクラテース人物
養成譚』 裏表紙

第 54号　1901（明治 34）年 4月 20日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 !!日本主義大改良広告 !! 表紙裏

日本主義
木村鷹太郎 世界に於ける日本の位置より、教育策の根本的改革を

主張す 1-10

木村鷹太郎〔日本主
義子〕

文部省の虚偽。教育勅語に対する不敬〔文部省の取消
請求に反論〕 10-12

蕨悳 折にふれて／世界の平和をおもふ 12

雑録 激賞生・非文居士

思想界雑感　中島〔力造〕／智識／又た／近来／のみ
／此勢／英才／而し／守銭／中島／人生／東洋／大学
／局長／倫理〔『倫理界』〕／中島／師弟／真に／教師
／今日／人物／学問／国家／大義／心機／機械／西園
〔西園寺公望〕／武士〔新渡戸稲造『武士道』〕／殊に
／仏教／ナマ／ミユ〔ミューズの神〕／日本／言語／
洋行／上田〔万年〕／某学／菊池〔謙二郎〕／帝国〔東
洋学会〕／元良／諸君

12-15

文苑 久良岐〔阪井弁〕 寒玉音 16
文部省総務局文書課 取消〔第 53号「文部省の一大怪事」の取消請求〕 16
大日本協会 〔奥付〕 16

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 3版）『西洋小史』（再版）裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

第 55号　1901（明治 34）年 5月 18日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

目次 表紙
大日本協会 御断り〔少頁数での発行〕 表紙裏

前号目次 表紙裏
大日本協会 皇孫の御降誕を祝し奉る

日本主義 木村鷹太郎
帝国版図縮小史　我太初の版図／第一回の版図縮小／
第二回の版図縮小／第三回の版図縮小／第四回の版図
縮小／第五回の版図縮小／結論

1-9
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よみ人不知／白河院 〔和歌〕 9

雑録 注意すべき教育上の二論文　（一）露国の教育施政（教
育時論）／（二）青年の方向（日々新聞） 9-11

文苑
みづほのや〔太田水
穂〕

荒山径　脊戸の細道／清き君には／をかしからずや／
親の仰せ／露に閃く 12-14

左千夫 学生の母にかわりてよめる歌並に短歌 14
大日本協会 〔奥付〕 14

〔広告〕 松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 3版）『西洋小史』（再版）裏表紙裏
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻 裏表紙

『新天地』第 1号　1902（明治 35）年 1月 16日発行
欄名 著者 記事題名・内容・備考 頁

新天地第壱号目次 表紙裏
本誌の性質

大日本協会 社告／〔奥付〕

〔広告〕
冨山房 謹賀新年　池田楽真子『大奥の女中』／『史学界』第

4編第 1号／平出鏗二郎『東京風俗志』
大日本英語学会 会員募集　大日本英語学会
国語漢文学会 国語漢文学会

挿画 竹越与三郎君寄贈 水鏡（仏人ルノアール画）……写真版
新天地子〔木村鷹太
郎〕 新天地／上流社会女性美の消褪 1-7

新天地子〔木村鷹太
郎〕

学界の信用制度破壊者（『校閲』及び『共著』の不徳）
／裸体画論（附色情論） 8-14

短評 マホメツトと日蓮 14
湯本武比古君談話・
本社々員筆記 皇太子殿下御教育談 15-17

漢詩 飯野星山 元旦述懐／其二／無題 17

本社抄訳 露国の義経及び日本民性観（ウフトムスキー公著の抄
訳） 18-19

香畝 平田百蔵 灯下観梅 19

文学博士 元良勇次郎
人生の最大快楽とは何ぞや〔1901年 11月 16日に本
郷中央会堂で開かれた社会教育演説会の演説筆記を元
良が校閲したもの〕

20-26

漢詩
大和 平田香畝 新年口占 26
大和 木村青軒／大和 
池上愛石 新年 26

本社訳

我は如何にして富みしか（米国富豪諸家の談話）　一　
チヤールス、ブロードヱー、ルース氏の言／二　コリ
ス、ピー、ハンチントン氏／三　ラッセル、セージ氏
／四　デー、オー、ミルス氏／五　アンドリユー、カー
ネギー氏／六　ヘッチー、グリーン女氏／七　ジョン、
ワナメーカー氏〔『英国ピアメン雑誌』から訳したもの〕

27-30

漢詩 呉下人 阿蒙録 30
桜巷生 彫刻師の信仰 31-33

挿画 河合英忠実写 仁王像（運慶作）……木版
頼山陽自像の題 33

新体詩 田の字 寅の春 33
小説 秋声〔徳田秋声〕 浜の女神 34-37
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は、な、生〔生々子〕
〔木村鷹太郎〕

独身税〔「生々子」の署名と、木村『真善美』所載の「予
定目次」より木村と推測〕 38-39

短文 何の手紙ならん？ 39
血達摩 人物下衰 39-41
芝浦漁夫 逆風張帆 41
文学博士男爵 加藤弘
之

万国平和会議に就て〔学士会院の雑誌に載った講演だ
が、加藤が『日本主義』への転載を希望〕 42-48

短詩 鳳晶子 尼の君 48-49
挿画 昼と夜（トールワルドセン作）……写真版
小説 谷活東 宝生雲 49-54
短文 星川乗槎〔星川清成〕千年以前の子女教育〔『源氏物語』乙女の巻を引く〕 54

竹内楠三 井上哲次郎氏の哲学を破す〔現象即実在論を批判〕 55-63
新体詩 山本露葉 魂なき馬 63

村田春潮
鳥居及江戸派の浮世絵―所謂芝居絵派―〔図版「仮名
手本忠臣蔵木挽町勘弥座番付」および「勘弥座正月興
行「信太楪蓬来曽我」いばの十郎（市川団十郎）」〕

64-68

ゆ、た、〔湯本武比古〕しらべゆかしき 68
栗島狭衣 老いたる業平 68-69
木村鷹太郎 『詩人業平』序 70

漢詩
大和 青木碧処／宮原
蓬屋／池田花外 看梅 70

大和 平田香畝 灯下看梅 70
活学生〔木村鷹太郎〕歴史家は死学家〔のちに木村の『真善美』に収録〕 71

長歌 島崎友弥 嬢をほむる親のよめる 71
散文詩 鉄槌子〔木村鷹太郎〕来ませヷルカン御神〔のちに木村の『真善美』に収録〕72-74
挿画 ペルシウス像（チエリニ作）……亜鉛凸版
新体詩 清水橘村 春駒〔「田中正造君を」とあり〕 74

竹越与三郎 タルレーラン自叙伝を読む 75-82
短文 星川乗槎〔星川清成〕天然美と人工美 82

木村鷹太郎 バイロンの快楽主義〔近刊『バイロン文界の大魔王』
の一節〕 83-91

木村鷹太郎 快楽詩人アナクレオン序 91
埋木女史〔与謝野鉄
幹〕 木村鷹太郎様まゐる 92-93

新体詩 清水橘村 秋風怨みあり　渡良瀬川 94-96
拈華／活東 新年梅 96
大和 葛城俊治 里梅／鎌足公／春の神祇 96

俳句

麦人／酒石／華仙／
杏村／活東／拈華／
眠花／魯生／十旦子
／杉月／竹山／九秋
／苔花／木居／子松
／百合女／白厓／棠
郎／西男／大羽／白
両／秋郊／時処／賽
水／白雨／白眼／雫
／柳洲／迂外／紅露

穂俵 96-98
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〔「独逸人の亭主」と「女房」の会話〕 98
挿画説明　水鏡／仁王像／昼と夜／ペルシウス像 98-99

星野麦人・谷活東・
小峰大羽共選 俳句募集 99

大日本協会 〔次回の寄稿者／発行の遅延〕 100
木村鷹太郎 謹賀新年 100

〔広告〕

新詩社 鳳晶子『みだれ髪』／『片袖』／『明星』／与謝野鉄
幹『紫』

文友館 上田敏『みをつくし』／上田敏『最近海外文学』

開発社
足立栗園編『日本道徳叢書』／八木原真之助『公徳養
成之栞』／糸左近『帝国地理』『帝国史要』／「自然之友」
第 5巻『自然界の迷信』

松栄堂書店 木村鷹太郎『快楽詩人アナクレオン』

大学館 キセノフオーン著 木村鷹太郎訳『ソクラテース人物
養成譚』

大日本女学会 大日本女学会 新学年を開き会員を募集す 初巻発行
松栄堂書店 木村鷹太郎『万国史』（増訂 4版）『西洋小史』（再版）
松栄堂書店 木村鷹太郎『東洋倫理学史』上巻
暁吟社 青年俳諧雑誌『あかつき』第 1号 裏表紙裏
大学館 木村鷹太郎『バイロン文界之大魔王』 裏表紙

付記　本研究は JSPS 科研費 JP20J20683 の助成を受けたものである。



〈翻訳〉

ノルウェーにおける自由主義の歴史

オイスタイン・ソーレンセン
（山下泰春・大谷崇 訳）

ノルウェーの自由主義の歴史にいくつかのガイドラインを引こうとするときに、
1814年から始めるのは当然のことだろう。この年の 5月 17日に、自由主義はノル
ウェー憲法によってある種の制度的な急発展を遂げた。また、現代の独立国家であ
る「ノルウェー

3 3 3 3 3

」について話すことができるようになるのも、この年が最初である。
1814年以前のノルウェーは、単にデンマークとノルウェーの二重君主制の一部でし
かなく、その中心地もコペンハーゲンにあった。この連合体制は完全に、今日の自由
主義的な思考と結び付けるものからはあまりにかけ離れていた。つまり、この体制は
君主が全ての立法権と執行権を握っていた専制君主制だった。形式的に言えば、国家
機構には君主の権限行使に対抗できるいかなる機関も存在しておらず、1660年から
1814年までのデンマーク・ノルウェーの専制君主制は、ヨーロッパで最も徹底的に
行われた絶対主義的体制を手中に収めていた。

◆贈り物としての自由

それにもかかわらず、1814年以前の時期を強調してみても面白いかもしれない。
この時期のことは〔一般に〕ほとんど知られていない。しかし、私たちの国内の歴史
で、1814年より以前の 50年ほど非常に面白く、とてもエキゾチックな時代はない。
さらに、この時期はノルウェーの自由主義の特色を形作るにあたって極めて重要な時
期だった。この時期が伝統を作り出し、〔自由主義的な〕思想や政治的実践のための
強力な枠組みを提供したのだ。
それゆえ、専制君主制を敷いたデンマークから、とりわけあるドイツ人から始める
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ことにしよう。1700年代後半は啓蒙主義の時代だった。大西洋の両側で、個人の自
由や権利について、経済的および政治的な進歩についての新しい、ラディカルな考
えが花開いた。この時代の理論的なスターは、ロック、モンテスキュー、ヴォルテ
ール、そしてアダム・スミスだった。政治的なクライマックスを迎えたのは二回で、
1776年のアメリカ独立宣言と、1789年のフランス革命だった。
私たちの故国ノルウェーは、既に言ったように、デンマークの支配下にあり、ヨー
ロッパで最も厳しい専制君主制の下に置かれていた。しかし、1770年頃からのデン
マーク・ノルウェー専制君主制の政治状況は、かなり特別だった。専制君主である
クリスチャン 7世（デンマーク王）が、治療が必要なほど頭がおかしい人物だった
のだ。形式的には、彼は全ての立法権と執行権を持っていたが、実際には彼は自身が
置かれていた環境によって操られており、クリスチャン 7世とはうわべだけの統治
者であって、親族ないしは他の非公式なアドバイザーたちが実質的な権力を握ってい
た。1700年代最後の 30年の内に、デンマーク・ノルウェー連合国の君主は幾度かの
クーデターを経験した。それらは、誰かが王に、〔それまで王を操っていた〕アドバ
イザーが政治から退いたことをサインさせたときに起こった。
同時に、新しくラディカルな自由思想がデンマーク・ノルウェー連合内に浸透し
た。 コペンハーゲンの知的なエリートたちは、ヨーロッパの知的営為に対して好感
を抱き、そして事情をよく知っていた。それらの考えに対しては、国内にも重要な基
盤があった。1600年代半ばには、既にデンマーク・ノルウェー連合の政治思想にお
いて自然法思想が中心的な役割を果たしていた。それは専制君主制を正当化するため
に用いられていた―しかしそれにもかかわらず、その自然法思想が精神的な伝統の
一部として存在していたことは重要である。例えば、通常は喜劇作家で知られるベル
ゲン出身の作家ルズヴィ・ホルベア（1684～ 1754）は、1700年代前半のデンマーク・
ノルウェー連合の最も主要な自然法理論家でありかつ専制君主制の支持者でもあっ
た。1700年代半ばには、コペンハーゲンの学者たちの間でモンテスキューの思想に
ついての激しい議論があった。
国内のもう一つの伝統も重要だった。デンマーク・ノルウェーの専制君主制では、
文書化された法律や国家権力から独立した裁判所があったため、他の大抵の国よりも
法的安定性が比較的大きかったのだ。
このような背景からすると、一人のドイツ人の支配は決定的で、それが私たちの国
内における自由主義の伝統の出発点に荒々しい印象を与えた。ヨハン・フリードリ
ヒ・シュトルーエンゼ（1737～ 1772）は、〔デンマーク・ノルウェー〕二重君主制の
ドイツ領出身の医師だった。彼は当てにならない王のクリスチャン 7世の主治医と
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して身を立てた。しかし同時に、彼は王妃の愛人でもあり、強い政治的野心をも持ち
合わせていた。1770年と 1771年の 1年半の間、彼はデンマーク・ノルウェー連合王
国の実質的な絶対支配者だった。
シュトルーエンゼは、新しい啓蒙思想に熱狂的な関心を抱いていた。彼が国の実質
的な権力を握ったとき、大規模で向こう見ずな改革プログラムを開始した。私たちと
の関連性で最も注目に値するのは、彼が 1770年 9月 17日に施行した出版の自由に
関する法律だ。この日まで、デンマーク・ノルウェー連合内で出版された書物には、
事前に厳格な検閲が行われていた。シュトルーエンゼの施行した法は、単に検閲を廃
止しただけではなかった。それは、出版の自由に関する法律では世界で最も踏み込ん
だものだったし、今もなおそう言える。誰もが自身の望むことを、検閲も、制約も、
責任条項もなしに簡単に書くことができた。
もっとも、数ヶ月後には一つの責任条項が追加され、法律は少し厳しくなった。そ
れはとりわけ、シュトルーエンゼに対する激しい非難や、彼の王妃との不適切な関係
についての明らかな当てこすりなどを含んだ大量のパンフレットの山が原因である。
シュトルーエンゼの出版の自由に関する法は、上からの贈り物として与えられた自
由の例である。 それは特に、出版の自由の導入に繋がるような、臣民たちからの圧
力ではなかった。単に決定的な力を持った国家元首による自由の考えがあっただけだ
った。
法の理論的な根拠は全て、啓蒙の時代の精神にあった。つまりそれは、表現の自由
に対する制限は、人々が真理を発見したり、偏見を取り払ったり、権力の濫用を非難
したりすることを妨げるというものだ。中でも特に重要なのが、自由というものが精
神的、経済的、物質的な進歩に明確に結び付いていることだった。
シュトルーエンゼは悲しい運命を辿った。彼は 1772年の初めに起きたクーデター
の最中に罷免され、残忍な手段で公開処刑された。シュトルーエンゼの改革の多くは
廃止の憂き目に遭ったが、全てがそうというわけではなかった。〔例えば〕デンマー
ク・ノルウェー連合での反動が激しい期間があったのにもかかわらず、事前検閲の制
度は二度と採用されることはなかった。

◆原 -自由主義

1784年、新たなクーデターの後、改革派勢力が政権を握った。彼らは、より広い
面で、より慎重な方法で、そしてより広範な社会的基盤を持って、シュトルーエンゼ
の仕事を引き継いだ。1784年以降の時期は、私たちの歴史の中で大きな改革期間の
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内の一つである。改革は、自由主義的な思想に強く影響を受けた人物によって実行さ
れた。この時期に最も力を持っていた人々の中に、クリスチャン・コルビェルンセン
（1749～ 1814）というノルウェー人がいた。
この改革運動の山場の一つは、1787年から 88年のデンマークにおける、いわゆる

農業改革である。概して、この改革はデンマークの農村地方の封建制を廃止し、私有
財産権に基づくデンマークの近代農業の基礎を築いたと言えるだろう。
専制君主体制がノルウェーの完全私有地権（odelsretten）に攻撃を加えたとき、〔私
的〕所有権の原則は同程度に保護されていた。1811年 4月 5日の指令は、完全私有
地権の最終的な廃止へ向けた最初の一歩と目されていたのだ。この運動の背後にいた
中心人物はコルビェルンセンだった。しかし、専制君主体制の改革運動におけるこの
〔完全私有地権の廃止という〕側面は失敗に終わった。完全私有地権は、1814年のア
イツヴォル会議で憲法という形で再び採用されることになった。
専制君主体制の内で基礎となった経済的自由主義思想で最もよく知られた例が、

1797年の税関法である。歴史家たちは、この法が自由貿易の思想のための突破口で
あるとどの程度言えるのか、これまで重商主義志向だった専制君主制との断絶〔とい
う意味合い〕をどの程度含んでいるかについて議論してきた。その〔税関〕法がかな
りの程度国家の税収を上げようとしていたことから、それはいかなる自由主義の突破
口とも呼べないとさえ主張する人もいる。
しかし、そのような意見は、自由貿易思想の誤解に基づいている。〔税関〕法の重
要なポイントは、国家の税収を上げることにあった。とはいえ税収の増加、ならびに
社会の一般的な豊かさの増大は、重商主義の規制を解除したり、諸外国との貿易を解
放したりすることによって達成されるべきだった。今日ではそれは動的税制と呼ばれ
ている。1797年の税関法はアダム・スミスの思想に完全に従ったものだった。
それは偶然のことではなかった。 スミスの『国富論』（1776）は 1779年には既にデ
ンマーク語に翻訳されていた。これには、〔デンマーク・ノルウェー〕二重君主制の
知識人エリートが、当時の政治的・イデオロギー的文献に関心を持ち続けていたこと
が明確に表れている。イデオロギー論争は 1784年以降勢いを増したが、改革派寄り
の専制君主体制は、表現の自由に関してもかなり寛容だった。〔そのため〕1780年代
の後半と 1790年代の前半に、コペンハーゲンはイデオロギー的な方向に特化した専
門誌や出版物で溢れ返った。フランス革命は細かい点まで議論され、1793年および
1794年にはジャコバン派の行ったテロルを全面的に支持するような雑誌すら発行さ
れることもあった。
総じて、コペンハーゲンにおける知的環境は極めて開放的で刺激に満ち満ちてい
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た。この首都はノルウェーの知的中心地でもあったため、ノルウェーの学生たちはコ
ペンハーゲンへ留学していた。ノルウェーの歴史において 1814年世代と呼ばれる世
代はとりわけ、こうした風土で彼ら自身の知的およびイデオロギー的な洗礼を受けた
のだった。

1700年代後半の啓蒙主義的な専制君主制についてはよく語られる。あらゆる点で
1784年以後のデンマーク・ノルウェー専制君主制による統治は、ヨーロッパで最も
啓蒙されていた。もちろん、改革運動には一つ重大な制限があった。それは、そこに
国家形態としての専制君主制を切り崩そうとするものは含まれていなかったというこ
とである。とはいえ私たちとの関連で言えば、1700年代最後の 10年に芽吹いた、国
内の自由主義の伝統における主要な流れをいくつか提示できるだろう。
その伝統は、表現の自由、自由な意見形成や討論の思想、発言に対する寛容さに重
点を置いていた。それはさらに私有財産権の原則、法的安定性、個人の自由にも及ん
でいた。とりわけ、自由貿易に向けられていた。しかし同時に、そこにはエリート主
導という考え方が刻まれていた。その伝統が、政治的デモクラシーの方向へ向けた発
展のきっかけになることはなかった。加えて、伝統は強い国家に重きを置いていた。
強い国家とはつまり、効率的で、行動力があり、社会において幅広い活動領域を兼ね
備えていることを指す。
このエリート主導と強い国家〔という思想〕は、改革を自由主義的近代化という方
向で実行するために必要な道具だった。〔自由主義の〕伝統の中には、そのような国
家に対する強い抵抗はなかった。むしろ反対に、国家の最高権力の側が、新しい自由
主義思想に最も強く惹き付けられていた。
〔これで〕私たちは、官僚主義的でエリート主義的な自由主義について話すことが
できる。同時期のフランス、イギリス、特にアメリカは、これとは明確な対照をなし
ている。1814年以前のこの時期を私は、国内の歴史における「原 -自由主義の時代
（urliberalistiske epoken）」と呼ぼうと思う。

◆古典的自由主義

当然ながら、新しい自由思想が浸透すると、専制君主制は内部からイデオロギー的
に切り崩されていった。これが顕著になったのは、デンマーク・ノルウェー連合国が
ナポレオン戦争であくせくしていた時期、そしてこの体制が全面的に寛容でいられる
ほど、あるいは親改革派でいられるほどの余裕を持ち合わせなくなった 1800年以後
のことだった。
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1814年、ノルウェーはデンマークから離脱した。それと同時に、ノルウェーの政
治的エリートは専制君主制と袂を別った。 5月 17日に公布された憲法は、後の 11
月 4日にわずかに改訂された版に置き換えられたものの、政治的水準においても自
由主義的な性格を強く有していた。
それは国家装置における権力の分配に重きを置いていた。国家権力は、行政機関

（国王と政府）と、立法および承認機関（ストーティング 1）に分割されていた。当時、
憲法はきわめて民主的だった。ストーティングは比較的大きな権力を有していた。例
えば、国王は訴訟において単に延期する拒否権を持っているだけだった。財産所有者
は全員ストーティングへの投票権を手に入れたが、これは実際にはノルウェーの全て
の成人男性のおよそ半分が投票する権利を手に入れたということを意味していた。こ
の分野においては、イギリスやフランスのような国と比べると非常に対照的である。
同時に、憲法は後期専制君主制の重要な特徴を残していた。表現の自由、法的安定
性、私有財産権が成文化されたのだ。より控えめでかつ曖昧だったが、職業の自由や
信仰の自由も同様に成文化された。
こうして、ノルウェーでは 1814年に自由主義的な思想が憲法上に根付いたと言え
るだろう。それは決定的な突破口だった。しかし自由主義の文脈においては、憲法に
はまた限界もあった。ノルウェー憲法には、例えば 1789年のフランスの人権宣言の
ような権利宣言は、原則的に含まれていなかった。既に述べたように、個々の権利に
は何かしらの留保が伴っていた。例えば、信仰の自由の条項だったはずのものには、
ユダヤ人、修道会、イエズス会に対する禁止が含まれており、信仰の自由は酷く損な
われていた。さらにノルウェーの事実上のエリートである公務員には、憲法において
特別な地位が与えられていた。そして、これも既に述べたように、〔農民を理想とす
るような〕農民に対する進歩的ロマンティシズムの雰囲気の中で開かれたアイツヴォ
ル会議で、完全私有地権が再導入されたときに、私有財産権は弱体化したのだった。

1814年から 1884年の期間は、ノルウェーにおける古典的自由主義の時代である。
ノルウェーの歴史家たちの間で、この時代は〔歴史家の〕イェンス・アルプ・サイプ
（1905～ 1992）による表現を使って「公務員国家

3 3 3 3 3

（Embetsmannsstaten）」として知られ
ている 2。政治的に見れば、この期間は国家の実質的な権力を公務員が掌握し、かつ保
持していた時期として特徴づけられる。ノルウェー社会には他の土着のエリートはい
なかったし、エリート側に属する官僚層から、民主化についての思想が出て来ること

1　 ノルウェーの国会のことを指す。
2　 Embetsmann には上級役人という意味合いが含まれており、日本では「官僚国家」とも言
われている。
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もなかった。
一部の歴史家、何よりもまずフランシス・セイェルステッド（1936～ 2015）は、こ
の時期はハイエク流のブルジョア的法治国家という思想によって特徴づけられている
とも力説している。多かれ少なかれ、政治エリートたちには、社会における国家の機
能は制限されるべきであり、国家の決議は予測可能性や平等な処遇というような超法
規的な規準で拘束されるべきであるという通念があった。
ノルウェーの歴史におけるこの古典的自由主義の時代において、自由主義とは―

広く緩やかな意味で―イデオロギー的なヘゲモニーを握っていた。この広範なイデ
オロギー的枠組みの内部では、さまざまな傾向性や政治的方向性を指摘することでき
る。自由主義的ではない他の思想の要素すらも見て取れるだろう。しかし全体的に
は、自由主義思想には強大な権威や影響力があったため、あらゆる政治的討論や議論
にそっと表れては、その痕跡を残していた。

1814年から 1884年のノルウェー政治のメインストリームは、専制君主制下での原
-自由主義の継続と見なされなければならない。啓蒙された自由主義志向の公務員は、
1814年以前の国家を実質的に統治していた。彼らは 1814年以後も同様に、実質的に
統治し続けた。政治的には、ノルウェーはスウェーデンと連合していたが、その連合
は非常に緩く、ノルウェーはほぼ完全な内部の自治を手にしていた。コペンハーゲン
およびデンマークとの紐帯は 1814年に断たれたが、エリートたちは依然としてヨー
ロッパ思想の潮流と密接に関わっていた。
ノルウェーの古典的自由主義の全盛期は 1840年から 1870年の間である。1814年

から 1840年までは、新たな公務員体制はスウェーデン王との政治的連帯および対立
によって特徴づけられていた。1870年以降、この体制は衰退し始め、純粋に防衛的
な立場になった。しかし、全盛期においてこの体制は、積極的で効率的、そして権威
主義的な国家権力に推進されて、近代化ならびに改革運動を展開したが、それらは同
時に制限された権力だった。
一方でその改革運動は、古い障壁や経済的特権を切り崩すことによって、より安定
した、自由な経済基盤を獲得しようとしていた。国家の指導者たちは、ノルウェーの
国内に市場を作ろうと考えていた。さらに重要で印象的なのは、海外の関税という壁
を取り壊し、廃止しようと試みたことだった。

◆近代化の推進

近代化運動が特に推進していた分野が二つあった。それは一方では、道路や運河、
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鉄道や電信機などの交通分野を拡充することだった。国家はアダム・スミスの思想に
則り、交通分野の拡充に積極的に努めていた。また他方では、1800年代半ばにノル
ウェーで急速に拡大した、大規模な商用ルートである海運を拡充するための条件を作
り出すことが課題だった。ノルウェーの公務員エリートたちには、世界の用

オペレーター

船主とし
てのノルウェー、世界中の全ての海に浮かぶノルウェーの帆船、海岸沿いにある全て
の港や入江にあるノルウェーの船舶業者や造船技術者たち、というような考えがあっ
たのだ。
これらの考えはまたしても、進歩に対する信念や発展に対する楽観主義に特徴づけ
られる、根本的なコスモポリタニズムに根差している。その観点は、自由貿易、平
和、淀みのない経済成長および豊かさ〔といった発想〕が占めており、国境というも
のがより一層重要でなくなった世界である。
例えば、1840年から 1870年の時期におけるノルウェーの二人の重要な政治家およ
び政治思想家である、アントン・マルティン・シュヴァイゴー（1808～ 1870）とフレ
デリック・シュタング（1808～ 1884）にはそのような考えが見出せる。両者とも 1830
年代のいわゆる知識人サークルに所属しており、詩人のヘンリーク・ヴェルゲラン
（1808～ 1845）の〔ような人物の〕強力な敵対者として頭角を現した。シュヴァイゴ
ーは古典派経済学理論と自由主義的イデオロギーに精通した、法学者兼、ノルウェー
で最初の社会経済学の教授として大成した。シュタングも同様に法学者だった。シュ
ヴァイゴーが政治活動に積極的だった頃でも、ストーティングの議員以上のものにな
ることを考えていなかった一方で、シュタングは大臣を務めており、何年にもわたっ
て首相でもあった。極端に言えば―とはいえそこまで極端だった訳ではないのだが
―、自由主義が全盛期を迎えていた頃のノルウェーを統治していたのは、この二人
であると言える。
同時に、シュヴァイゴーもシュタングも、古めかしい権威主義的なエリート主導の
支持者だった。彼らにとっては最も優れた者による統治は当然のことであり、場合に
よっては政治的な強制を用いることも同様に自明視していた。それどころか、政治的
な民主化に対して拒絶的な反応を示してさえもいた。
この権威主義的でエリート主義的な〔自由主義の〕メインストリームと並行し
て、私たちは公務員国家時代のノルウェーにおけるオルタナティブで対抗的な自
由主義の流れについて話すことができる。1830年以降の、いわゆる農民反対派
（bondeopposisjonen）はストーティングに対して政治的抑止力としての要素を備えてい
た。当初、ノルウェーの農民政治家は政治システムの変革を望んでいなかった。彼
らにはある種の反国家的な性質があり、利害関係の駆け引きにせっせと励んでいた。
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〔農民政治家たちが〕主に望んでいたことは、中央集権的で権威主義的な国家に対し
て、できるだけ波風を立てないでいることだった。〔例えば〕初期の頃の農民政治家
にとっての政治的勝利とは、1837年に地方自治権―参

フォルマンスカープ

事 会法―が導入された
ことだった。もう一つの勝利は、それとほぼ同時期に直接的な国税が廃止されたこと
である。とはいえどちらの改革も、指導的な公務員の指揮の下で行われた。農村部の
政治とは、よく言われるように、とにもかくにも利害関係の駆け引きである。しかし
経済的自由主義の考えと、農民政治家たちが自身の利益と解釈していたものは大方一
致していた。それは小さくてちっぽけな国家権力という考えで、また農村部における
貿易を自由化するような改革プロジェクトでもあった。
この文脈において共通して言える重要なことは、利害関係は常に理念を通じて表現
される必要があるということだ。1800年代半ば、自由主義の理念には相当強力なヘ
ゲモニーがあったため、農民の利害関心は自由主義的な言説を通じて繰り返し正当化
されていた。
そうは言っても、優勢だった農村政治は明らかに日和見主義的だったということも
強調されなければならない。ストーティングの農民たちは都合に応じて、関税という
壁に賛成に回ったり、反対に回ったりした。より正確に言えば、自分が生産するもの
に応じて、賛成したり反対したりした。一般的に、穀物を生産する東部の農民は、穀
物の厳格な関税に賛成し、一方の西部の農民はそれに反対した。これがバターに対す
る関税になると、事情は逆転した。ストーティングに所属する、より理論志向の公務
員は、そのような政治分野でも彼らの考えを表明できるよう、駆け引きのための策を
より多く講じる必要があった。
思想の自由に関する問題において、ほとんどの農民政治家は不寛容な態度をと
った。同様に、彼らは完全私有地権が廃止されるのを防ぐことにも成功している。
1850年代に、シュヴァイゴー率いる自由主義的な公務員たちが、専制君主制の改革
運動をこの分野で続けようとしたとき、彼らはストーティングにおいて制度上の過半
数の議席を獲得することができなかった。とはいえそれは、1857年に完全私有地権
をただ廃止することについての過半数であって、農村部での私有財産に対するそのよ
うな賛成は、今日に至っても見られていない。
もちろん農民の政治家たちの中にも、より一貫して自由主義的であるように見える
人もいた。その中心的な人物の名前はセーレン・ヨーベック（1814～ 1894）と言い、
1845年から 1890年までストーティングの議員だった。ヨーベックは独学で徹底的に
本を読んだ、急進的で筋金入りの自由主義者だった。彼は鉄道の敷設や、ビョルンス
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ティエルネ・ビョルンソン（1832～ 1910）に対する芸術手当 3、あるいは農業学校など
のような、国家の支出を増大するためのほとんど全ての試みに対して反対票を投じて
いた。制度的な観点からすると、ヨーベックは過激派で、公務員主導のやり方に鋭い
牙を向けていた。彼は絶えずより民主主義的な方向へと移り、挙句には共和主義者で
あるとさえ言われることもあった。ヨーベックの最盛期は 1860年代から 70年代で
ある。この時期に彼は、農村政治のさらなる過激化に寄与した。
ともあれヨーベックも、自身の主

ドクトリン

義に完全に準じていたわけではなかった。彼もあ
る程度は利害関係の駆け引きに感化されていた。例えば、彼は安定した低金利政策の
支持者だったが、それは例外のことだった。ヘゲモニー主義的でエリート主義的な公
務員による自由主義と比較して、ヨーベックは他の誰よりも別

オルタナティブ

様の自由主義を体現
していたというのが、主な見解である。

◆自由主義の衰退

1884年、ノルウェーにおける公務員指導が打倒され―より端的に言えば―議
会制度が導入された。旧体制を打倒したのは、幅広い党派から構成された連合、つま
り異なる政治的急進派からなる連合だった。セーレン・ヨーベックはこの〔幅広い〕
連合に属していた 4。しかし彼の時代はもう過ぎており、彼が打ち出した自由主義的な
代
オルタナティブ

替案は政治的な影響力を発揮することはなかった。それどころか、自由主義は押し
戻されることになった。〔自由主義の〕政治的ヘゲモニーは失墜した。ここ 100年の
メインテーマは、ますます強くなる国家権力およびその影響範囲の拡大だった。
農民反対派の急進的な要素は、社会的急進主義の方向に、つまり社会における経済
的および社会的問題を解決するために国家を積極的に利用したいという急進主義の方
向へ発展した。国家にとって全く新しい使命が、ますます政治的思考においては支配
的になった。それは要するに、社会の構成員たちの間の財産の、直接的かつ体系的な
配分を通じて社会的平等を生み出すことだった。政治的および社会的民主主義につい
ての考えは、多くの関

ア ク タ ー

係者および多くの分野において、個人の権利の上位概念となっ
た。
それと同時に―これが重要でないことということはないのだが―1700年代と

1800年代の自由主義者たちの考え方の重要な要素が生き残っていた。つまり表現の

3　 1863年から 1962年まで行われた、ノルウェーの優れた芸術家に対する特別手当のこと。
4　 ヨーベックは、1888年に設立された穏健左派党（Moderate Venstre）に所属していた。
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自由、結社の自由、信仰の自由、法的安定性についての思想である。また、私有財産
権の概念も相変わらず中心的だった。新たな歴史的および政治的文脈においては、こ
うした考えが開発され、希釈され、適応されることになった。それは例えば所有権の
場合には明白である。しかしそれにもかかわらず、所有権の考えはノルウェーにおい
て、イデオロギー的・政治的文化の重要な一部となった。
昔ながらの自由主義の主流派たちはある程度生き残り、1884年から 1914年の時代
の新たな状況に順応した。社会経済学の分野では、古典的経済学の教義が常に遵守さ
れていた。〔ここから〕私たちは、政治における右翼、保守党（1884～）および自由
民主党（1909～）において強力な自由主義的要素を見出すことができる。特に、自由
民主党を取り巻く環境は、思想の自由や個人主義に、そして権威主義的な民主主義へ
の態度に対する反感に強く結び付いており、このことは当時における主要な「問題」
である禁酒問題（avholdssak）5と言語問題（målsak）6に例示されている。こうした環境に
おいて、私たちは当時の偉大な政治的「酋長

3 3

」である、クリスチャン・ミッケルセ
ン 7とフリチョフ・ナンセン 8を見出すことになる。
このような環境では、自由貿易に対する擁護（例えば、保守党首相フランシス・ハ

5　 1800年代前半のノルウェーでは、アルコール消費量の増大が社会問題となり、1830年代に
なるといわゆる「節制協会（måteholdsforeninger）」が出現する。これはイギリスやアメリカ
の禁酒運動を参考に生まれたものだったが、決して完全な禁酒を呼びかけるものではなか
った。だが、1859年にノルウェーの教育者・社会改革者のアスビョルン・クロスターが国
内初となる完全禁酒協会を設立すると、運動は急成長を遂げ、第一次世界大戦が起こった
1914年からは立て続けに蒸留酒やワインなどの販売や提供が禁止されるようになり、1927
年になるまで続いた。

6　 ノルウェーにおける国語をめぐる問題。デンマークとの連合解消後、ノルウェーは文化的
にもデンマーク語からの影響を逃れようと、自国の言語を発明する機運が高まっていた。
一方では、デンマーク語からの影響をある程度残しつつも、それにノルウェー独自の語彙
を加える「リクスモール（riksmål；国語）」が、そしてもう一方で、デンマーク語からの影響
をほとんど受けてこなかったノルウェー西部の言語を基盤に、新しく発明した「ランスモ
ール（landsmål；地方の言葉）」が発明された。1850年代以後、長らくの間どちらがノルウェ
ーの「国語」に相応しいかの論争が巻き起こっていた。これらが、現在のノルウェーの二
つの公用語「ブークモール（bokmål；書物の言葉）」と「ニーノシュク（nynorsk；新ノルウェー

語）にそれぞれ発展した。
7　 1857年生～ 1925年没。ノルウェーの海運王・政治家。1905年から 1907年までノルウェ
ーの初代首相を務め、1905年のスウェーデンとの連合解消の際に中心的な役割を果たした。

8　 1861年生～ 1930年没。ノルウェーの探検家・動物学者・国際政治家。北極探検のパイオ
ニアで、探検成功後は難民活動にも精力的に取り組み、1922年にノーベル平和賞を受賞す
る。
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ーゲルップ（1853～ 1921）のような人物）も見出せるが、指導的な役割を担った政治
的傾向は全く別の方向へと進むことになった。ノルウェー独自の自由主義の伝統から
引き継いでいたものは、とりわけ個人主義的な態度と自由主義的な考えの要素が、エ
リート思想および、強力で権威主義的、そして効率的な国家による指導への欲求と結
び付いていた点が挙げられる。しかし、そこには重要な何かが欠けていた。それはつ
まり、シュヴァイゴーやシュタングの相続人たちには、近代化およびラディカルな衝
動が欠けていたのだ。その代わりに問題となっていたのは、既存の社会秩序を防衛す
る闘争、つまり民主主義からの、そしてますます巨大になりつつある、社会主義の台
頭からの脅威に対する闘争だった。

◆戦間期

第一次世界大戦およびロシア革命の後には、自由主義の影響を受けた保守陣営の一
部が、社会主義の脅威に駆られて、ヨーロッパで台頭した新しい権威主義的体制に媚
を売るようになった。これはとりわけムッソリーニのファシスト・イタリアが該当し
た。こうした二重性、つまり個人主義的な基本姿勢と権威主義的体制に対する誘惑と
の間の揺れ動きは、詩人のニルス・シェーア（1870～ 1924）が尖った形で表現してい
る。彼は一方では、ムッソリーニの権威主義的で集産主義的な国家を掛け値なしに賞
賛することができた。「一つの民族が支配することはできないし、またするべきでは
ない。……一人の男に我々を支配させよ」と、1923年に彼は書いている。
その一方で、シェーアは一貫した個人主義を表明していたため、アルコール禁止政
策についての国民投票の参加を拒否した。「私が何を飲むべきか、あるいは何を信じ
るべきか、それは大多数にとっては関わりのないことだ。……それは私自身以外の誰
にも関わりがない」と、彼は宣言した。国民投票を受け入れた、〔アルコール〕禁止
の反対者たちを、彼は原理的に批判した。「彼らには個人の自由についての考えが抜
け落ちていた。彼らは過半数に何かを決定する権利を与えたのだ、過半数には関係の
ない何かを。つまり、市民一人一人が何を飲むのが許されるべきかということについ
て、過半数が決めることを認めてしまったのだ」。
この権威主義的体制への媚び売りはただの媚び売りだった。自由主義的な思想、つ
まり個人主義的な姿勢が強すぎたのだ。しかし、第一次世界大戦後に訪れたこの緊張
は、同時にノルウェーの伝統的な自由主義の主流における大きな特徴をなしていた。
長期的に見れば、1800年代のノルウェーの自由主義は、他の多くの国々よりも国家
との親和性があったように思われる。その一方で、戦間期のノルウェーの保守陣営
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は、他の多くの国よりも権威主義的・ファシスト的な思想にあまり関心がなかったよ
うにも見えるかもしれない。

1930年代はノルウェーで、ヨーロッパで、そして世界でも、自由主義が最も暗か
った時代だった。国家による解決策が、右でも左でも重視されていた。全体主義の思
想が著しく高まっていたのだ。その 10年は、資本主義や古典経済学にとっても険し
い危機の時代でもあった。危機はとりわけ広範な失業というかたちで現れた。資本主
義システムはもはや機能していないようだったし、古典経済学の理論もその問題に解
決策を与えることができないように思われた。そうした解決策は、国家による包括的
な指揮および管理にあるように見えた。計画経済という言葉が、多くの政界人たちの
流行語になった。スターリンのソヴィエト、ヒトラーのドイツ、ムッソリーニのイタ
リアは、見たところ政治的民主主義〔を選択した他の国々〕と比較して成功を収めて
いるようだった。ジョン・M・ケインズは、より穏やかなかたちで、経済に対する国
家介入のための理論的根拠を提供した。ノルウェーでは、自由主義がますます押し戻
された。社会経済学者たちの間では、ケインズ派と計画経済派の考えが盛んになっ
た。「祖国」グループは、自由民主党の周りを取り囲む党派の一種の延長で、自由主
義は死んだと宣言し、計画経済やコーポラティズムによる解決策を提唱した。産業界
でも著名な大物たちは、自由主義の立場から離れ、ますます国家の介入を受け入れ
た。
概念としての自由主義は、何よりもまず自由党に、そしてとりわけ『日刊新聞

（Dagbladet）』紙との繋がりを意識していた党派の人間に結び付いていた。しかしその
自由主義は完全に希薄化されており、古典的な自由主義の立場からは完全にかけ離れ
ていた。イデオロギー的には、思想の自由や政治的民主主義を擁護していたものの、
他の点では社会のほぼ全ての分野において、国家による解決策を口にしていた。
政治的に全くの部

アウトサイダー

外者の立場からであれば、小さな環境下においてのみ私たちは、
純度百パーセントの古典的自由主義を見出すことができるだろう。このイデオロギー
の中心地は、トリグベ・J・B・ホフ（1895～ 1982）が 1935年から編集長を務めるよ
うになった専門誌『セールスマン（Farmand）』だった。『セールスマン』は、経済の
自由を方針に掲げていたビジネス雑誌だった。しかし、ホフが買い取ってからは、そ
の雑誌は広く一貫して自由主義的な考え方が特徴となった。ホフは社会経済学の学位
を持っていた。彼の博士論文である「社会主義圏における経済評価」（1938）は、社
会主義の計画経済の根本的批判を行い、1930年代末のノルウェーにおける社会経済
のメインストリームから明確に離れることになった。そうした理論的背景および政治
的アウトサイダーの立場により、トリグベ・ホフは国内の重苦しい自由主義的伝統か
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らは比較的解放されていた。1700年代後半から、そして 1800年代からの官僚的な、
国家に親和的な自由主義は彼に特段目立った痕跡を残すことはなかった。
『セールスマン』に対するホフの大局観は、反自由主義の時代において自由主義の
旗幟を高く掲げることだった。「これは世界観の問題であり、今現在勝っていると思
うかどうかにかかわらず、そのために闘う」のだと、彼は 1936年に書いている。ホ
フは志を同じくする海外の人々と良い関係を築いた。その関係は彼が第二次世界大戦
中、アメリカに一時期滞在していた際に強化されることになった。ドイツ占領下のノ
ルウェーで、ホフは『セールスマン』が、国内の報道機関として初めて 1940年の夏
にドイツ当局によって全面的に禁止されるのを体験した。ちなみにホフは 1942年の
数か月間、グリニ強制収容所の囚人でもあった。

◆戦後期

第二次世界大戦後の期間も、ノルウェーにおける自由主義の全盛期とは明確に言え
ないだろう。これはとりわけ 1980年頃までの期間についてが当てはまる。1945年以
降の主な社会的傾向は、国家の権限や国家の支出の分野での爆発的な成長だった。二
つの明確な目的のために、福祉国家が築かれた。まず一つに、全ての市民に、比較的
高水準の社会保障を提供するためと、もう一つに社会的・経済的平等を確保するため
だ。社会経済学が理想としたのは、私有財産権への強力な介入を伴う、政治的に統治
され組織化された資本主義だった。社会経済学の分野ではケインズ経済学や計画経
済学を志向する傾向が強く、ラグナル・フリッシュ 9、トリグベ・ホーヴェルモ 10、レイ
フ・ヨハンセン 11などが有名である。また同時に、指導的な役割を果たしていた社会
経済学者と、指揮を執っていた DNA12との間には緊密な関係性があった。
他方で、非民主主義的で全体主義的な解決策は、ヒトラーの国民社会主義によっ
て、そしてある程度はスターリンの共産主義によって、完全に信用を失った。1945
年以降のノルウェーの社会は、比較的大きく思想の自由や表現の自由が確保されてい

9　 1895年生～ 1973年没。計量経済学の祖で、1969年に初のノーベル経済学賞受賞。マクロ
経済学・ミクロ経済学を考案した人物とも。

10　 ノルウェーの経済学者。1911年生～ 1999年没。フリッシュの弟子で、計量経済学を発展
させ、その基礎理論を構築した。1989年にノーベル経済学賞を受賞。

11　 ノルウェーの社会経済学者。1930年生～ 1982年没。フリッシュやホーヴェルモと併せて、
オスロ学派の旗手として知られる。

12　 ノルウェー労働党 Det norske Arbeiderpartiの略称。
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たことが特徴的だった。さらに、関税保護主義の潮流も、1930年代におけるそれよ
りも弱まっていた。
自由主義の状況については、ホフは 1940年に彼が中断したところから再び出発し

ていた。『セールスマン』は依然として自由主義的イデオロギーの中心地だった。そ
の著書『平和と未来―自由主義政治の道』（1945）の中で、ホフはより詳細にマニ
フェストを発表した。そして国際的にもホフは彼の同志との関係を絶やさずにいた。
フリードリヒ・フォン・ハイエクが 1948年にモンペルラン・ソサイエティー 13の主
導権を握ったとき、ホフは創立者の一人として招待された。
非
ボ ル ガ ー

社会主義陣営の政治状況においては、DNAの計画経済思想に対し、いくらかの
抵抗感があった。保守党には依然として自由主義的な要素はあったが、これらの要素
はしばしば漠然とした、希薄なかたちで存在していた。これは 1950年代初頭の、い
わゆる委任法をめぐる論争で特に表れている。保守党の周辺、および内部では自由主
義的な思想が「リベルタス（Libertas）」という組織で研究され、涵養された。その組
織は 1947年に設立されたが、いくらかややこしいスタートを切ることになった。〔と
いうのも〕その設立は秘密裏に行われたために、1948年には労働党新聞がこの組織
を、ノルウェーにおいて秘匿されていた、ビジネスのための利益団体であるとして
大々的に暴露したためである。
次第に「リベルタス」は研究センターを設立し、自由主義的な内容の本やパンフレ
ットを数多く出版するようになった。もしこの組織が自由主義に対する明確な親和性
があったとするなら、保守的な文脈で言えば『ミネルヴァ』誌の周辺一派が、ある種
のイデオロギー的片割れをなしていた。1960年頃、『ミネルヴァ』派は自由主義に対
してイデオロギー的攻撃を続けており、自由主義思想が政治的復活を果たすというよ
うな兆しはほとんどなかった。

◆自由主義よもう一度？

1970年代の初め―より正確には 1972年に―、当時頭の切れる観察者だった政
治学者、オイヴィン・オステルー（1944～）は、自由主義の運命を次のように皮肉た
っぷりな表現で描写することができた。「しかしビジネス的な自由主義と、国家介入
に対する原則的な反対は、今日では 『朝刊（Morgenbladet）』 誌の文化欄や 「リベルタ

13　 1947年に設立された、自由主義を称揚する国際組織。創設者メンバーにはハイエクの他
にもカール・ポパー、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、ミルトン・フリードマンなどが
いる。
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ス」、そして 『セールスマン』 でしか見かけない、もうすっかり忘れ去られた存在と
なっている。そしてそこでも、留保無しに、という訳にはいかない」。
ただ、10年後にイデオロギーが風向きを大きく変えたため、皮肉る相手を変えた

い誘惑に駆られるかもしれない。そしてオステルーの確言からわずか数年後、自由主
義イデオロギーの復活にとって非常に意義深い政治現象がノルウェーで起こったの
だ。それはつまり、税金や公共料金の大幅な引き下げや、公的な介入の減少を訴える
アンネシュ・ランゲ党の発足である。
『セールスマン』や「リベルタス」を政治的な部

アウトサイダー

外者の立場と見なさなければなら
ない場合、1950年代および 1960年代のアンネシュ・ランゲ（1904～ 1974）のような
人物はより一層そうであると言えるだろう。ランゲは 1930年代においては「祖国」
グループの活動的なメンバーだった。1940年より前は、彼も計画経済や協同組合的
な考えに強く影響を受けていた。しかし戦後、彼はより自由主義的な思考により惹か
れるようになった。ランゲは『犬新聞（Hundeavisen）』―後に『アンネシュ・ラン
ゲ新聞』に改称―の刊行や、多くの組織を通じて、自身の政治的およびイデオロギ
ー的なビジネスを営んだ。

1973年に彼は、ノルウェーの政治状況に不意に訪れた政治的勝利を経験した。ラ
ンゲは税金や公共料金、公的介入を大幅に削減するためにアンネシュ・ランゲ党
（ALP）を設立し、4つの議席と 5パーセントの得票率を獲得してストーティングへと
漕ぎ出した。

ALPは、何よりもまず、ますます全面的になっていく国家権力に対する、ポピュ
リスティックな抗議運動だった。その意味で、この党は 1800年代半ばの農民反対派
とある種の類似点があった。党の初期段階を見れば、明らかに自由主義的な特徴を見
出せるだろう。しかし、徹底的な、一貫性のある自由主義的な基盤は全く存在しなか
った。この党および党首のイデオロギー的・政治的土台は非常に複雑で、保守的な権
威主義の要素が自由主義的な考え方の要素と、隣り合わせで存在していた。〔そのた
め〕ALPは、フリードリヒ・ハイエクの支持者、アイン・ランドの支持者、そして
南アフリカのアパルトヘイト政策の支持者を心から歓迎することができた。

ALPは単なる政治的エピソードのひとつのままであることもできたかもしれない。
この党が次第にそれ以上のものへと発展したとき、それは非常に性格が異なる要因に
よってそうなったのだ。それらの中には、間違いなく政治的な巡り合わせと、非常に
優れた政治的職人技があった。私たちの文脈においては、次のことが特に重要だろ
う。それはまず、1970年代半ばから起きた国際化、とりわけ 1980年代のそれは、多
くの点で 1930年代と正反対であるということだ。1930年代における 10年間は、古
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典的経済学および資本主義にとっての危機の時代だった。1980年代にとっては計画
経済と社会主義の危機であり、それには 1989年の秋における東欧の動向、そしてそ
のクライマックスとして、その劇的な証明としてのソビエト社会主義の崩壊が伴って
いた。1980年代は、ヨーロッパの福祉国家にとってもある種、危機的な時代だった。
福祉国家が引き受けた全ての課題を解決するという問題が、ますます差し迫ったもの
に映った。最後に、1980年代は社会経済におけるケインズ主義が理論的危機を迎え
た時代だった。ケインズの介入主義的解決策は、もはや機能していないようだった。

1989年以降は、経済発展およびイデオロギー的風土の両方がいくらか混迷してい
た。旧ソビエト連邦の地域および東欧の発展は、一部地域においては自由主義的な解
決策のための良い宣伝材料となっている。だが、他の場所ではそうではない。とはい
え計画経済および国家的な統治からの転換は、世界の他の場所でも顕著になってきて
いる。それは経済の自由化が驚くべき景気向上に繋がった中国やインドで最も明確に
見られる。世界的に「グローバリゼーション

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

」という言葉が流行語になったが、それ
は一部の人にとっては侮蔑語となった。
言い換えれば 1980年代とは時代の変化を意味していた。80年代以降の時代は、自
由主義的な思考様式にとって、重要なルネサンスを経験したということで特徴づけら
れる。自由主義思想は、イデオロギー的覇権をめぐる真剣な競争のただなかにあった
し、それは今でもそうである。このことは、単に 1980年代の政治的勝利者―アメ
リカにおけるレーガンおよびイギリスにおけるサッチャーの信奉者たち―の自由主
義的な要素を見て明らかだと言っている訳ではない。少なくともその反対派たちを見
ても、時代の変化は同じくらい明白である。例を挙げれば、ビルおよびヒラリー・ク
リントンのイデオロギー的内容を、1960年代のリンドン・B・ジョンソンやヒューバ
ート・ハンフリーのイデオロギー的観点と比較することができるだろう。 あるいは、
英国の労働党を見ても明らかである。トニー・ブレアの「新

ニ ュ ー ･ レ イ バ ー

しい労働党」のイデオロ
ギー的綱領は、1960年および 70年代の同党の社会化への熱意と、特に接点を多く持
っている訳ではない。
ノルウェーでは、1980年代初頭の「右翼の波（Høyrebølgen）」と呼ばれる時期にお
いて、明白な自由主義的要素があった。ノルウェー労働党（DNA）はといえば、明ら
かに守勢に回っていた。80年代半ばの同党の「自由運動

3 3 3 3

（Frihetskampanje）」のよう
な現象は、そのような特徴を宿している。80年代には、今日ではまったく考えられ
ないような立場―例えばノルウェー放送協会（NRK）による〔放映権の〕独占など
―が、労働党においては当たり前のことと見なされていた。総じて注目されるべき
なのは、自由主義に関連する観念は、ここ 20～ 25年間において、政治的境界線を
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超えて目に見えるインパクトを与えてきたということだ。社会主義左派陣営におい
て、社会主義的計画経済の導入を求める声がほとんどないということが、このイデオ
ロギー的環境をよく表している。そしてこのイデオロギー的環境を表しているもので
もう一つ大変重要なのが、社会の一般的な発展に関しても、政府やストーティングで
の政治的思考に関しても、「市場自由主義

3 3 3 3 3 3

」という言葉が、一種の侮蔑語として広く
使われるようになったということだ。この言葉は労働党主体の政府に対しても使用さ
れている。この歴史的・イデオロギー的観点において、私たちは、1980年代から今
日に至るまでの、より洗練され一貫した自由主義勢力を位置づけなければならない。
このことはなによりも、進歩党（Fremskrittspartiet）の内部およびその周辺の非常に
強い自由主義的要素といった、より広範な政治的文脈に関わっている。1980年代、
進歩党の青年組織 FPUの内部およびその周辺で、自由主義派の強力なグループが形
成された。このグループは 1989年以来ストーティングに登院している。数年間、非
常に純粋な自由主義がこの党における強力な潮流だった。最も知名度の高い代表は、
ストーティングの議員であり、副党首のトール・ミッケル・ヴァラ（1964～）とポー
ル・アトレ・シャルヴェンゲン（1960～）だった。自由主義の潮流は、他のイデオロ
ギー的潮流、とりわけさまざまな形態の右翼ポピュリズムと緊張関係にあった。しか
し、自由主義の潮流は、党首のカール・I・ハーゲン（1944～）でさえ明らかに影響を
受けたほど強力だった。

90年代の初め、進歩党内部で、純粋な自由主義者と他の潮流との間の対立がより
明らかとなり、1994年にハーゲンと同党の多数派は、自由主義的潮流と袂を別った。
その後も、進歩党はみずからのことを自由主義的な党であると主張し続けた。しか
し、イデオロギーと政治における自由主義的要素は非常に弱体化し、断片化した。同
党から離脱した自由主義者のなかには、その後保守党やノルウェー自由党に加わった
者もいれば、政治から身を引いた者もいた。
進歩党の外部では、1994年前後に、知識人の小さな自由主義グループが存在して

いた。『セールスマン』は 1989年まで完全なかたちで存続し、程度の差はあれ自由
主義的考え方を特徴として持っていた。同誌の自由主義的側面が洗練されたのは、オ
ーレ・ヤコブ・ホフ（トリグベ・J・B・ホフの息子）が 1983年に編集者に就いて
からの数年間だった。さらにイデオロギー的に純化されたグループは、1980年から
2001年まで発行され、現在はインターネット上で存続している雑誌『自由について
の思想（Ideer om frihet）』誌の周辺に存在していた。1994年に進歩党から離脱した自
由主義者たちを集めたものの、組織化に失敗した政治的試みである「自由民主主義者
（Fridemokratene）」という組織も、純化された自由主義と呼べるかもしれない。独特の
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哲学者・作家であるアイン・ランドの信奉者たちも、さまざまな組織のもとに集まっ
た。
他のノルウェーの公衆における自由主義的要素の内で言及しなければならないの
は、インターネット上の多くの自由主義的特徴を持つブロガーたちである。彼らは、
現在進行中の出来事と主要なイデオロギー的問題の両方について、自由主義的立場
を出発点として、定期的または不定期にコメントしている。2007年の時点でもっと
もよく知られているのは、ハイディ・ノルビュ・リュンデ（1973～）とそのブログ
「VamPusʼ verden」である。彼女は進歩党の自由主義青年グループ出身という背景を
持っている。最後に、シンクタンク「Civita」は、2004年以来、自由主義的志向の議
論によって、ノルウェーの公衆に影響を与えようと試みている。
今日のノルウェーの自由主義を見ると、1700年代および 1800年代の、自由主義が
メインストリームを形成していた頃に遡ってみても、細い糸以外のものを見つけるの
は難しいだろう。コルビェルンセンやシュヴァイゴーから途絶えることのないような
伝統を語ることはほとんどできない。より広い視野で見れば、1800年代に反対的な
立場をとっていた農民政治と、進歩党の特定の要素との間に親和性を感じるだろう。
もしかすると、ポピュリズムと自由主義の混淆の内に、ノルウェー独自の伝統を見て
取ることもできるかもしれない。しかし、歴史的展望は主として次の通りでなければ
ならない。つまり自由主義は、ノルウェーにおいては広範な、時には壮大かつ強力
な、古い伝統的な思想である、と。1800年代の末からそれは徐々に衰え、廃れゆく
ように見えたが、過去 20～ 30年間、〔自由主義にとって〕好ましい国際状況におい
て、新たな自由主義が政治的な議題に再度上ることになったのだ。

© Civita
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凡例

一 　本稿は、Øystein Sørensen, 2008, “Liberalismens historie i Norge,” in: Tre essays 
om Liberalisme, Oslo: Civita, P. 5-30.の全訳である。
一 　〔〕内は訳者による補足である。原文のイタリック体の部分は傍点で強調されて
いるが、引用文についてはその限りではない。
一 　人名・地名などのカナ表記については、百瀬広・熊野聰・村井誠人編『北欧史　
上・下―デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・アイスラン
ド』（2022年，山川出版社）にある程度準じているが、Struensee に関してはその
出自がドイツ系であることを考慮し、シュトルーエンゼと表記した。
一　註は全て訳註である。
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◆解題

ここに訳出したのは、ノルウェーの歴史学者オイスタイン・ソーレンセンが 2008
年に『自由主義についての三つの試論』に投稿した論考である。1991年に彼が『自
由についての思想（Ideer om frihet）』誌に発表した論文に加筆修正を加えたもので、
最終章にあたる「自由主義よもう一度？」において、その加筆修正の痕跡を認めるこ
とができる。既に同書は絶版となっており、いくつかのサイト上でこの論考（および
1991年に掲載されたヴァージョン）を読むことができるが、底本としては発行元で
あるノルウェーのシンクタンク「Civita」の HP（https://civita.no/）上で無料公開され
ているものを選んだ。
内容について言えば、おそらく日本で手に入るノルウェー史関連の書籍では、最も
詳しくノルウェーの自由主義思想を取り扱ったものとなっているのではないだろう
か。これは単に北欧史研究自体がかなりマイナーなジャンルであり、かつノルウェー
という国自体が、隣国であるスウェーデンやデンマークに比べて知名度が低いことが
その理由として挙げられるだろう。実際、ノルウェーは長らくの間デンマークおよび
スウェーデンとの連合関係にあり、真に独立を果たすことになったのは 1905年のこ
とだった。だが、それでもやはりデンマークとの連合関係を解消し、かなりの権利を
取り戻すことができた 1814年がやはりノルウェー独立の象徴とされる。それはひと
えに当時のヨーロッパでも群を抜いてラディカルだった「アイツヴォル憲法」の存在
が大きいのだが、本論ではまさにその憲法成立の話から始まり、そこからおおよそ
2000年頃までの約 200年を概観するものとなっている。そこには、現代でも連綿と
続く北欧の「福祉国家」像の原点を見つけることも可能だろう。
次に翻訳について述べておこう。原文にある liberalisme およびその派生語（liberal 

等）は、全て「自由主義（的）」と訳した。これは本稿において、いわゆるアメリカ
的な「リベラル」概念よりもむしろ、アダム・スミス以来の古典的自由主義の伝統が
問題となっているためである。
実際の作業の分担としては、まず山下が大部分の下訳を作成し、大谷がそれをチェ
ックするという形で行われた。ただし最終章「自由主義よもう一度？」のみ、前半を
山下が、後半を大谷がそれぞれ下訳を作成し、もう片方がそのチェックを行ってい
る。また、訳註は全て山下による。
とはいえ、訳者はどちらもノルウェー史を専門とはしていない。山下は戦後ドイツ
文学、大谷はルーマニア思想を専門としているため、翻訳については細心の注意を払
ったが、些か不明瞭な点が残っているかもしれない。もしも誤訳等分かりづらい箇所
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があれば、ひとえに訳者の責任であり、ご叱正頂ければ幸いである。
また、本論考は私（山下）と大谷が二人で行った「アレなノルウェー語読書会」が
元となっている。その様子は、全て株式会社ゲンロンが運営する映像配信プラットフ
ォーム「シラス」上に残されている。もしも読書会の様子に興味を持たれた方がいた
ら、是非シラスのアーカイヴ機能を使ってご覧頂きたい（ただし冒頭 30分のみが無
料で、以後は有料となるため注意）。
最後に、本論文の翻訳を快諾して下さった Civita のマリウス・ドゥクスハイム氏

ならびに著者であるソーレンセン氏には感謝の意を記しておきたい。特に著者には、
既に執筆から何年も経過しているにもかかわらず、訳者の突拍子もない質問にまで親
切に答えて下さった。また、「シラス」の配信という機会がなければ、この翻訳は最
後まで行えなかっただろう。併せて感謝したい。そして、共訳者である大谷氏にも大
変お世話になった。最初彼から「ノルウェー語で何か読まないか」と誘って頂かなか
ったら、そもそもこの企画自体生まれなかった。
拙訳をきっかけに、ノルウェーに少しでも興味が沸いてくれる方が増えれば幸甚の
至りである。

訳者を代表して　山下
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