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This paper presents the following learning designs for classroom activities 

for Japanese language education for sustainability:1.learning design for text base 

activities ;2. learning design for project activities ;3.syllabus design for the contents 

of Japanese language education for sustainability ;and 4.teacher's role of Japanese 

language education for sustainability.

Ⅰ．はじめに

言語教育は、グローバル化の下で変動する世界における持続可能性教育の言語教育の形で、新

たな地平を切り拓いている

前稿（岡崎2009ａ）では、持続可能性教育としての日本語教育を取り上げ、その具体的な形と

して以下3点について考察した。：１．グローバル化する世界で持続可能な生き方を追求し、それ

に必要とされる能力とものの見方の養成を目指す持続可能性教育を、日本語教育の場で実現して

いくための枠組みである内容重視の日本語教育が、同教育の従来の課題をどう克服しようとする

ものであるか、２．持続可能性教育の前身である開発教育が長年の懸案としてきた課題をどう克

服していくかについて考察し、３．以上２点の考察の結果を日本語教育の場で実現する具体的な

教室活動のあり方を見た。その上で、３の具体的活動として、「学習者調査」、「学習者参画に

基づくテキスト作成」に続く持続可能性日本語教育における学習のデザインの目指す全体像を明

らかにすることを次の課題として設定した。本論はこの課題をめぐって以下について考察する。

１．持続可能性日本語教育のテキストベース活動における学習のデザイン

２．持続可能性日本語教育のプロジェクト活動における学習のデザイン

３．持続可能性日本語教育の内容面におけるシラバスデザイン

４．持続可能性日本語教育における教師の役割

持続可能性教育としての日本語教育の学習のデザイン
―教室活動･シラバスデザイン･教師の役割―

Learning designs for Japanese language education for sustainability
-class room activities, syllabus design, teacher’s role-

岡崎 敏雄
OKAZAKI Toshio
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Ⅱ．持続可能性日本語教育のテキストベース活動における学習のデザイン

テキストベース活動は、前稿で見た学習者参画に基づくテキスト作成によってもたらされたテ

キストを読み教材として取り上げ、その内容について考え、対話し、書く活動である。その中

で、変動の下にある自分の国、自分の国の人々、自分自身、そしてその外につながっている世界

のコト、モノ、人と自己との関わりを考えるものである。特に変動下で生きる基盤である雇用、

食糧を基軸とするライフラインが動揺している中で、持続可能な生き方とは何かを考え、その基

盤を構築していくことを主眼とする。具体的には、次の４つの教室活動がある。

１．対話的問題提起学習

２．ロールレタリング

３．4つの問いを考える

４．学習者の考察のテキストに基づく学習

１．対話的問題提起学習
対話的問題提起学習は、対話を通して学習者のペア双方が、問題提起用の「テキスト」（文章

の意味。教科書の意味ではない）に表された内容について考え、対話をするものである。テキス

トは、学習者作成のテキストを用いる。また次節以降で述べる「各地域の同世代人について知る

プロジェクト」「日本の同世代人について知るプロジェクト」では、テキストは同世代の各地域

（日本を含む）の人によって作成されたものである。当学習は、日本語の４技能と考える能力を

発動することを通じて、ツールとしての日本語を学習すると共に、内容について考える能力の養

成を目的とする。

一連のテキストを使って、対話を積み重ねていく。その中で、グローバル化の変動の下にある

自国、自国の人、自分自身についてペアである同世代の人との間で考えを深める。こうして自分

たちが直面している状況が、世界のコト、モノ、人とどのように繋っているのかを考え、また考

えたつながりを紡ぎ足していく。その過程で、そのつながりの中にある自分がどのように生きた

らよいか、他の人とのつながりをどのように持っていけばよいか、またその下で自分とは何なの

かについて併せて考えていくものである。

対話のステップとしては、テキストでどんなことが述べられ、どんなことが起きているか、テ

キストの作者は何を考え、感じているか、その感じ方、問題の設定の仕方についてどう思うか、

もし自分が当事者だったらどう感じ、どう行動するかの問いを辿りながら話していく。

進め方として、テキストを３回ほど読み、書かれている事柄、登場人物、情景について具体的

なイメージを描き、テキスト作成者自身になったつもりで感じ取る。その上で上記の各問い、そ

の他自分の中に自発してくる問い、テキスト作成者に聞いてみたいと思うような点を箇条書きに

リストする。その上で、それらの問いを起点として対話していく。対話が一段落するごとにメモ

の時間を取り、ノートの左半分に自分の発話、右半分にパートナーの発話のポイントを捉えて書

いていく。書く力がまだ十分でない場合は母語で書いたり、あるいは日本語でキーワードのみを



Area Studies Tsukuba 31 : 1–24, 2010

3

書く。

対話は、上のような流れで進めるが、話の展開によっては話が枝分かれしていくことも重要な

過程と捉えて行う。

対話の後に対話後の考察を書く。そこで、対話のステップとして考えた様々な問いの答えが得

られればそれを書き、コメントを添える。対話を通して明らかになった点、今まで気がつかな

かった自分の物の見方や考え方がある場合にはそれも書く。また、対話相手の人の物の見方や考

え方に感じたことがあればそれを書く。特に、ああ、こういうものの見方や感じ方、生き方もあ

るのだと思ったことがあれば、それも書く。

［中国人日本語学習者による対話的問題提起学習］

以下は上で述べた学習者作成テキストの一つをテキストとして、2人の中国人の日本語学習者が

行った対話的問題提起学習の結果である（日本語については修正していない）。以下本稿で取り

上げる学習者による文章は、いずれも当人の了解を得て掲載する。

テキスト

Ａさんは中学校を卒業して、経理専門学校に通っていた。大学に進学しなくても、せめて何かの技

能を持っていれば、卒業後は地元で何とかして就職できるだろうと思った。しかし、現実はそんなに

甘くなかった。専門学校を卒業した97年頃に、将来のことを考えると、やはり安定した就職を保障し

てくれる国営企業で働きたいという願望が強かった。しかし、知りようもなかったが、その頃は中国

では国営企業の内部で民営化への制度改革が知らず知らずのうちに始めていた（日本語そのまま）。

とにかく、安定した職につきたいから、一家総動員でコネを頼ってある国営のホテルで就職すること

ができた。最初は仕事が忙しくて大変だったが、就職ができた安堵感に包まれた日だった。安定した

仕事を持っているから、親がずっと心配してくれた縁談の話もうまくいくようになった。新婚生活が

始まった早々、就職してから４年目のある日、突然「今後会社は個人営業になるので、皆さんに一定

の退職金を払うから、新しい仕事を探して下さい」と言われた。結局、４万元（45万円くらい）の退

職金が安定した生活を終わせた（日本語そのまま）。将来の生活に対する憧れが不安に変わった。失

業状態で毎日家にいるようになった。よりによってそんな時に、妊娠していることが分かった。夫は

仕事をしているし、支給されたお金もあるからと思って、子供を産むことにした。忙しい仕事から解

放されたが、決して気は軽くならなかった。子供の養育費もあるし、夫一人の給料ではだんだん家計

を支えていけなくなる。子供を親に預かって（日本語そのまま）、アルバイトをし始めた。月500か

ら600元程度の給料だった。その後、バイトが２回も変わった。今20代後半の自分はこれからもバイ

トで生活費を稼ぐか、それとも小さい商売でもいいから、自分で何かをやるかと迷っている。子供の

笑顔は今の最高の慰めだ。
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対話例

私（自分） 相手（陳さん：仮名）

１．Aさんは再就職考えたらどうか。一応専門的

な知識と技能を持っているから、とりあえず、

私営企業も考えて、再就職への準備をしたほう

がいい。

１．Aさんは気が長い人。安定な生活さえ送れ

ば、それだけで満足できると思う。

２．現在の中国ではまだ学歴を重視する社会だ

と思うので、昔の専門学校で学んだ知識だけ

で、再就職をしにくいかもしれない。

２．Aさんは中学校を卒業した後、専門学校で

はなく、大学へ進学するべきだった。そうした

ら、再就職の道も広げるだろう。

３．Aさんの場合は小さい商売をすることによっ

て、現状が改善できるかもしれない。しかし、

商売をすることによって必ずお金を入ってくる

わけではない。様々な原因で、失敗したり、損

したりする場合もありえるだろう。もしそう

だったら、Aさんの生活を現在より更に困難にな

ると考えられる。

３．高い目標を持って人生を進むことがよく言

われるが、目標がはっきりしすぎて、単一の方

向に思い込み、間違って選択をしてしまう場合

もある。

４．私はAさんだったら、夜の時間を使って、

夜間大学を通い、或いは一つの資格を習得する

つもりだ。就職への再出発のために、まず、自

分の知識と能力をつける必要があると考えてい

る。

４．昔、彼女は国営企業で働いていた。国営企

業は国からの保障があるので、仕事を頑張らな

くても皆と同じ金額の給料がもらえるとよく言

われる。彼女もきっとその時には、レイオフさ

れることとか、失業とか考えていなく、のんび

りの生活をしてきただろう。そして、その生活

を慣れて、競争意欲も段々弱くなると思ってい

る。

５．このまま続くと、Aさんは時代の流れに取り

残されるかもしれない。

考察
Aさんの問題を中心に私とパートナー陳さん（仮名）の発言の比較をみていくと、注目点がそれぞ

れ違っているが、同じのところもある。

Aさんの現状について、自分の場合「小さい商売をやるより、自己自身の能力を高め、再就職を勧

める」と考えている。陳さんは「国営企業の状況や環境を分析しながら、Aさんの生活方式と性格へ

の影響」に注目している。学歴については二人とも、中国で就職するつもりなら、やはり、大学卒業

まで進学したほうがいいと主張する。
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ここには、日本語学習者二人にとって変動下の同時代に生きる場を共有する人（Ａさん）の状

況、当人が感じたこと、考え、行動、今後の生き方に対して、各人なりに受け止めた結果が言語

化されている。また、この二人が互いに時代と生きる場を共有しながらも、固有の注目点をも

ち、それを対照することで自分自身の見方の特色を改めて知り、自分と異なる見方、生き方に接

する機会を得る場となっている。対話的問題提起学習はこのような学習経験を通じて、変動下の
状況に対する生き方の自他のレパートーリーを繋ぎ、拡大して行くことを目指す学習のデザイン
である。

２．ロールレタリング
ロールレタリングは、相手として設定した人に宛てて、話しかけるつもりで手紙形式で文章を

書く。持続可能性日本語教育で相手として取り上げるのは、学習者参画テキストの作成者であ

る。同世代の人々の作成したテキストとして、テキストに書かれた具体的な内容の細部の状況を

できるだけ丁寧に想像しながら行う。

長さは自由である。内容は、相手の人の状況に対する、共感する点、自分なりに感ずること、

自分が当事者だったらどんなことを感じ、どんなことに迷ったか、何を基準に「選択」したか、

について書く。またその人に尋ねたいこと、例えば、「なぜ」、「いつ」、「どのように」テキ

スト中の行動をとったのか、などについても書く。

その後、相手の人つまりテキスト作成者になったつもりで、学習者自身に宛てて返信を書く。

返信の際は特に相手の状況を具体的細部までイメージしながらその人にできるだけ近づいた感じ

方、考え方を自分の中に再現して行う。その人の起床時から就寝時までの様子、季節、気分、体

調などや、自分がその場に置かれたらどう感じるか、どうしたかなどをイメージしながら行う。

これらを通して自分以外で自分と同じような現在の変動の下で生きている他の人の状況を、自

分のものとして考え、、感じ、理解することを通じて、その状況に即した「持続可能な生き方が

どのような形で可能なのか」という問いを辿る。次の例は、上の「Aさん」のテキストについて

対話的問題提起学習をした「私」に当たる人が（ここでは仮の名前「宋」）が、Aさんを「徐天さ

ん」と見立てて書いた手紙と、その徐天さんからの返信の形で書いたロールレタリングの結果で

ある。（日本語は原文のままである。）ロールレタリングは、これだけを独立して行う場合と、

上記の対話的問題提起学習を行った後、自分なりの考えがまとまった所で進める場合がある。

日本の場合には、子供が独立してから、旅行に行ったり、いろんな教室に参加したりして、自由自

在な生活を送る老人がかなり多いが、それに比べると、中国では孫の世話をすることが何より楽し

い事だと考えている老人が多い。だから、個人の提案として、Aさんは、暫く子供を親の所に預かっ

て、昼間はバイトしながら、夜は何かの専門技能や知識を習得したら、再就職をすべきだと思う。
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［中国人日本語学習者によるロールレタリング］

徐天さんへの手紙（注「徐天さん」はこの手紙の作者の命名による仮の名。）

徐天さんからの返信

天ちゃん

元気にしているか。天ちゃんに手紙を書くのは本当に久しぶりだね。そうだ、この前の同窓会は来

てなかったよね。私はすごく楽しみにしていたのに、天ちゃんが来なかったから、なんか寂しかったわ。

同窓会のときに、美奈ちゃんとあった。彼女から君のことを聞いた。子どもを出産したよね、おめ

でとう。やっぱり天ちゃんらしい作風だ。だって、学生の時代から子どもが大好きだもんね、でも、

子どもが可愛いけど、これからの育児と子どもの教育費は大変かもしれない。もうママになったか

ら、ちゃんと計画を立たないとだめよ。

ところで、就職はどうだった。うまく進んでるかしら。もし時間があれば、うちの大学の夏休みの

間に、社会人向けのパソコンの養成講座を行っているので、参加してみないか。結構評判がいい講座

だよ。最後の日には「就職指導」という特別な講座もを行う。去年、妹も参加した、お陰でその後○

○会社の面接が見事に合格したのよ。その講座を担当の先生はアメリカへ転勤のため、もしかして今

年が最後になるかも。夏休みの２ヶ月間をしっかり勉強したら、絶対に再就職に役に立つと思うわ。

天ちゃんはもしその気があったら、遠慮なくいつでもいいから連絡してくださいね。

では家族の皆様に宜しく。お元気で。

宋（仮名）より

6月10日

宋ちゃん

久しぶりだね、宋ちゃんは元気かしら。自分のことについて何も言ってなかったけど、日本の生活

もう慣れたかなぁ～。手紙を確実にもらったのよ、ただ、最近は子供の病気のことで忙しくて、なか

なか落ち着いて手紙を書く時間がなかったのよ、返信が遅れてすみませんね。

この前同窓会に行かなかったこともここで謝る。ごめんね。本当に宋ちゃんと美奈ちゃんを会いに

行きたかったけど、一人300元を出すと言われたから、今の経済状況を考えると、手元にその余裕は

なかったので、結局は行かないことにした。

実は、この前は家の旦那と相談して、親戚から借金して、ずっと憧れの花屋を開こうと決めた。最

初はすべて順調に進んで嬉しかったけど、店舗を契約する直前、子供は緊急入院して手術した。入院

の費用を払うため、借りたお金をほとんど使い切ってしまった。もういまさら、自分の店を持つこと

をあきらめるしかなかった。退院して、子供は親に預かってもらい、私たち夫妻は昼も夜もなく仕

事とバイトを繰り返し、借金を返そうと必死になった。君の提案は嬉しいが、今はとても無理だと思

う。ありがどうね、宋ちゃんといろいろ話をして少し元気を出したよ。ごめん、子供を泣いているか

ら、今日はこのへんで、また手紙をくださいね。

バイバイ、宋も元気で。

徐天より

6月13日
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ここには、国営企業の民営化が全国レベルで進み、生活基盤が変動する中、生きる場を共有す

る人に対して、状況をどのよう受けとめ、そのような状況の脱却に如何なる方策が可能かを模索

しアドバイスの形で表現していることが示されている。

３．４つの問いを考える
「４つの問いを考える」とは、グローバル下の変動の下にある自国、自国の人、自分自身、そ

して世界の同世代の人たちにとって持続可能な生き方とは何かを、次のような4つの問いを手がか

りに考えていこうとするものである。

１．世界はどうなっているか：自分の身近な状況、そして自分の国、そしてその先につながっ

ているいろいろな世界の地域や人々に、この10年をきっかけにどのような変動が起きてい

るかについて情報を収集し、それについて自分なりの考え方の枠組みを形作りながら考え

るものである。そこでは、自己を起点として、世界のコト、モノ、人のつながりを紡ぎ出

していく。すなわち、取り上げるコト、モノ、人を、自分にとって切実な問題と関連付け

ることで、世界が自分にとって実感を伴ったものとして姿を現してくるベースを形作って

いく。

２．その中でどちらに向かって歩んでいくか、どのように生きていけばよいか：上のように捉

えられた世界のつながりの中で、自分も直面している雇用や食糧の問題について、どのよ

うな選択していけばよいか、また長期的な展望の下にどのようなライフスタイルで生きて

いけばよいかを考える。

３．他の人とどのような関係を持っていくか：上のように生き方を探るにあたって、そこに関

わってくる人々と自分はどのような点でつながっているのか、どのようなつながりを持っ

ていけばよいか、どのようなリスクを共有しており、どのような希望や困難を分かち持っ

ていくかを考える。

４．私とは何か：上のようなものとして捉えた世界の下で、上で考えたような生き方をとり、

他の人とのつながりを考えているこの私とは何なのかについて改めて考える。

「４つの問いを考える」を通して持続可能な生き方を考えることで、開発教育で長期にわたっ

て問題となっていた「学習対象として取り上げる状況」が他人事になってしまう点の克服を図

る。世界の様々な状況を考えていくに当たって、他ならぬこの私もまたおかれると感じられる状

況を起点とし、それとの関連で世界のコト、モノ、人について考え、自分とは何か、自分とそれ
らの人々の持続的な生き方とは何なのかを考えることによって克服を図るものである。具体的に

は、コースのそれぞれの時点で4つの問いを考える機会を持ち、パートナーと対話しながら、考え

る点を言語化し、文章化して問いに対する答えをまとめる。

次の例は、モンゴル出身、中国出身の留学生が「４つの問い」について考えたものである。
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［モンゴル人日本語学習者Ａの考えたこと］

［中国人日本語学習者Ｂが考えたこと］

１．世界はどうなっているか：

モンゴルでは、基幹産業の遊牧が民営化され、国営の下での終身雇用が終止符を打った。また遊

牧民のための獣医サービス、家畜を養うための牧草用井戸の管理、検疫、が民営化されて負担が

大きくなり、遊牧民のコミュニティーは続々と解体している。このため、多くの人たちが首都ウ

ランバートルに流民として流れ、ストリート･チルドレンなどを生み、人口の半分が首都に集中

するようになっている。このような人たちのほとんどが３Kの労働を担うような産業構造となっ

ている。基幹産業の遊牧事業がこのようにだめになって、毛皮の輸出国であった国なのに輸入国

になっている。この結果、大きな企業がまだなく、就職難である。

２．そこでどのように生きていくか：

自分の専門の技を鍛える。できれば日本語教育の道を進みたい。

３．他の人とどんな関係をつくっていくか：

自分の専門の関係だけでなく、他の分野の人たちとも自分なりのネットワークを作っていく。

４．自分とは何か：

専門を身につけるため一生懸命勉強している自分。

１．世界はどうなっているか：

グローバル化の影響で、国際競争の中で勝ち抜くため、中国でも近年、非正規雇用が急激に増え

てきた。大学の拡大とともに新卒者の就職難も激しさを増している。多くの学生が自分の価値を

高めるため、大学院に進学なり、海外留学なり、更に高学歴を追求する。しかし、近年、就職難

は海外から帰国した留学生にも及んでいる。かつて海外留学帰りは「海亀」ともてはやされ、厚

待遇で迎えられたものであったが、今ではすっかり「海草」になっていると言われている。

２．その中でどちらに向かって歩んでいくか：

帰国後、海草にされないように、今のうちにしっかりと自分の専門知識を深め、研究能力を高め

ていく。また国内の就職状況、特に自分と関連の大きい就職の状況を常にチェックし、万全な準

備をする。

３．他の人とどんな関係を作っていくか：

国内の友達との関係を維持しつつ、日本で知り合った友達とのネットワークも大事にする。特に

自分の専門の人とのネットワークを積極的に作っていく。

４．自分とは何か：

専門家になるための修行中である自分。
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4つの問いを一まとまりの文章にした別の中国人学習者による次のような例もある。

［中国人日本語学習者Ｃの考えたこと］

４．学習者の考察のテキストに基づく学習
これは、上記｢対話的問題提起学習｣、｢ロールレタリング｣、｢４つの問いを考える｣で、他の学

習者が｢考えたこと｣として示したものをテキストとして使用し学習するものである。｢対話｣のメ

モ、考察、｢ロールレタリング｣の手紙、「４つの問い｣で示されたものをテキストとして取り上げ

学習する。

グローバル化の変動の下での事態の捉え方は世代によって大きく異なる。ケースによっては、

異なる世代では異なる世界を見ているといってもよい。「視座」が違っているのである。

そのような中、自分なりの考え方、見方の枠組みを形作るための「レラヴァンスポイント

(relevance point)」として、同じ世代の学習者の｢考えたこと｣は、文字通り「かけがえのないも

の」である。

自己も、「対話」のメモ、考察などを提供することによって、そのようなポイントを提供する

ことで、他の人に寄与する。自・他が互いに「レラヴァンスネットワーク(relevance network」」

を形作ることで、一要因、一側面に依拠して考えることを避け、｢つながりの形をしたものの見

方、考え方｣を育成することを図る。

自分は仕事をやめて日本への留学を決心した時は、周りから「皆が望んでいる安定した仕事を手放

すのはもったいないじゃないか」という反対の声はあったものの、「目標を持って自分のやりたいこ

とをちゃんとやって、悔いのない選択をすればいい」という応援の声もありました。確かに一度得た

仕事を手放すのは勇気が要りました。なんと言ってもそれは自分の生活を保障してくれるはずのもの

でした。留学の道を選んだ自分は、より世界を見て、そしてより多くのことを勉強するという目標を

持って、一人の修行者になりました。同世代の友達の事を見れば、ずっと安定した職場にいて高収入

を得ている人もいれば、何らかの理由で転々と転職している人もいるようです。自分にとっては、安

定した就職を得て、親方日の丸感覚を持っていた時期もあったが、それを自主放棄した後に、これか

らはどう歩んでいくかという不安がないと言えば嘘になります。でも、自分は後悔していないです。

これからも後悔はしないでしょう。自分の中で頑張る目標があったからこそ、今の道を選んだわけで

す。仕事が安定であろうと、不安定であろうと、自分のことをまず分からなければならないと思いま

す。自分のことを考えた上で、今度は他の人とどんなつながりを持つべきものかも考えるようになる

だろうし、自分の生態環境でもある社会的な、精神的な「溜め」もよく機能してくれるでしょう。そ

うした中で、自分と周り、そして世界とのつながりに目を向ける余裕が出てきて、自分がどちらに向

かって歩んでいくべきかということも自然に定めていけるでしょう。自分を失わない人は世界を見つ

めて考えることができると思います。世界がどうなっているかということを考えられる人は、今度ま

た無意識的に自分の行動基準や人間関係、アイデンティティーの形成に注意を払うはずです。こうし

た生態環境の良性循環の中で、人は心身ともに健康でいけるのではないかと思います。
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III．持続可能性日本語教育のプロジェクト活動における学習のデザイン

この活動は、グローバル化の変動の下にある世界のコト、モノ、人のつながりについて、自己

を起点とし、自己との関連を見出しながら、持続可能な生き方を考えていくプロジェクトを手が

かりとして進める活動である。

１．グローバル化の変動の下にある自国の状況について知るプロジェクト
このプロジェクトは、学習者参画に基づいて作成されたテキスト、教師から与えられる日本語

で書かれた日本或いは世界の雇用の状況、および解説、雇用を入り口とした経済的なつながりな

どについて読み、考えていくものである。教師から与えるものを用いる場合には、それに先だっ

て、自国の学習者参画に基づくテキストで、各自が直近に直面している問題について読み、書

き、考え、対話、ロールレタリング、４つの問いを考える活動の後に行う。

２．各地域の同世代人について知るプロジェクト
自国以外の地域の同世代人が現在直面している状況に関するテキストを出発点として読み、考

え、書き、話す作業をする。同じように対話、ロールレタリング、４つの問いについて行う。テ

キストとしては学習者参画に基づくテキストのうち、他国のものを用いて行う。自国以外の地域

の一つとして日本を取り上げ、日本語で書かれた日本で出版された新聞記事や出版物などを用い

る場合もある。ただしこのケースでもあくまでもまず自国の状況を上の形で進めた後、それとの

関係で自己を起点として進める。ポイントは、単なる読解ではなく、あくまでも自分を起点とし

てつながっている人々がどのような状況に置かれてあるか、そしてその下で持続可能な生き方と

は何かを考えるものである。

次の例は、日本人大学卒業生のケースのテキストと、それについて中国人日本語学習者が行っ

た対話的問題提起学習の例である。
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３年前の卒業生である。

就職氷河期には珍しく、しっかりした企業に就職が決まった。最初、通勤時間２時間ほどかけて自

宅から通った。

学生時代ほとんど知らない世界だった。一つ一つの仕事が新鮮だった。みっちりと準備をして顧客

とやり取りを進めるのも緊張感とやりがいがあった。

新入社員の自分だけでなく、多様な業務の内容をこなすためどの社員もそれぞれスケジュールが

ぎっちり詰まっていた。それぞれの顧客への対応業務の準備、事後の整理、その報告、プレゼンに際

限なく時間がかかった。仕事の全体像が見えないこともあり、少し先まで計画的に進める学生時代ま

でのリズムではなかった。通勤時間が長すぎた。

社宅に入ることにした。東京での一人の生活が始まった。家族から離れて暮らすのは別世界に住ん

でいるような感覚があった。通勤時間がカットできた分やり残して帰宅することは減った。仕事はま

すます面白くなった。

他の新入社員たちと同様、別々の出向会社に出た。配置されたところは部屋も広い本社とは違っ

て、驚いたことに、窓のついていない手狭な部屋だった。人の出入りが余りない分、仕事に集中でき

た。最初は気にならなかった窓のない生活は次第にこたえるようになってきた。

朝７時頃社宅を出て会社に着いてから、文字通り深夜会社を出るまで、時計は見れば何時であるか

頭ではわかる。朝日にも触れずに一日中ずっと蛍光灯の下で仕事をしていると、体の方では、今いっ

たい何時頃なのか分からない。午前を終わりかけているのか、夜になっているのかさえはっきりしな

い。食事は２食分出社前に駅で買っておく。外に食べに出て、注文して出て来るのを食べ終わって戻

る時間がカットできる分、かなりの仕事が見込める。一日中、時によっては三日四日、面と向かって

人と話もしないことが続くような毎日だった。

本社とは別の種類の業務だった。別ではあったが、本社でやっていた一つ一つがどうつながってい

るかはつかめてくる気がした。睡眠時間が切り詰められたのと、週末ゆっくり休む時間が取れないこ

と、人との接触がないことから、この先これが続くと参るなと思い始めた頃、本社に戻るよう言われ

た。

  戻った本社はさすがにほっとする気がした。別の仕事をしてみて、以前やっていたことはずいぶん

手際よく進み、詳しいことも何となくこなせるようになった。その分、周りの先輩たちの様子が目に

入るようになった。

気になったのは30代の後半から40代にかけての先輩たちだった。考えてみれば、若い人間の多い

世界だった。その中で比較的少ないこの年代の人たちは、ずいぶん疲れているように見えた。仕事は

依然として面白かったし、閉じ込められているような毎日から解放されてばりばりやっていると言え

た。ただ先輩たちの様子を見ると、このままずっとこの職業であのくらいの年齢までやっていくのか

なと言う気持ちがよぎった。  本社に戻って楽だったが、仕事がわかるようになった分欲張ったかも

知れない。８月になって体調がおかしくなった。下痢が激しくなった。10日前後にダウンした。次の

日は何とか会社にたどりついて、無理かなと思ったものの夜12時頃までやって、社宅に戻った。

テキスト
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［中国人日本語学習者による対話的問題提起学習］

文章を読んでちょっと驚いた。やっとつかんだ仕事、しかし、厳しい生活、山ほどの仕事に疲

れ、体調を崩し結局会社を辞めてしまうという内容。私（中国人日本語学習者）はこの文章を読

んでいろいろな疑問を持った。そして、他のふたりとこれに対する考えを話してみた。

次の日は起きられなかった。夜中から下痢の繰り返しだった。会社に入社以来、初めて欠勤の電話

を入れた。電話に出たすぐ上の上司から、「今日は上司に説明しなければならないので、必ず出ても

らわないと困る」と言われた。とても家から出て電車に乗るまでたどり着けそうもなかった。

「下痢が激しくて仮に出社しても満足に説明することができそうもない」とありのままに言うと、

少しでも良いのでとにかく出て来るようにと言われて、結局行った。

部長含めた幹部と話している最中に気分が悪くなった。脂汗が出て来た。こらえきれなくなって、

周囲に断り、トイレに行こうとした。廊下に出てしばらく歩いて目の前が暗くなった。気がつくと救

急車の中だった。即刻入院だった。

次の日一日病院にいた。お盆の翌日、会社に辞表を出した。

実家に戻った。家族はそれでも、正しい判断をしたと受け入れてくれた。

自分が失業保険などというものに縁があるとは思ってもみなかった。しばらく保険で生活すること

になった。心底参った。参ったが、ここまで落ち込んでみると、高校以来の友達のメール、電話での

励ましは暗澹たる毎日の中で心からの救いだった。

友達に救われた。しばらくゆっくりしようと思った。暗中模索そのものの不安の中にいた。

自 分

・本当に仕事の疲れで会社をやめたか。それとも、冷たい会社だと思ったからなのか。

・会社の仕事は本当に耐えられないほどだったのか。

・他の同僚はどうやって克服してきたか。彼らも辞めたか。

・仕事のストレスを解消する方法はなかったか。

・体調を崩したのは会社だけの問題なのか、本人には責任がないのか。

・例え食べる物もない、職場もないアフリカの人に比べたら幸せだと思うが、これぐらいの苦労は克

服できないのか。

・不満をずっとかかえるより満足度をちょっと低めにしたら、十分幸せを感じるのではないか。
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３．日本の同世代人について知るプロジェクト
この10年間に日本人の若者世代に起きていることを示す個人のケースを取り上げたテキスト

を日本人学生が読んで、対話的問題提起学習やロールレタリングをした結果残した記録を、別の

日本語学習者が読んで行うプロジェクトである。テキストは、就職氷河期以降の若者の雇用に関

わる体験が記された新聞記事やテレビ番組の文字化したもの、若者の雇用に関する書籍の中に取

り上げられている特定の個人の辿った経験を書いたものを取り上げる。その意味では、前節で取

り上げた中国人日本語学習者の対話のもととなった日本人大学卒業生のテキストについて日本人

の学生が行った対話的問題提起学習、ロールレタリングを行った結果テキストとして用いて新た

に、日本語の学習者が対話やロールレタリングを行う。日本人の同世代人が自国の同世代人の若

者の現在の状況に対してどのように考えているか、対話やロールレタリングでどのようにそれを

表明しているかを、日本語学習者が、日本人の若者に関して自分たちが行った対話やロールレタ

リングの結果とどう違うかを比較し、考えを深めるものである。

このような個人のケースの背景にある状況を考えるために、新聞記事で取り上げられる日本の

若者の雇用における流動化や、その下で現実にどのようなことが進行しているかに関する新聞記

事や書籍をテキストとする対話的問題提起学習も平行して行う。

相 手

楊さん（中国） 呉さん（中国）

・休暇を取って、休んでから仕事に復帰したほ

うがよいんじゃないか。

・職場で楽しい事はなかったか。

・健康に対する責任はなかったか。

・誇りだと思って、一生懸命仕事して自分知ら

ずのストレスを解消できなくて、会社を辞め

たかな。

・コミュニケーションが欠いていたんではない

か。

・冷たい会社の対応で辞めていいんじゃない

か。

考 察

私と楊さんは会社を辞めるべきではない、呉さん辞めても良いじゃないかと意見が分かれた。もち

ろん、日本の雇用制度など直すべきところがいろいろあるし、冷たいと感じる職場もあると思う。し

かし、社会がどんどん変化するなかで自分も変えなければ社会に見捨ててしまうかもしれない。自分

の口に合う職場なんて数少ない、如何に努力し、仕事をする中で楽しみを感じ、融和に会社の同僚

たちとコミュニケーションをしながら、ストレスを解消するのも必要であると思う。自分の心境を整

え、いつも不満ままではなく、基準値を低めにして、満足感を味わうのも悪くはないと思う。
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４．世界の変動と自分を結び付けて考えるプロジェクト
グローバル化の下にあるこの10年の世界の急激な変動の中の出来事と自分がどのような関連に

あるかを考えることを目的とする活動である。典型的なケースはアジア通貨危機の時に自分がど

んな経験をしたか、またその少し前に起こったソ連の崩壊当時、旧社会主義圏で国営企業が民営

化されたり、配給だった食糧が個人で入手しなければならなくなったために起きた過程で、自分

がどんなことを体験したか、どんなことを感じたかについて思い起こし、それを話し、また文章

化するものである。次の文章はアジア通貨危機のケースを体験したことを述べた中国人日本語学

習者の例である。

［アジア通貨危機と私（１）］

さらに、次の体験談はアジア通貨危機の際、母国で体験したことを記録したマレーシアからの

女子留学生のものである。

アジア通貨危機が起こった時に、小学生だった。田舎に住んでいた。何も知らなかった。父親は、

大工であって、自分の村で働いていた。ある日、父の友達は家に来た。おじさんは、父を、烟台（家

から近い町）へ働きに誘った。それから、おじさんと一緒に「民工」として烟台に行った。

その後、ますます多くの村の住民は大都市に流れ込んだ。村の中に若い男性がますます少なくなっ

た。更に、いくつかクラスメートも退学して、親に連れて、「民工子弟」として都市へ行った。親方

になったおじさんも会った。

大きくなったこそ、分かるようになった。彼らは苦しい生活をしていた。これは「社会福祉事業の

民間移行策」が進んだからだ。
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［アジア通貨危機と私（２）］

５．雇用をグローバル化全体の中で考えるプロジェクト
このプロジェクトは、現在自分たちが雇用面で直面していることが、世界全体の変動下にある

コト、モノ、人とどのようにつながっていることなのかについて考えるものである。具体的に

は、グローバル化の下にある世界変動に関する文献、新聞記事、自分でインターネットで調べた

ことなどの中で、キーワードと考えるものをリストアップし、それをお互いのつながりを考えて

図として表し、自分が直面している雇用が世界の中でどのようなつながりのもとで動いているか

を辿るものである。

［雇用をグローバル化のつながり全体の中で考える］

―前掲のマレーシア日本語学習者による―
  「雇用をグローバル化のつながり全体の中で考えるプロジェクト」

貿易・金融・資本の自由化／雇用面の変動／規制緩和・撤廃／市場拡大／国際競争力／グローバ

ル化の加速／資本移動／多国籍企業／民営化／教育・医療・福祉／ライフコース／人件費コスト

を下げる／非正社員／終身雇用の終わり／働く貧困層／水・食糧・資源・環境開発

出身地のマレーシアはタイの隣にある。タイ通貨危機の影響はもちろんあった。特に1997年の末

から2000年までは大きかった。当時一定の職場で働くことが出来ず、何回も転職した。リストラさ

れることもあった。それまで頑張ってきた目標を一瞬にして潰され、どう未来に進んでいっていいか

が分からなくなった。マレーシアでは、タイやインドネシア、バングラデシュから外国人労働者が殺

到している状態であった。

その時、あるレコード会社で働いていた。タイの通貨危機後しばらく、最初は何事もなく普通に生

活していたが、だんだん状況が悪くなって企業や銀行が続々倒産し、失業者もたくさん出るように

なった。

そして私もリストラされた。その後、友達の紹介である小さいレコード会社で働くことになった。

賃金が低くて毎日夜中の2時から３時頃まで働いて、ついに体を壊した。もちろん仕事も失った。

それからの2ヶ月、仕事が見つからず貯金だけで生活していた。仕事はたくさんあった。ただし、

賃金が少ないので一人暮らしの生活には足りなかった。自分の好きな仕事がしたかった。しかし現実

はそれを許さなかった。自分でどうしたらいいか分からなくなった。周りの友達と相談しても、いい

結論に至らなかった。周りのみんなの状況もよくなかった。その後、仕方なく私は学校の臨時教師に

なった。教師は公務員であって政府から保証されているからだ。この一連のことで、私は「世の中は

甘くない」、「現実と理想は違う」ということが分かった。
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IV. 持続可能性日本語教育の内容面におけるシラバスデザイン

上記の教室活動の諸形態は、次のような内容面でのシラバスデザインに沿った形で行われる。

ここでは学習者にとって直近の問題として雇用を取り上げた場合を示す。大きく分けると、１．

グローバル化の変動の下にある世界の雇用に関するコト、モノ、人のつながりを見るためのシラ

バスと、２．グローバル化の変動の下にある世界の中でどう生きるかを考えるためのシラバスに

分かれる。内容面におけるシラバスデザインは、この２つのシラバスを複合してらせん的に組み

込んで形作られるものである。2番目のシラバスは具体的には先に述べた４つの問いをどのよう

なステップを辿って進めるかを中心に構成されている。具体的には次のようなシラバス構成とな

る。

１．若者の雇用に今何が起こっているか
（１）自国の若者の場合

（２）日本、世界の若者の場合

２．この10年にどんな変動が起きているか(1)
―人、世界への糸口をたぐり寄せる(1)―

（１）若者にとって

A. 有期雇用比率の増大

B. 20代、30代の結婚・家族

C. 「4つの問いのステップ(1)」

―入り口―

（２）正規雇用の若者にとって

A. 正規雇用の若者が企業の中で直面していること（「絞り込み」など）

B. 若者に急増するうつ病

C. 「４つの問いのステップ(2)」

―自発してくる問いをつむぎ足していく―

D. 「４つの問いのステップ(3)」

―仮説、仮決定の追認、修正―

E. 「４つの問いのステップ(4)」

―当面は、仮決定に当たって、つながりを切らずにいく：「同世代とのつながりの

中にある私」を見ていく―

F. 「４つの問いのステップ(5)」

―「私、人、世界、自然のつながり」の中で、つながりの持つ「溜（た）め」の一

つに私もなる可能性を探る―
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３．この10年にどんな変動が起きているか(2)
―人、世界への糸口をたぐり寄せる(2)―

（１）アジア通貨危機(1997年)

（２）自国を含む各国の雇用面に変動を生んだ通貨危機

（３）若者への影響

４．グローバリゼーションとは何か：雇用を中心に
―世界のつながりを紡ぐ―

（１）つながりを紡ぐ

A. 「つながりを紡ぐ」へのステップ(1)：世界のつながりを紡ぐ

―「なぜ世界はこう動くのか」を考える―

B. 生存／棲息のための生態系を育てる

―つながりを紡ぐ中で―

C. 生存のための情報収集、判断、行動のベースとしての「つながり」を育てる

D. 自己・自他の生態学的支援システムの自己形成

E. 自分なりに、自己と同時代の他者への支援システムを作る

F. 「自己の生存のための（情報収集、判断、行動の）ベース」を育てる

G. 変動の中での持続的な生き方の追求：つながりの育成の追求

（２）グローバリゼーションとは何か

―「つながりを紡ぐ」へのステップ(2)：つながりの中にあるグローバリゼーションを辿

る―

A. つながりの中にあるグローバリゼーションを、雇用―経済の糸口から紡ぐ

B. 雇用の背後にある経済からつながりを見ていく

C. 経済面でのグローバリゼーションを見てみる

D. 経済面でのグローバリゼーション(1)

―貿易・金融・資本の自由化―

E. 経済面でのグローバリゼーション(2)

―国際経済機関の任務の拡大：IMF・世界銀行・WTO―

F. 経済面でのグローバリゼーション(3)

―多国籍企業の拡大―

G. グローバリゼーションの、経済面をつなぎ目とした他分野への拡がり

：雇用との接点(1)―ネオリベラリズムの考え方―

H. グローバリゼーションの、経済面をつなぎ目とした他分野への拡がり

：雇用との接点(2)―構造調整策―

（３）日本でのグローバル化
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５．グローバリゼーションの雇用以外へのつながり
―「つながりを紡ぐ」へのステップ(3)：つながりの拡がりを紡ぎ足していく―

（１）環境面へのつながり

（２）食糧・水への波及

（３）石油ピークをきっかけとする新たなつながり

（４）人々へのつながり

６．グローバリゼーションのつながり全体の拡がりと「私」の位置を見渡してみる
―「つながりを紡ぐ」へのステップ(4)―

（１）雇用を糸口とした拡がりを見渡してみる

（２）「４つの問いを考える」に対応させて考えてみる

（３）エコロジーの捉え方との関連で考えてみる

―自己の生き方、人との関係、アイデンティティが、つながりの中にあって選択され、

形作られていく、という視野―

（４）雇用をグローバル化のつながりの中で考える

（５）「4つの問い」再考

（６）グローバル化のつながりの拡がりの中での「私」の位置を考える

（７）私の「生き方を考える方法論」：「その中でどっちに向かって歩んでいくか」の問い

を深める

―私の「生き方を考える方法論」を考える：私の幸福論を考えてみる―
（８）どんな生き方が模索されているか

（９）持続可能な生き方追求の基礎

―「私の幸福論」、「私のリスク論」を、つながりを紡ぐ中で鍛えていく―

（10）雇用に関わる４つの問いの答えを文章化する

V．持続可能性日本語教育における教師の役割

１．「教育とは教師の教育である」
先に触れた環境教育・開発教育における長期の課題として、取り上げる学習対象となる事象

が学習者にとって「他人（ひと）事」のレベルを超えることの困難について論じた（岡崎2008

ａ）。この課題に対するこれまでの取り組みの中で明らかにされたことは、まずは学習者に先

立って教師自身が「暖衣飽食」の中で生活しており、「南」諸国の貧困や飢餓の諸状況が他人

事になっているという根本的な問題を抱えていたということであった。その意味で環境教育と開

発教育のこの長い苦闘の歴史の課題を引き継ぐ持続可能性としての言語教育、またその一つであ

る日本語教育は、教師自身の対象事象に対する関わり方の見直しということを出発点に据える。

具体的には、教師にとっても他人事で、ある意味でトップダウンとして提示されたものを、学習

者にもまたトップダウンとして教育を進める点の克服である。すなわち、教師自身が現在の世界



Area Studies Tsukuba 31 : 1–24, 2010

21

のグローバル化の変動の下での生き方を追求することを視座として持ち、それを教育場面でどう

組み込んでいくかを考えることを端緒とする。その具体的な教師の捉え方が「同行者としての教
師」である。

２．同行者としての教師
冒頭で述べたように、特にこの10年アジア通貨危機(1997年)以降のグローバル化の変動の加速

状況においては、親の世代ばかりではなく、教師もまたそれ以前の終身雇用、一億総中流の下で

のライフスタイルやものの見方、感じ方の中で生活史を辿ってきている。その意味ではアジア通

貨危機の翌年1998年に日本の自殺者の人口が3万人に達して以降、少なくとも2010年現在で一度

も3万人を割らない状況になっていること、あるいはうつ病等の病気が広範に存在し始め、それが

このような世界的な変動の下で平行して諸年齢層、特に若者の年齢層に急増している状況が何に

よってもたらされているかについて明確な見通しを持って語ることは、当初は困難であるといえ

よう。その中で自らも生き、子を育て、そして教育に当たり、今後のライフコースを辿ろうとし

ている教師自身が、どのような生き方が自分自身、家族、そして学習者を含む人々にとって持続

可能な生き方なのかについて見通しを求め、辿りつつある過程にあると言えよう。

そのような辿りつつある過程を学習者とともに進む、その意味で「同行者としての教師」であ

ることをベースとすることが、持続可能性としての日本語教育における日本語教師の役割の根源

である。

そこにはトップダウンとして示す何かがあらかじめ存在していない。また、もはや今の変動の

状況は教師自身および自分の家族、こどもたち、そして学習者にとって他人事ではない。そのよ

うな状況のもとで、日本で育ち生活してきている自分と、世界の各国それぞれの国で生活してい

る学習者それぞれの視点から見た世界がどのようなものであり、自己を起点としてそこにどのよ

うなつながりを見出していくか。その下でどのような生き方をしていくか、また他の人とどのよ

うなつながりを持っていくかを、このような世界に生きる私とは何かを考えつつ進む過程を分か
ちもつ同行者である。

３．同行者だが、「まず隗より始める」ものとしての教師
そのような同行者としての歩みをまず持って、自分自身がその生き方について最大限模索し考

え、他の地域に生きる学習者を始めとした人々の様相を知り、彼らから学び、そして考えていく

ための先陣をなす、すなわち「まず隗より始める」ものとして始めていく。「同行者としての教

師」とは、このようなものとして対象事象と学習者に関わる教師を目指すものである。

４．言語を「孤立した実体」から、人間活動と一体化したものとして捉えるものとしての教師
先に触れたツールとしての言語教育においては、言語は具体的な学習者の携わっている生活上

の諸活動と一体化した活動の一部としてよりは、むしろ英会話能力をビジネスのために身につけ

る形、あるいは受験勉強のための英語学習に典型的なように、人が生きて生活することとは切り
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離された、またはそのごく一部だけを構成するものとして言語を習得する「孤立した実体として

の言語」（岡崎2005ｃ）の習得が目指されるものであった。これに対して内容重視の言語教育、

とりわけ持続可能性としての言語教育においては、学習者が自分自身の直近で直面する雇用や食

糧など生活の課題の中で、そこに影響している世界の変動の諸様相を捉え、つながりを把握し、

どのように生き、他の人とどのようなつながりを持ち、そしてそこに見出す自分をどのような人

間として捉えるかを考えていくものである。言語活動を、そのような内容について考える一連の

人間活動と一体化した活動として進めることを前提としたものである。教師は、教師自身が人間

としての活動と一体化して関わる同行者としての教師の捉え方に典型的なように、言語活動を、
孤立した実体から人間活動と一体化した活動へと高めていく一つの主体である。

同時にこのような追求は、ツールとしての日本語教育では、教育現場での活動に限定されがち

な教師のあり方に起因する「教師の人間としての全体的な活動と日本語教育の分離」の超克とい

う意義も持っている。教師活動が人間としての活動であると位置づけられるがゆえに、その人間
的な活動である言語活動を形作っていく持続可能性教育としての日本語教育は、人間としての生
き方と教師職両者を一体化した教育として追求されていくものである。

VI. 結語

本論は、前稿（岡崎2009ａ）で考察した次の3点のうち、３の日本語教育で実現する具体的活

動として取り上げた、「学習者調査」、「学習者参画に基づくテキスト作成」に続く持続可能性

日本語学習のデザインの目指す全体像を明らかにすることを課題として設定した。本論はこの課

題をめぐって、

１．持続可能性日本語教育のテキストベース活動における学習のデザインとして、4つの活動：

「対話的問題提起学習」「ロールレタリング」「4つの問いを考える」「学習者の考察のテキ

ストに基づく学習」

２．持続可能性日本語教育のプロジェクト活動における学習のデザインとして、６つのプロジェ

クト：「自国の状況について知るプロジェクト」「各地域の同世代人について知るプロジェ

クト」「日本の同世代人について知るプロジェクト」「世界の変動と自分を結び付けて考え

るプロジェクト」「雇用をグローバル化全体の中で考えるプロジェクト」「世界のコト、モ

ノ、人のつながりの中の「私」の位置を考えるプロジェクト」

３．持続可能性日本語教育の内容面におけるシラバスデザインとして二つのシラバス：「グロー

バル化の変動の下にある世界の雇用に関するコト、モノ、人のつながりを見るためのシラバ

ス」「グローバル化の変動の下にある世界の中でどう生きるかを考えるためのシラバス」

４．持続可能性日本語教育日本語教育における教師の役割として「同行者としての役割」を、そ

れぞれ具体的に提示し考察した。

尚、最後に以上を、先行の諸論考とを統括して捉え直すと、以下のようになる。上で述べた教

室活動とシラバスデザインの基礎として、次のような生態学的思考に基づいて持続可能な生き方
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とは何かを学習者と教師がそれぞれ考えていくのが、持続可能性教育としての日本語教育の基礎

となるアプローチである。これを言語教育における生態学的アプローチと名づける。生態学的ア
プローチ（岡崎2007ａ）は次のような生態学的思考（岡崎2008ｃ）に裏付けられて進めるアプ

ローチである。

１．コト、モノ、人のつながりを自分なりに紡いでいく

２．単一要因思考を注意深く避け、つながりの中に世界と人、自分自身を見る

３．自分の生き方とつなげて事態や世界を見る

４．事態の「本当の姿」は自分の生き方とつなぐ時見え始める

５．自己を起点としてコト、モノ、人のつながりを紡ぎ、「その中で見えてくる世界とその意

味、その世界のつながりを形作る自己とその意味」という捉え方によって、自己と世界が互

いにつながりの中にあると考える

６．自分の視座を意識化することにより、他の人の視座での思考を自分とつなげる

７．「世界はどうなっているか」で見えてくるつながりをコンテクストとし、その中で認識し、

判断し、行動する

８．解決の姿、形はつながりの形をしている

９．自分も新たなつながりを形作る

このようにして生態学的思考に基づいて認識し判断し、行動する中で形作られていくものを生
態学的リテラシー（岡崎2009ｂ）と呼ぶ。持続可能な生き方を追求する日本語教育の下では、

ツールとしての日本語能力の養成と共に、この生態学的リテラシーの育成が内容面での目標とさ

れる。

次の課題として、グローバル化の変動の下におけるライフラインとして、雇用面と共に基軸を

なす食糧面両者を合わせた全体を内容とする展開が必要とされる。
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Abstract

There are numerous differences in expressions concerning listeners’ personal 

affairs between Korean Japanese Language Learners and Japanese Native Speakers. 

This research examines the variety of expressions used by Korean Japanese 

Language Learners and Japanese Native Speakers in situations where a request 

with regards to personal belongings of a listener is involved. 

The results of the examination show that in conversations involving listener’

s personal affairs, Japanese Native Speakers frequently use honorific expressions, 

with a tendency to avoid definite conclusions by employing speculative expressions 

such as ‘yooda, sooda, mitaida’.  In addition, indirect requesting expressions 

explaining speaker’s reasoning for request, such as ‘ndesuga’, are widely used. 
On the other side, in the case of Korean Japanese Language Learners, it 

is revealed that a frequency of honorific forms usage is less regular compared 

to Japanese Native Speakers, with the tendency to employ direct requesting 

expressions depicting the opponent’s point of view or making suggestions. 

As a result of the examination it is revealed, that in conversations involving 

opponent’s personal affairs Japanese Native Speakers tend to speculate using 

modality or contemplating expressions, while Korean Japanese Language Learners 

tend to employ direct expressions confirming on opponent’s situation in order to 

convey the contents of a request.

日本語と韓国語の聞き手の私的領域に関する言語行動
―韓国人日本語学習者と日本語母語話者の言語行動に関する調査を通して―

Listeners’ Linguistic Behavior in Japanese and Korean in Relation to the 
Personal Territory: Examining the Verbal Behavior of Korean Learner’s 

and Japanese Native Speakers

許 明子
HEO Myeongja
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１．はじめに
日本語と韓国語は文法的な構造が大変類似しており、韓国人日本語学習者（以下、韓国人学習

者という）は他の言語を母語とする学習者に比べ、日本語の文法の学習が早い。その半面、両言

語の文法的な特徴の学習に重点を置くと日本語の表現的な特徴や、運用面の違いに関する理解が

疎かになる可能性がある。韓国人学習者の日本語の発話の中には、文法的には正しい表現であっ

てもコミュニケーションの行う上では不適切であったり相手に失礼になったりする例がある。

たとえば、韓国人学習者の中には目上の人に対して願望を聞いたり、許可を求めたりする際に

次のような表現を使うことがある。

(1) *コーヒー、召し上がりたいですか。

(2) *先生のご本、私に貸してくだされますか。

(1)は聞き手の願望を聞いている場面、(2)は聞き手に依頼している場面であるが、日本語では目

上の人に対して直接的に希望や願望を聞くと丁寧さが損なわれて不適切な表現になったり、非文

法的な表現になったりすることがある。しかし、これらの例文と同じ意味を韓国語で表現した場

合、次の(1)’ (2)’のようにいずれも自然な表現になる。

(1)’ 커피,  드시고 싶으세요?

 keopi  deusigo sipuseyo? 1)

 コーヒー、召し上がり たいですか。

(2)’  선생님 책  저에게 빌려 주실 수  있으세요?

 seonsaengnim chaek  jeo-ege billyeo  jusil su isseuseyo?

 先生（の） 本 私-に 貸して くだされますか。

このような日本語と韓国語の相違点から、韓国人学習者は文法的には正しい文でも発話の場面

によっては不適切になる表現を使用することが多い。

その他にも、韓国語母語話者は初対面の人に対しても相手のアイデンティティに関わる内容に

ついて踏み込んだ発話を行い、コミュニケーション上の摩擦や誤解を招くことがある。任栄哲

（2006：9）では、「コミュニケーション上の誤解や摩擦は、文法的な違いだけではなく、そ

れぞれの帰属グループ固有の話し方の違いから生じることが多い」と述べ、「コミュニケーショ

ン・スタイル2)の違いが思わぬ誤解を生み、それが積み重なり、結果的に互いの姿をゆがんだ鏡で

写し出してしまうことがある」と日韓のコミュニケーション・スタイルの問題について指摘して

1 ) 韓国語のローマ字表記は 2000 年 7 月 7 日に告示された大韓民国文化観光部 2000 年式によるものである。
2 )  任栄哲（2006：9）では「コミュニケーション・スタイル」について会話を円滑に運ぶためのストラテジーで

あると述べている。そのストラテジーには、いつ話しはじめ、いつ止めるか、どんな話題を選んだらいいか、
どんな調子でどのくらいの速さで話すかなどがあると述べている。







Area Studies Tsukuba 31 : 25–44, 2010

29

以上の先行研究で明らかにされている「聞き手の私的領域」や「所有傾斜」の概念は、話し手が

聞き手と適宜な距離を保ちつつ、丁寧な表現を用いて、円滑なコミュニケーションを行う上で重

要な概念であると言える。

日本語を母語とする人は、このような日本語の言語行動の特徴からそれぞれの場面で適切な言

語形式を選択し、聞き手に不快感を与えずに円滑なコミュニケーション活動を行っているのであ

る。しかし、韓国人学習者をはじめとする外国人日本語学習者が日本人と異なる認識を持ってい

たり、聞き手の私的領域に関する認識が薄かったりすると、文法的には正しい文であっても誤解

や摩擦を引き起こす発話を行う恐れがある。

2.2 日本語と韓国語の言語表現の特徴
韓国人と日本人が出会い、初対面である人同士の会話でも韓国人はたびたび以下のような質問

をすることがある。

(3)  （あなたは）何歳ですか。

(4) いつ日本へ来ましたか。

(5) 結婚はしましたか。子供はいますか。

(6)  （あなたの）ご主人は何をしていますか。

初対面の韓国人から唐突にこのような質問を受けると、日本人は戸惑いを感じ、不愉快になる

人もいるだろう。このようなことは日本人と韓国人の交流の場ではよく遭遇する場面のようであ

る（生越2008）。上のような質問は日本人と韓国人の間だけではなく、韓国人同士もしくは初対

面の先生と学生という間でも聞かれることがある。上の(3)～(6)のような質問は初対面の人同士、

もしくは親しくない人との会話としては不適切であり、聞き手に対して配慮に欠けた発話であ

る。しかし、韓国人は相手のアイデンティティに関わる領域を侵害したという意識はなく、お互

いを知るために素直に質問しただけという意識の人が多い。(3)～(6)のような質問は、日本語と韓

国語の言語表現の違いを端的に表しているものであると言える。

また、韓国語も日本語と同じく敬語が発達している言語の一つであるが、敬語の使用に関する

考え方には相違点が存在している。日本語は「ウチとソト」の概念が重要である反面、韓国語は

「上下関係」が重要である（韓美卿1982）ため、敬語の表現形式にも大きな差が生じている。荻

野（1989：61）では、日本語と韓国語の敬語の使用に関する言語行動の対照研究を通して、「韓

国では敬語の使い分けの基準として「聞き手の年齢差」が大きく働くのに対して、日本語では

「聞き手との社会関係や親疎関係」が大きく働く」と述べている。これらの先行研究から推測さ

れる日本語と韓国語の言語行動の特徴は、日本語では話し手と聞き手の社会関係が重要視され、

聞き手がソトの人である場合は丁寧な表現が用いられるのに対して、韓国語では聞き手がソトの

人であっても話し手より目下（もしくは同等な関係）である場合は親密感を表す表現が用いられ

やすいのではないかということである。

任栄哲（2006：13）は、韓国語と日本語の言語行動の特徴を「攻める韓国人と待つ日本人」と

表現し、「韓国人の話し方は、日本人の目にはストレートで攻撃的にとらえられ、日本人の話し
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方は、韓国人には、核心をつかないもどかしいものであり、相手に心を開いていない印象を与え

る」と述べた。その例として、初対面の相手との会話で、韓国人は日本人に比べて「相手への質

問数」が多く、日本人は韓国人に比べて「自己開示の話題数」が多いという調査結果を述べてい

る。日本人は「自己開示」する表現を用いることによって、相手への察しに基づいて情報を引き

出す婉曲的な表現を好むのに対して、韓国人は「何、どこ、どうして」などの疑問詞を使った質

問をすることによって相手への関心をはっきり示す表現を好むといえる。韓国人は相手に親近感

を表す方法として、疑問詞を使った質問文を選択しているわけであるが、質問文の言及する内容

が聞き手の私的領域に踏み込むことが多く、それが相手に無礼と感じさせたり不快感を与えたり

することにつながっていると考えられる。

生越（2006）は、韓国人と日本人が相手の所有物を使う際の言語表現の特徴について調査分析

を行った。日本人は相手の所有物を使用する際に必ず声をかけて了解をとっているのに対して、

韓国人は声をかけることなく無断で使用して、相手に抵抗感を与えることから、東京、大阪、ソ

ウル、プサンに在住の日本人と韓国人を対象に相手の所有物を使用する際の表現方法について調

査を行った。その結果、「東京ではたとえ親しい間柄でも相手が了解なしに自分の領域を侵害す

ることに否定的だが、ソウルでは親しい間柄なら了解なしでも許容する」傾向があることを明ら

かにした。韓国人学習者が何も声をかけずに相手の所有物を使用し、日本人が違和感を持つよう

なハプニングはよく耳にするが、その背景には韓国人と日本人の言語行動の違いがあると考えら

れる。

以上の両言語の言語行動に関する先行研究から、韓国人学習者は聞き手の私的領域に関わる言

語内容でも踏み込んだ発話をしたり、相手の所有物を無断で使用したりして、不快感を与える可

能性があると言える。両言語の異なる表現的な特徴から誤解が生じたり、コミュニケーション活

動に支障をきたすようなことを防ぐためにはお互いの言語行動の特徴を理解する必要があるだろ

う。

本研究は鈴木（1989、1997）の「聞き手の私的領域」と角田（1991）の「所有傾斜」の概念

に基づいて、日本語母語話者（本調査の対象となった日本語母語話者。以下、JNS3)という）と韓

国人日本語学習者（本調査の対象となった韓国人日本語学習者。以下、KNSという）の表現形式

について比較対照を行い、両者の言語表現の特徴について考察を行った。調査内容としては、聞

き手の私的領域に属するものに対して依頼を行う際にどのような言語形式を用いるかについて調

査を行った。依頼表現の他にも、聞き手の私的領域の中心部に存在する言語内容の中で、特に韓

国人学習者の発話に多くみられる聞き手の健康状態について言及する場面を設定し、どのような

表現形式を用いるかについて調査を行った。本研究の分析結果によって、JNSとKNSの言語表現の

特徴が明らかになり、韓国人学習者の発話に対する理解が深まることを期待する。

3 )  本稿における JNS とは本研究の調査対象となった Japanese Native Speaker を指し、KNS とは本研究の調査対
象となった Korean Native Speaker を指す。
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３．JNSとKNSの依頼表現に関する調査
本調査では、聞き手の私的領域の中にある所有物について依頼を行う際にJNSとKNSがどのよ

うな表現を用いるかについてアンケート調査を行った（アンケート調査内容は＜資料１＞を参

照）。KNSの言語表現の特徴を明確にするために、JNSにも同様なアンケート調査を行い、両者の

調査結果を比較し、分析を行った。

3.1 調査内容および方法
一般的に話し手が聞き手に対して依頼したり何かの負荷をかけたりする際には丁寧な表現を用

いるが、特に聞き手が目上の人であったり、直接的に関係がある場合は丁寧さを保つために様々

な工夫をこらすと思われる。本調査では、私的領域の周辺に位置するものであり、かつ聞き手の

所有物として敬語化する必要があるものに対して、JNSとKNSがどのような表現を用いて依頼する

かについて調査を行い、比較分析を行った。

本調査で聞き手は目上もしくは対等な関係の人であり、敬語を使用して依頼する場面を設定し

た。また、依頼を行う対象になる所有物は所有傾斜の高いものから低いものへと段階的に差があ

るようにした。依頼する内容は次の６つの場面である。

① 先輩にコンピュータの使い方を教えてほしい

② 友達に携帯電話を貸してほしい

③ 指導教官に著書を貸してほしい

④ 友達にレポートを見せてほしい

⑤ 先輩に英語が話せる外国人の友達を紹介してほしい

⑥ 具合が悪そうな先生を気遣う4)

さらに、以上の聞き手と関係のあるものを角田の所有傾斜の概念に基づいて表すと次のような

傾斜で示すことができる。

4 )  前述したように⑥は依頼場面ではないが、韓国人学習者の発話に多くみられ、日本人とは異なる言語表現が見
られると予測されるため、調査項目の一つとして設定した。

相手 所有物 所有傾斜

指導教官、先生

先輩

友達

身体部分（体調、健康状態）

属性（コンピュータの使い方）

作品（著書、レポート）

所有物（携帯電話）

その他の所有物（友人）

高

低
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これらの聞き手の私的領域に関わるものについて、話し手の希望もしくは依頼をできるだけ丁

寧な表現で、相手に直接依頼を行う際に用いると思われる表現を書くように指示した。

依頼を受ける人は、指導教官、授業を担当する先生、先輩などと、丁寧な話し方をしなければ

ならない相手と、ある程度くだけた話し方ができる先輩や友達のような人もいる。しかし、依頼

内容が聞き手に対して負担をかける内容であるため、丁寧な表現を使うか、配慮した表現を使う

必要があるように場面設定を行った。依頼の指示文にも可能な限り丁寧な話し方をするように指

示した。

アンケートの回答は、JNSは日本語版のみ使用して日本語で回答してもらった。KNSは日本語

と韓国語の表現を比較するため、日本語版と韓国語版の２種類のアンケート用紙を用いて調査を

行った。まず日本語版は日本語で回答し、その次に韓国語版は韓国語で回答するようにした。韓

国語版の回答の際には日本語の表現とは関係なく、普段自分が使用している韓国語の表現を使っ

て回答するように指示した。本研究ではJNSの日本語表現、KNSの日本語表現、KNSの韓国語表現

の３種類の言語表現について分析し、考察を行った。

3.2 調査の概要
調査期間は2009年5月～7月の２か月間にかけて、筑波大学内で実施した。KNSの中には筑波大

学学類の卒業生も含まれているが、卒業生にはEメールでアンケート調査を依頼し、添付ファイル

でアンケート用紙を送信、回答後返信してもらった。調査対象は、筑波大学で学んでいる（もし

くは学んだ経験がある）韓国人学生24名と、筑波大学の学類および大学院で学んでいる日本人学

生29名を対象にした。KNSは留学生センターで日本語を勉強しているか、もしくは日本語を専門

として学んでいる学生で、全員日本語能力試験１級に合格しており、かなり高い日本語力を有し

ている学生を対象とした。

KNSの日本滞在期間は最短で６カ月程度の学生もいるが、５年以上の学生も多数含まれてい

る。日本滞在期間が１年未満の学生は韓国で日本語を専門として学んでいる短期交換留学生であ

り、滞在期間は短いが、かなり高い日本語能力を有している。また、日本滞在期間が５年以上の

学生は国費学部留学生制度で来日し、学類に在学しているか卒業した学生が含まれている。JNS

はKNSと同じような生活環境を持っている学生にするために、筑波大学で学んでいる学部生、大

学院生を対象とした。調査対象となったKNSとJNSの専門分野は文系から理系に至るまで幅広く、

様々な専門分野の学生から協力が得られた。

４．調査結果
本稿では、調査の結果についてもっとも所有傾斜の高い聞き手の健康状態について言及する場

面（アンケート調査の(6)番）と、もっとも傾斜の低い聞き手の友人を紹介してほしいという場面

（アンケート調査の(5)番）を中心に分析結果を報告する。KNSとJNSの日本語について両者を比

較しながら考察を行い、KNSの韓国語と日本語についても考察を行う。
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4.1 聞き手の健康状態をうかがう場面
韓国では、相手の身体的な特徴について述べたり、相手の身体的な特徴や印象について述べた

りすることが多い。相手の健康状態を気遣い、心配する気持ちを表現するのは一般的なことであ

り、場合によっては良いこととされている。しかし、日本では相手が目上の人の場合、相手の具

合の悪さを描写したり、直接質問したりすることは一般的ではなく、場合によっては不快感を与

える恐れがある。この調査項目で設定した場面は、韓国の日常生活ではよく遭遇するが、日本で

はあまり一般的ではない場面であるため、両言語の表現的な特徴に差が見られると予測される。

本節では「聞き手の健康状態を聞く」場面におけるKNSとJNSの日本語の言語表現について分析

し、両者の比較を行う。最後に、KNSの韓国語の言語表現についても分析を行い、KNSの韓国語

の日本語への影響について考察を行う。

まず、KNSの日本語の表現には、次の3つの特徴が認められた。

ⅰ) ほとんどのKNSが「顔色が悪い」「顔色がよくない」のように具合が悪く見えることについ

て直接描写し、「大丈夫ですか」と質問していた。

ⅱ) 話し手の推量を表すモダリティ表現「ようだ・そうだ・みたいだ」がほとんど使われていな

かった。

ⅲ)「～ほうがいい」などの助言する時の表現を使用している。

以下、これらの特徴を示す表現についていくつか例をあげる。例文の中で は相手の具合の

直接描写、 は推量を表すモダリティ表現、 は助言する表現であることを示す。

・先生、顔色が悪いです。大丈夫ですか。

・先生、顔色がよくないですけど、大丈夫ですか。

・先生、最近先生の顔色が悪そうに見えますが、体の具合は大丈夫ですか。

・先生、具合が悪く見えるんですが、何か悪いことでもありますか。

・先生、顔色が悪く見えます。大丈夫ですか。

・先生、ちょうしが悪いんですか。顔色が悪くみえます。

・先生、大丈夫ですか。顔色がよくないんです。

・先生、顔色がよくなく見えるんですが、最近、体の具合はどうですか。

・先生、今、顔色が悪いんです。ちょうしがよくないんですか。

・先生、顔色がよくないです。大丈夫ですか。

・先生、この間、体のどこかが悪いですか。

・先生、どうしましたか。少し体調悪そうですが。

・少しお休すみになった方がよろしいと思うのですが。

・先生。大丈夫ですか。顔色が悪いんです。時間があったら、ちょっと休んだほうがいいと思

うんですけど…。大丈夫ですか。



Area Studies Tsukuba 31 : 25–44, 2010

34

・先生、大丈夫ですか。ちょっと顔色が悪そうですけど。少し休むほうがいいんじゃないです

か。

直接的な描写表現と断定する表現を明確に区別できない場合もあったが、KNSの表現のもっと

も大きな特徴は「顔色が悪い、顔色がよくない、悪くみえる」などのマイナスのニュアンスを

持っている言葉をそのまま使っていることである。一般的に相手の健康状態が悪いことを表現す

る際には、話し手の推量を表す「ようだ・そうだ・みたいだ」のようなモダリティ表現を付け加

えることによって、聞き手の体調を気遣っている気持ちを柔らかく伝える。しかし、KNSの発話

は、マイナスのニュアンスを持っている表現をそのままで使って、断定するような表現を使って

いるため、相手を気遣うKNSの意図とは異なるニュアンスを表す可能性がある。

それに比べ、JNSの日本語はKNSの日本語とは異なって、以下の３つの特徴を持っていた。

ⅳ)  敬語（丁寧語）の使用が多く見られた。

ⅴ)  推量のモダリティ表現「ようだ・そうだ・みたいだ」を使って断定を避ける言い方をしてい

た。

ⅵ)「～のほう」などのぼかし表現、「いかがですか」「の(ん)ですが…」のような婉曲的な表

現を用いていた。

以下、これらの特徴を示す表現について例をあげる。 は敬語の使用、 はぼかし表現・

婉曲的な表現が使われていることを示す。

・先生、顔色が悪いようですが、お体の調子はいかがですか。

・先生、なんだか調子がよろしくないようですが、具合のほう、いかがでしょうか。

・先生、お体の加減がよくないようですが…。

・先生、顔色がお悪いようですが、体調が良くないのでしょうか。

・先生、顔色がよくないようですが、どこか悪いのですか。

・顔色が悪いみたいですけど、大丈夫ですか。どこか具合が悪いんですか。

・先生、お疲れですか。あまり元気がないのかなと思うのですが。

・大丈夫ですか。顔色がよろしくないのですか。

・顔色がすぐれないみたいですけど、具合悪いんですか。

・先生、お顔の色がすぐれないようですが…。

・先生、お顔色がすぐれませんが、お気分はいかがですか。

・先生、顔色が悪いようですが…大丈夫ですか？無理なさらないでください。皆心配していま

す。

KNSとJNSの表現のもっとも大きな違いは、「悪い、よくない」のようなマイナスのニュアンス

を表す表現には必ず「ようだ・そうだ・みたいだ」などの推量を表すモダリティ表現が併用され

ていることである。KNSの表現には「悪い、良くない」という印象を直接的に伝える表現が使わ

れていたのに対して、JNSの表現には自分の主観的な印象であることを伝えようとする意識が働い
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ているものと思われる。JNSは推量のモダリティ表現を用いることによって、聞き手の私的領域に

踏み込んだことに対して、相手の感情に配慮しているのではないかと考えられる。

また、JNSとKNSの表現には敬語の使用に大きな違いが見られた。JNSは高い敬意を表す敬語

を使用しており、「お気分」「お顔色」「お体」「よろしくない」「お悪い」「お疲れ」などの

敬語を用いたり、「お顔色がすぐれませんが」のような丁寧な表現を用いたりしていた。他方、

KNSの例文には「お顔」などの敬語の使用は一人も見られなかった。目上の聞き手に対して身体

の一部の特徴を言及しているにも関わらず敬語の使用が見られなかったことは注目すべき結果で

ある。

JNSの例文には「（具合）のほう」「（元気がないの）かな」のようなぼかし表現、「のですが

…」「いかがですか」などのような婉曲的な表現が使われていたことは興味深い結果である。日

本語では相手に対する配慮表現として、ぼかし表現や婉曲的な表現の多用が指摘されている（陣

内2006）が、本研究の調査においてもJNSにぼかし表現が多く表れていた。しかし、KNSにはぼ

かし表現や婉曲的な表現が使われていなかった。

さらに、KNSは相手に対して「休んだ方がいい」という助言を言う例があったが、JNSの中には

助言を言った学生はおらず、次のような申し出の表現を使った例があった。

・先生、顔色がお悪いようですが、大丈夫ですか。何かできることがあれば何でも言ってくだ

さい。

JNSの場合、先生の体調について言及することによって差し出がましい印象を与えるかもしれな

いと思い、その後に手伝いの申し出の表現を使っていたものと思われる。KNSが先生に対して助

言を行った後でも相手に対する配慮表現を使っていなかったこととは対照的である。

次に、KNSの韓国語の表現、つまりKNSの母語を分析した結果、丁寧な表現がたくさん使われ

ており、JNSの日本語に敬語が多く使われていたのと同じ特徴が見られた。KNSの韓国語の特徴は

以下の２つである。

ⅶ)  敬語を使った丁寧な表現が多く使われていた。

ⅷ)  助言や質問する表現が使われていた。

以下、KNSのこれらの特徴を表す表現についていくつか例をあげる。例文の中で は敬語の使

用、 は助言を行う表現であることを示す。

・안색이 안 좋아 보이시는데, 괜찮으세요.

（顔色がよくなく見えますが、大丈夫ですか。）5) 

・선생님, 어디 편찮으세요? 오늘 너무 안 좋아 보이세요.쉬셔야 하는거 아니예요?

（先生、どこか具合でも悪いんでしょうか。今日、とてもよくなく見えます。休まないとい

けないんじゃないですか。）

5 )  韓国語による作文の日本語訳は、韓国語のニュアンスを生かすために筆者が日本語に直訳したものである。
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・어디 편찮으신가요? 안색이 매우 좋질 않습니다.

（どこか具合でも悪いですか。顔色がとてもよくないです。）

・선생님, 얼굴색이 많이 안 좋아 보여요. 어디 편찮으신 곳 있으신 건 아니예요?

（先生、顔色がとてもよくなく見えます。どこか具合が悪いのではないですか。）

・선생님, 어디 편찮으세요? 얼굴색이 안 좋으세요. 어디 아프신 것 같은데, 좀 쉬시는게 어떠세

요? 짐이라도 들어 드릴까요?

（先生、どこか具合でも悪いんですか。顔色がよくないですね。どこが悪いようですが、少

し休んだらいかがでしょうか。荷物でも持って差し上げましょうか。）

・선생님, 안색이 안 좋은데 어쩐 일이세요? 괜찮으세요? 좀 쉬세요. 

（先生、顔色がよくないですが、どうされましたか。大丈夫ですか。少し休んでくださ

い。）

・선생님,오늘 안색이 안 좋아 보이는데, 괜찮으세요? 좀 쉬시는게 좋을 거 같은데…。

（先生、今日顔色がよくなく見えますが、大丈夫ですか。少し休んだほうがいいと思います

が…。）

・선생님,오늘 얼굴색이 안 좋아 보이는데요. 어디 편찮으신 것 아닌지요?

（先生、今日顔色が悪く見えますね。どこが具合が悪いのではないでしょうか。

・선생님, 오늘 어디 안 좋으세요? 식사는 하셨어요? 잠은 주무셨어요? 몸 잘 챙기셔야죠. 걱정

되잖아요.

（先生、今日、どこか具合が悪いですか。食事はされましたか。睡眠はとりましたか。体に

気をつけないといけないでしょう。心配になりますよ。）

ここで注目したいのは、日本語で「先生に休んだ方がいい」という助言したKNSの２人の中の

１人は韓国語でも「좀 쉬세요（少し休んでください）」と助言をしている。しかし、他の４人の

KNSは日本語では表現しなかったが、韓国語では「좀 쉬시는게 어떠세요？（少し休んだらどうで

すか）」のような表現を使っていた。さらに、その中の１人は、食事や睡眠のことまで言及して

おり、かなり差し出がましい印象を与える恐れがある。

これらの例文からわかることは、JNSもKNSもそれぞれの母語で表現する際は丁寧な表現を

使っており、相手に対する気遣いが感じられる。特に、韓国の日常生活では相手の健康状態や心

理状態を聞くような表現があいさつ代わりに使われており、よく「食事をしているのか」「睡眠

をとっているのか」「休んでいるのか」などについて質問することもある。しかし、日本では目

上の人に対して助言をしたり、「食事をしているのか、眠れているのか、ちゃんと休んでいるの

か」などについて質問したりするのは不適切であろう。KNSの中には相手の健康状態や心理状態

に関わる質問をしたり、気遣う表現をする人がいるが、相手に対する親近感を表すことによって

距離感を縮めようとする意識が働いている（任栄哲2006）のではないかと考えられる。これにつ

いてはさらに考察を続け、今後の課題としたい。
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4.2 先輩に友人の紹介を依頼する場面
この項目は先輩にイギリス人の友人を紹介してほしいと依頼する場面であるが、所有傾斜では

「その他の所有物」であり、聞き手と所有物（友人）は異なる個体である。今回の調査内容の中

では、聞き手の私的領域の中でもっとも周辺に位置するものであり、敬語使用の必要性はあまり

高くない。

この項目の調査結果については、聞き手に対して話し手の状況説明（友人を紹介してほしい理

由）や、聞き手への配慮表現を中心に分析を行った。

まず、JNSの表現的な特徴は次の３つにまとめられる。

a)  条件文を使った前置き表現が多かった。

b)  推量のモダリティ「そうだ」と「～たり」を使ったぼかし表現が使われていた。

c)「んです」文を使った理由説明の表現が多かった。

以下、これらの特徴を表す例をあげる。JNSのもっとも大きな特徴である条件文による前置き、

「んです」の使用に注目して例文を見てほしい。例文の中で は条件文を使った前置き表現、

はぼかし表現、 は「んです」文を使った理由説明文であることを示す。

・良かったら、イギリス人のお友達の○○さんを紹介していただけませんか。もっと英語を話

す練習がしたいんです。

・ちょっと英語でおしゃべりしてもらえる人を探しているんですけど、良かったら紹介しても

らえませんか。

・先生のお知り合いにイギリスの留学生いましたよね？もし時間にヨユウがありそうだった

ら、紹介していただけませんか？

・もしよかったら、先輩の友達のイギリスの留学生を紹介していただけませんか。

・英語が話せる留学生と友達になりたいんですけど、○○さんを紹介してくれませんか。

・先輩、○○さんとお話してみたいんですけど、紹介してもらえませんか？

・留学生と友人になりたいんですが、紹介してもらえますか。

・私、英語が上手な留学生と友達になりたいんですが、その人を紹介してもらえたりしません

か。

・英語の勉強がしたいと思っているのですが、よかったら先輩のお友達のイギリスからの留学

生を紹介してもらえませんか。

JNSの例文から分かる表現形式の特徴は、JNSの表現の中に「んですけど」の使用が多いことで

ある。JNSのほとんどの例文に、相手への配慮表現の前置きとして「もしよかったら」「よかった

ら」のような条件文が使われていたことはKNSとは異なる特徴である。さらに、「もし時間に余

裕がありそうだったら」「紹介してもらえたりしませんか」のようなぼかし表現の使用もJNSの特
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徴の一つである。これらの前置きとぼかし表現は、依頼内容に対する相手の負担を和らげる意味

合いが含まれていると考えられる。

JNSの表現内容の特徴は、相手に依頼する表現形式を使う前に、友だちを紹介してほしい理由

について説明することが多く、その場合、「んですけど」「～のですが」「ので」の言語形式を

使っていたことである。「んです」文は依頼する理由や自分の状況を説明することによって推測

を促したり、依頼を受け入れるか断るかに対する判断を委ねたりするストラテジーとして使われ

る。KNSの調査結果ではJNSほど「んです」文が使われておらず、外国人学習者にとって「んで

す」文の習得の難しさ（野田2001）が改めて確認された。

次に、KNSの調査結果について考察を行う。KNSの日本語表現の特徴は以下の３つにまとめら

れる。

d)  JNSに比べ前置き表現の使用が少なかった。

e)  JNSに比べ「んです」文の使用が少なかった。

f)  相手の状況を確認する表現が使われていた。

KNSの日本語には、JNSに比べて「もしよかったら」などの表現が少なく、今回の調査では３名

だけであった。また、「できれば」を使った学生が１名（日本滞在歴７年）で、いずれも日本滞

在期間が５年以上の学生であった。しかし、日本語で「もしよかったら」などの表現を使った学

生でも、韓国語の表現の中にはそれに該当する「만약 괜찮으(시다)면（もしよろしければ）」な

どの表現は見当たらず、「소개시켜 주시면 안 돼요?（紹介してくれたらいけませんか？）」のよ

うな文末表現を使っていた。日本での滞在期間が長いKNSでもJNSに比べて「もしよかったら」の

ような前置きの使用が少なく、依頼の定型表現のみ使用していることがわかった。

以下、KNSの日本語の表現と、その人の韓国語の表現を並べて紹介する。KNSの日本語と韓国

語を比較するため、KNSの日本語、韓国語（韓国語を直訳した日本語文）の順に例をあげる。例

文の中で は条件文を使った前置き表現、 はぼかし表現、 は「んです」文を使って理

由を説明している文であることを示す。

・私、英語の勉強をずっとしてはいるのですが、話して使う機会がなくて困っています。でき

れば、先輩の友達をご紹介していただけますでしょうか。

혹시, 그 분 좀 소개 받을 수 있을 까요?（もしかして、あの方、ちょっと紹介してもらえます

か。）

・Ａさんと仲良くなりたいと思いますが、Ａさんを紹介お願いしてもいいですか。

이 다음에 그 유학생 만나면 제가 친구 되고 싶다고 좀 전해 주세요.（今度、その留学生に

会ったら私が友だちになりたいと伝えてください。
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・先輩の友達の中でイギリス人の留学生いますよね？私英語が話せる人と友達になりたいです

けど、紹介してもらえませんか？

저 영어 잘 하는 친구를 사귀고 싶은데요.소개 좀 해 주시면 안 될까요?（私英語が上手な友だ

ちにつきあいたいけど。ちょっと紹介してくれませんか）

・先輩の友達の中でイギリスのＸＸ君いるじゃないですか。僕ちょっと友達になりたいんです

けど、紹介してくれませんか。

형, XX랑 잘 알죠? 영어 공부 좀 하려는데 소개시켜주면 안 될까요?（兄さん、XXと知り合い

でしょう。英語の勉強しようと思うけど、紹介してくれませんか。）

・先輩、イギリスから来た留学生と友達だそうですね。実は英語のうまい人と友達になりたい

んですけど、その人を紹介してくれませか。

선배 친구 중에 영어를 잘 하는 유학생이 있다고 들었습니다.그 사람을 소개해 줄 수 있나요?

（先輩の友だちの中で英語が上手な留学生がいると聞きました。その人を紹介してくれます

か。）

・先輩の友だちの中でイギリスから来た留学生いますよね。もし、よかったら紹介してもらえ

ませんか。だったら助かりますけど…。

선배 친구 중에 영국에서 온 유학생 있잖아요? 저 좀 소개시켜 주시면 안 돼요? （先輩の友

だちの中にイギリスから来た留学生いるじゃないですか。私にちょっと紹介してくれません

か。）

・先輩の親しい友達のイギリスの留学生と親しくなりたいです。もし、よかったら紹介してく

れませんか。  

선배, 그 영국 유학생하고 친해요? 저 영국가고 싶어서 이것저것 물어보고 싶은데, 소개 좀 시

켜주세요 ㅠㅠ.（先輩、そのイギリスの留学生と仲いいですか。私、イギリス行きたいから

色々聞きたいけど、紹介してください。）

・先輩の知り合いの中にイギリスの方がいると聞いたんですが、もしよければ紹介してくださ

いませんか。

선배 친구 중에 영국인이 있다는 말을 들었는데…좀 소개 시켜 주심 안 될까요?（先輩の友だ

ちの中でイギリス人がいると聞きましたが…ちょっと紹介してくれませんか。）

JNSの日本語とKNSの韓国語のコミュニケーション・スタイルを比べてみると、KNSの韓国語の

ほうがJNSの日本語より親近感を表す表現が多く使われていることが分かる。JNSは相手に依頼を

する際に丁寧に表現するコミュニケーション・スタイルをとっているのに対して、KNSは親近感

を込めた表現を使って依頼するコミュニケーション・スタイルをとっている。前述したように、

JNSは「もしよかったら」などの前置きを使って相手に対する配慮表現を使っていたが、KNSは

「ご飯おごりますよ」「よかったら一緒に食事でもどうですか」などのような距離感を縮めるた

めの表現を使っていた。

さらに、JNSのほとんどの人が「んです」文を使って、話し手自身の状況を説明したり、依頼す



Area Studies Tsukuba 31 : 25–44, 2010

40

る理由について説明していた半面、KNSの日本語と韓国語の表現には「んです」文が少なく、そ

の代わりに相手の状況を確認する内容の表現が使われていた。つまり、JNSは「英語を学びたい」

という状況を説明することによって相手に依頼の内容を察してもらおうとしていたが、KNSは聞

き手にイギリス人の友人がいることを確認することによって依頼の内容を伝えようとしていた。

たとえば、KNSの韓国語の中に「선배 친구 중에 영국에서 온 유학생 있잖아요?（先輩の友達の中

にイギリスから来た留学生いるじゃないですか？）」「선배 친구 중에 영어를 잘 하는 유학생이 

있다고 들었습니다（先輩の友だちの中に英語が上手な留学生がいると聞きましたが）」「형, XX

랑 잘 알죠？（兄さん、XXと知り合いでしょう）」「선배, 그 영국 유학생하고 친해요?（先輩、

そのイギリスからの留学生と親しいですか）」のようなイギリス人の友達の存在を確認したり、

先輩との関係を聞いたりする表現が文中に含まれていたが、JNSにはそのような表現は見られな

かった。

このように、JNSとKNSには明確なコミュニケーション・スタイルの違いがあることが明らかに

なった。

５．まとめ
日本語と韓国語の文法的な特徴の類似さは従来の対照研究でも指摘されており、韓国人学習者

の日本語学習の早さ、上達度の早さは日本語教育の現場に携わっている教師なら経験的に分かっ

ていることであろう。しかし、高い日本語能力を有する韓国人学習者であっても聞き手に対して

不快感を与えたり、不適切な発話を行ったりすることがある。そのような言語行動の違いから所

謂異文化間コミュニケーションの摩擦が起こったり、誤解が生じたりすることがある。韓国語を

日本語に直訳したような表現を使った場合に誤解が摩擦が生じやすいのではないかと思われる。

したがって、韓国人学習者が日本語母語話者とより円滑なコミュニケーションを行うためには文

法項目の学習だけに止まらず日本人の言語行動についても理解しなければならない。

本稿では日本人と韓国人学習者の言語行動の相違点を明らかにするために調査を行い、考察を

行った。その結果、日本語母語話者と韓国人学習者の間には言語行動の相違点が多く存在してい

ることが分かった。今後も日本語と韓国語の言語行動の相違点について調査を続けていきたい。

最後に本稿で明らかになった日本語母語話者と韓国人学習者のコミュニケーション・スタイル

の違いについて以下のように表でまとめる。
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《健康状態》

《友人の紹介》

KNS・日本語 KNS・韓国語 JNS・日本語

・「んですが」の表現を使っ

ている学生もいるが、多く

なかった。

・ほとんどの学生が「소개시

켜 주면 안 될까요?（紹介し

てくれませんか？）」のよ

うな表現を使っていた。

・「んですが」などを使って、

依頼の理由などについて説明

していた。

・「もしよかったら」「でき

れば」などの表現を使った

KNSもいるが、４名だけで

あった。

・「よかったら」などの表現

は、日本滞在期間が長い学

生が使用していた。

・「ご飯おごりますよ」など

の親近感を表す表現を使っ

ていた。

・「もしよかったら」などの前

置き表現を使って、相手に対

する配慮を示していた。

・イギリス人留学生の友だち

がいることを確認する表現

が多かった。

・イギリス人留学生の友だち

がいることを確認する表現

が多かった。

・「もし余裕がありそうだっ

た」「～てもらえたりしませ

んか」などのようなぼかし表

現を使っていた。

KNS・日本語 KNS・韓国語 JNS・日本語

・ 直 接 的 な 表 現 で 具 合 を 聞

く。

・敬語を使って丁寧に表現し

ているが、直接的な表現で

具合について聞く。

・敬語を使った丁寧な表現が多

い。

・ 具 合 が 悪 い こ と を 断 定 す

る。

・ 具 合 が 悪 く 見 え る こ と を

はっきり言う。

・推量の「ようだ・そうだ・み

たいだ」などの表現を使っ

て、断定を避ける。

・休んだほうがいいと助言す

る。

・休んだほうがいいと助言す

る。

・食事、睡眠などについて聞

く。

・「顔色がすぐれないよう」な

どの婉曲的な表現を用いる。
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Abstract

This study is a survey on utterances which include expressions of negative 

evaluation found in conversation between Japanese undergraduate students at 

Japanese universities whose relationships are very close. The analysis was done 

regarding the engendering factor and the function of the utterances that are 

referring to their interlocutors and their actions, utterances, recognition, people or 

things they like. The influence of gender on the result was also examined.

The result showed that more than 80% of the utterances were uttered in 

interaction, in which the function that threaten Positive-face (Brown&Levinson1987) 

were found in more than 70% of utterances, whereas the rest has other functions 

such as Positive Politeness (Brown and Levinson 1987). This study also revealed 

differences between males and females regarding the function of the utterances.

１．はじめに
評価という行動は、人間関係を築く上で極めて重要である。なぜならば、評価することは、

「特定の事柄に対する話し手の価値観を表すこと」(Martin&White2005、筆者訳)であり、相手

との心的距離に影響するからである。しかし、いざ価値観を表そうとする際の表現を考えてみる

と、肯定的な評価の語彙は肯定的評価のみを、否定的評価の語彙は否定的な評価のみを表すとい

うわけではない。部屋を見ながら「きれい」と言っても、褒めている場合も皮肉を言っている場

合もある。会話の相手に「ばか」と言っても、相手をけなしていることもあれば、親愛の情を表

していることもある。評価の表し方を考える上で、評価の表現がどのような状況で発せられ、そ

日本語の会話における
否定的評価の表現を含む発話の機能

―発話のきっかけに注目して―
The function of utterances including expressions of negative evaluation found 

in conversations between native speakers of Japanese.
-With regard to the engendering factor of the utterances-

関崎 博紀
SEKIZAKI Hironori
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れがどのような機能を果たしているかを明らかにすることは不可欠である。

本研究では、評価のうちでも、特に日本語母語話者同士による実際の会話に見られる否定的評

価を分析する。肯定的評価である「ほめ」の研究が盛んに行なわれているのに対して、肯定的評

価の研究に比べて盛んではなく、この研究が、評価行動の全体像を明らかにする上で必要だから

である。否定的評価の表現を含んだ発話を、それが発せられた状況の中でも特にきっかけに注目

して分析し、発話のきっかけごとに多様な機能を果たしていることを示す。

２．評価に関する先行研究の概観と本研究の目的
日本語の評価に関連する研究は、肯定的評価である「ほめ」に関するものが盛んに行われ、表

現形式を分析したもの(熊取谷1989)、ほめの対象を分析したもの（金2005）、ほめの談話の特徴

を明らかにしたもの(金2007)などが見られる。

一方の否定的評価については、語彙の収集や意味の分類を目的としたものがほとんどであった

(悪口の語彙を収集し意味を分類した筒井(1967)や、悪態表現の意味を分類した荒木(1994)、方言

における性向語彙1)を分析した室山(2001)など)。いわゆる「悪態」やからかいに関しては、運用

面での機能に言及した研究も見られ、攻撃的な側面と、親しみ表す側面があるとされている(星野

1974、Pawluk 1989、Boxer&Cortes-Conde 1997)。しかし、当該の発話が、会話の中のどのよ

うな状況においてこれらの機能を果たすのかは、明らかにされていない。また、からかいに関し

ては、女性が連帯感を強めるために利用しているという指摘が見られる(Eder1993)。しかし、否

定的評価に関しては、性差による違いを分析した研究は見られない。

そこで、本研究では、性別を統制した実際の会話資料の中から、会話の相手やその行動、発

話、認識、および、相手が好意を抱いている人物、ものごとに対する否定的評価の表現を含む発

話を網羅的に抽出する。そして、それらのきっかけを分析し、否定的評価の発話がどのような状

況でどのような機能を果たすかを明らかにする。

３．研究方法
本節では、実際の会話の中から否定的評価の表現を含んだ発話を抽出し、そのきっかけを分析

するにあたっての方法を述べる。まず、本研究において用いる会話資料の概要を示す。続いて、

否定的評価の表現を規定する。最後に、それらの発話のきっかけの分析方法を示す。

３－１．会話資料の概要
本研究で用いる会話資料は、2003年6月から9月にかけて録音した。非常に親しい同性かつ同

年齢の日本語母語話者の大学(院)生が参加した協調的な二者間会話である。会話は、１会話20分

程度で、男性ペア、女性ペアとも各10組、合計20組を収集した。会話収集の際には｢こんな機会

だから言える、普段相手に対して抱いている印象｣話題を設定した2)。会話の場所は、最もリラッ

クスできる場所として協力者自身に指定させた。会話終了後、フォローアップ・アンケートを実

施し、協力者同士の親しさや会話の自然さを確認してある。この会話を、宇佐美(2003、Basic 
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Transcription System for Japanese: BTSJ)に従って文字化した。その結果、1会話の平均発話文3)数

は、710.3であった。

３－２．否定的評価の表現とそれを含んだ発話文の集計の方法
上述の会話資料から否定的評価の表現を含んだ発話文を抽出する。本研究では、以下の表現を

否定的評価の表現とする。

○否定的評価の意味を持った語彙・表現 例) 違う、おかしい、やばい

○評価のモダリティ(日本語記述文法研究会編2003)の表現のうち、「～ものではない」など

否定的な評価を含んだもの 例) そういうこと言うもんじゃない

○否定形(否定の助動詞「ない」を用いて相手の発話内容を否定するもの、命令形、禁止系、

「～んじゃない」という文型) 例）今ごろ気づいてんじゃない

当該の発話文中の語彙・表現が否定的評価の意味を持っているか否かを判断するにあたって

は、「まんざら」という副詞を用いた。工藤(1999)によると、「まんざら」は、「まんざら嬉し

くなくもない」のように、二重否定形式と共起してある程度の肯定性を表すのが特徴だが、否定

的評価の述語であれば、二重否定でなくてもよいとされている。その例として、「まんざら悪い

気がしない」が挙げられている。本研究でも、「まんざら」が持つこの性質を利用し、文中の語

彙・表現に否定的評価の意味があるか否かを判断する。

命令形や禁止系は、表現としては行動(停止)要求である。しかし、これらの表現が用いられた場

合、その裏には相手に対する否定的な評価を抱いていることが明示的である。そのため、本研究

ではこれらも否定的評価の表現として扱うことにする4)。

以上の表現を含んだ発話を抽出し、発話文ごとに集計した。例１では、ほぼ同じ内容の発話が

続いているが、それぞれ1発話文であるため、2つの否定的評価として集計する。

例１ 否定的評価の表現を含む発話の集計方法の例。M04の印象を話している場面。

→M03 思いやりが足りない〈笑いながら〉。

M04 はははははは〈大きな笑い〉。

→M03 デリカシー不足かな。

1 ) 方言性向語彙とは、「地域社会の成員の生まれつきの性格や日ごろの振舞い、人柄などを評価の観点から捉えて
表現する言葉のまとまり」とされている ( 室山 2001:23)。

2 )  話題を記した紙を封筒に入れておき、会話開始後、任意の時点において封筒を開けるよう依頼した。その話題
では話しづらい、話題について話すことがなくなった、等の場合には、渡した話題を離れてもよいと伝えた。

3 )  BTSJ では、「実際の会話の中で発話された「文」」という意味で「発話文」という用語を用い、基本的な分析の
単位とする ( 詳しくは宇佐美 2003 を参照 )。

4 ) 「悪態」の研究にも、命令形、禁止形を悪態に含める立場 ( 星野 1989) がある。
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３－３．きっかけの分析方法
上に述べた否定的評価の表現を含んだ発話文のそれぞれについて、発せられた状況を調査する

ために、「発話のきっかけ」(熊谷1997)に注目する。「発話のきっかけ」は、「どのようなきっ

かけや刺激によって当該の発話がなされたのか」を明らかにするためのもので、「大きく分け

て、特定の外的要因はなく話者が自発的に発した発話、その場の事態に誘発された発話、先行発

話に誘発された発話、の3種類」になるとされている（熊谷1997:31）。そのうち、先行発話を

きっかけとするものが、誰による先行発話か、話し手に直接向けられた（話し手を「マトモの聞

き手」とする）ものかによってさらに分かれ、5つの選択肢になるとされている。本研究では、こ

の5つに「参加者の動作」を加えた以下の6項目を立て、発話のきっかけを分類する(例を続けて挙

げる)。

1.  自発的(特定の発話や出来事への反応ではない発話の場合)

2.  事態の推移(できごと、事物、など)

3.  自分に向けられた他者の発話(話し手を「マトモの聞き手」とするもの)

4.  自分に向けられたのではない他者の発話

5.  話し手自身の発話

    6.  参加者の動作

例２ 自発的なものの例。M04がサークルの後輩に対して、関与が消極的であることを注意した

と述べた直後のやりとり。M04は、この問題を解消するためにも部長が地位を明け渡した方

がいいということ(1、3)や何もしない方がいいこと(6)を述べている。それに続けて、M03が

先日メールで後輩に指示を出したことについて「やらない方がいい」(8、10)と否定的評価の

表現を含む発話を述べている。これは、他者の発話やその場で起きた出来事など特定の外的

要因への反応ではないため、自発的なものと捉える。

1 M04まーね、それを考えると、やっぱりね、もう、ぱって部長が渡した方がいいって、今

の位置。

2 M03 でも、あれ、前おれだもん。

3 M04 いや、だから、な、名前だけは部長で全部あげて、後は下に、あれするぐらいでやっ

たほうがいい。

4 M03 あ、いまやってるやってる=。

5 M03 =おれもうほとんどなんにもやってないから〈笑いながら〉=。

6 M04 =ほんとになんにもやんない方がいい=。

7 M04 =だからー、例えば、お前す、水曜にやったほうがいいとか流してたでしょ？。

→8 M04 あれも、もうやんない方がいい。

9 M03 あー。

→10 M04 ほんとやんない方がいい。
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11 M03 なるほどね。

12 M04 うん。

13 M03 いや、だけどー[強調するように]、ほら４年生の気持ちと同じよ。

例３ 事態の推移によるものの例。M03は、M04に対して「怖い」「厳しい」などと否定的な評

価の表現を述べている。これらは、筆者が提示した「こんな機会だから言える、普段相手に

対して抱いている印象」という話題を見るという事態の推移によってもたらされたものであ

る。

1 M04 [M04紙を見る]〈笑い〉。

→2 M03 早く、熱いー、えーっと、怖い、えー (〈吹出すように大笑い〉)。

→3 M03 まー、怖いのはその練習の厳しさってことだからまあいんだけど、熱い、厳しい、

えーー、できる、かな。

例４ 自分に向けられた他者の発話をきっかけとするものの例。F02から「あほ」と言われたこ

とがきっかけとなり、F01は、「うるさい」「今ごろ気づいてんじゃない」と否定的評価の

表現を述べている。

F01 合宿で毎回爆笑してたのぐらいしか覚えてないんだけど。[この間、F02は笑っている]

F02 「F01名」もあほじゃん〈笑いながら〉。

→F01 うっせーよ。[この間、F02は笑っている]

→F01 今ごろ気づいてんじゃねーよ〈大きな笑い〉。[この間、F02は笑っている]

例５ 参加者の動作をきっかけとするものの例。M15が共通の知人についての話題を提供した直

後に話題の紙を見ようと手を伸ばすM16に対して、M15は「まだ早い」と否定的評価の表現

を述べている。M16はここで発話していないため、その動作がきっかけとなって否定的評価

の発話が見られたと捉える。

1 M15 じゃ、「人名1」の話でもするか〈2人で笑い〉。

→2 M15 いや、まだ早い(〈笑い〉)だろ〈笑いながら〉。[M16が、話題の紙に手を伸ばしていた]

3 M16 まだ早い?〈笑いながら〉。

→4 M15 まだ早い〈だろ〉{〈}〈笑いながら〉。

「4.自分に向けられたのではない他者の発話」、「5.話し手自身の発話」をきっかけとするもの

は、4-2で述べるように、今回の資料には見られなかった。以下では、これらの方法による作業の

結果を述べる。
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４．結果と分析
本節では、まず、否定的評価の表現を含んだ発話文の抽出結果を示す。次に、それが発せられ

たきっかけについての結果を数量的に示す。その後、抽出した発話文をきっかけごとに質的に分

析し、それらがどのような機能を果たしているか明らかにする。最後に、それらの機能の分布に

性差が与える影響を分析する。

４－１．否定的評価の表現を含んだ発話文の抽出結果
表1に、否定的評価の表現を含んだ発話文の抽出結果を示す。

表１ 否定的評価の表現を含んだ発話文の抽出結果

(最大値、最小値、平均は、一人当たりの数字)

表１から分かるように、全体で190例の発話文が抽出された。男女別に見ると、男性が118例

(全体の62.1%) で、 女性の72例(全体の37.9%)に比べて多く見られた。頻度に関してt検定を施し

た結果、有意差は見られなかった (t(38)=1.55,P>.05,n.s.)。平均値を見ると、１人あたり、6.0回の

否定的評価の表現を含んだ発話が見られた。1会話の中で2～3分に一度の割合で見られたことに

なる。

４－２．否定的評価の表現を含んだ発話文のきっかけ
続いて、次頁の表2に否定的評価の表現を含んだ発話文のきっかけを示す。

頻度 % SD 最大値 最小値 平均

男性 118 62.1 5.36 24 0 5.9

女性 72 37.9 3.84 12 0 3.6

全体 190 100 5.03 24 0 4.8
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表２ 否定的評価の表現を含んだ発話文のきっかけ

全体を見ると、「自発的」なものが最も少なかったことが分かる（3.2%）。続いて、「参加者

の動作」(5.3%)、「事態の推移」(15.3%)の順に多くなり、最も多く見られたのが「自分に向けら

れた他者の発話」(76.3%)をきっかけとするものであった。このことから、抽出された発話文のう

ち、自分に向けられた他者の発話や参加者の動作など、相手との相互作用の結果発せられていた

ものが、80%以上になっていることが分かる。

男女別に見ると、「事態の推移」と「参加者の動作」をきっかけとするものは、男性の方が高

い割合で見られた。一方、「自発的」なものと「自分に向けられた他者の発話」をきっかけとす

るものは、女性の方が高い割合で見られた。独立性の検定の結果、男女間で有意な差は認められ

なかった（χ２ (3)=4.81,P>.05, n.s.）

４－３．きっかけごとに見た否定的評価の表現を含んだ発話文の質的分析
次に、抽出した発話文をきっかけごとに質的に分析し、その機能を明らかにする。ここで発話

の機能というのは、批判や非難、不同意、また助言やあいづちなど、発話がコミュニケーション

上において果たす役割のことを指す。以下では、抽出した発話文の機能を分析していくと同時

に、それを会話の相手のフェイス(Brown & Levinson 1987)との関連から見ていく。フェイスと

は、人間が持つ基本的な欲求であり、他者に理解・共感されたいという欲求であるポジティブ・

フェイスと、他者に邪魔されたくない、立ち入られたくないという欲求であるネガティブ・フェ

イスがあるとされている。批判や非難、不同意などの機能をもった発話は、相手のポジティブ・

フェイスとネガティブ・フェイスの双方を同時に脅かすものと捉えられる。一方で、あいづちや

助言などは、相手のポジティブ・フェイスを満たすものと考えることができる。以下、それぞれ

のきっかけごとに会話例を挙げながら、質的な分析の結果を示す。

男性 女性 全体

頻度 % 頻度 % 頻度 %

自発的 3 2.5 3 4.2 6 3.2

事態の推移 22 18.6 7 9.7 29 15.3

自分に向けられた他者の発話 85 72.0 60 83.3 145 76.3

参加者の動作 8 6.8 2 2.8 10 5.3

合計 118 100.0 72 100.0 190 100.0
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４－３－１．自発的な発話
まず、自発的な発話を分析する。例6(=例2)でM04は、サークルの部長であるM03がメールで指

示を出すなど積極的に関わることによって、後輩のサークルへの関わり方が消極的になると指摘

し、そのような行動を「やらない方がいい」(8、10)と述べている。ここでM04は6、7、8行目で

立て続けに発話し、一般論からM03の個別の問題へと間髪入れずに5) 強い勢いで指摘を展開して

いる。一連の発話には笑いも伴っておらず、ここでM04は、M03に強い調子で注意・忠告をして

いたと考えられる。M04の発話がM03を否定的に評価するものであったことは、M03が自己弁護

するような発話(13)を続けていることからも判断できる。

例６ (=例2)自発的な発話のうち忠告と捉えられるものの例。

1 M04 まーね、それを考えると、やっぱりね、もう、ぱって部長が渡した方がいいって、今

の位置。

2 M03 でも、あれ、前おれだもん。

3 M04 いや、だから、な、名前だけは部長で全部あげて、後は下に、あれするぐらいでやっ

たほうがいい。

4 M03 あ、いまやってるやってる=。

5 M03 =おれもうほとんどなんにもやってないから〈笑いながら〉=。

6 M04 =ほんとになんにもやんない方がいい=。

7 M04 =だからー、例えば、お前す、水曜にやったほうがいいとか流してたでしょ？。

→8 M04 あれも、もうやんない方がいい。

9 M03 あー。

→10 M04 ほんとやんない方がいい。

11 M03 なるほどね。

12 M04 うん。

13 M03 いや、だけどー[強調するように]、ほら４年生の気持ちと同じよ。

自発的な発話と判断されたものの中には、相手のポジティブ・フェイスを脅かすものがほとん

どであった。

４－３－２．事態の推移をきっかけとする発話文
事態の推移をきっかけとすると認定された発話は、全て筆者の提示した話題によるものであっ

た。例7は、筆者の提示した話題を見た直後のやり取りである。引用部冒頭で、F01はF02のこと

5 ) 文字化資料中の ”=” は、発話と発話の間（ま）が、当該の会話の平均的な間（ま）の長さより相対的に短いか、
全くないことを示す。詳細は、本稿末尾の記号凡例を参照されたい。
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を「ばか」と述べている(1)が、これは批判として機能していると考えられる。それは、F02が反

発するような反応を示していることや、F01が、この発話の根拠として普段からのF02の様子を述

べており(18)、単なる思いつきとは考えられないことなどからである。さらに、それに続いて、

F02が中途半端にした作業をF01が肩代わりさせられた(19)ことについて、不満も述べている。こ

れらのことから、1行目の発話は、批判としての機能を持っていると判断した。

例７ 事態の推移によるもののうち、批判となっていると捉えられる発話の例。

→1 F01 ｢F02あだ名｣はねー (うん)、あのねー、別に今だから言うわけじゃないけどね、結構ばか

だよ〈2人で大きな笑い〉。

2 F02 うそー〈軽く笑いながら〉。

3 F01 だって、結構さ,,

4 F02 〈ばか?〉{〈}。

5 F01 〈あの〉{〉}ね、しっかりしてる、しっかりしてるけど〈軽い笑い〉。

 （12行省略）

18 F01 でも、結構さー、なんか(〈軽い笑い〉)、ＯＢ用の葉書のさー、やつで、なんか、葉書の、あ

の印字がさ(うん)、斜めってってもさ(〈大きな笑い〉)そのままにしたりとかしてさ〈笑

いながら〉。

19 F01 あたしは何気に、あれは自分で直した〈大きな笑い〉。[この間、F02は笑っている]

20 F02 やっぱだめかー〈笑いながら〉。

21 F01 うん。

ここに含まれる発話文には、この例７のように相手を批判的に評価するものと、例３のように

相手の印象を思いつくままに述べたものとが見られた。

４－３－３．自分に向けられた他者の発話をきっかけとする発話文
続いて、抽出された発話文のうち最も多く見られた、「自分に向けられた他者の発話」をきっ

かけとするものを分析する。この中には、相手の現実的でない発話、自分に向けられた批判、相

手の冗談、相手からの同意要求、相手の語り、相手の失敗談をきっかけとするものなどが見られ

た。このうち、前3者は、相手のポジティブ・フェイスを脅かす機能をもち、後3者は、それを満

たす機能をもっていると考えられた。以下、例を挙げながら分析結果を示す。

４－３－３－１．相手の現実的でない発話をきっかけとする発話文
例8では、自衛隊に就職するM11について、M12が通勤時にも自衛隊の制服を着用するのかと

質問している(1、2)。このような現実的とは思われない質問に対して、M11は「さすがにそれは

ない」「浮く」「いやだ」(3、5、6)と批判的に否定的評価の表現を述べている。M11は、初め

は軽く笑いなが話していたが、最終的には、発話に笑いが伴わなくなっている。また、声も落ち
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着いた調子になっている。これらのことから、一連のM11の否定的評価の表現は、冗談に対する

「つっこみ」のようなものではなく、相手に対する批判となっていると判断した。

例８ 相手の現実的ではない発話をきっかけとするものの例。

1 M12 で、それを、でも、それを着て、着込んで(うん)、うちからそこまで通うわけ?。

2 M12 その、職場、どこにあんの、横須賀へ?。

→3 M11 いや、す、それはないっしょ、さすがに〈軽く笑いながら〉。

4 M12 〈笑い〉見たことないもん。

→5 M11 浮くでしょ、それは〈軽く笑いながら〉。

→6 M11 朝の新宿とかでやでしょ、そういう人いたら。

４－３－３－２．自分に向けられた批判をきっかけとする発話文
例9に示すのは、例7に示したやりとりに続くものである。F01がF02のことを「ばか」と述べ

た(1)ことに始まり、F02が「あほ」と述べ(127)、それに対してF01がさらに「うるさい」「今ご

ろ気づいてんじゃない」と述べている(128、129)。これらの発話は言い返しであり、悪く言って

きた相手を批判するものである。これは、相手のポジティブ・フェイスを脅かすものであると言

える。省略部において「ばか」と言われたことをF02がしきりに気にしていたことや、F01が話し

ている間笑っているF02を批判している(130、131)ことから、F01とF02の両者が発話時点で多少

とも気分を害していて、発言の撤回や真面目な対応を期待していたであろうと考えられる。

例９ 自分に向けられた批判がきっかけとなっている発話の例。

1 F01 「F02あだ名」はねー(うん)、あのねー、別に今だから言うわけじゃないけどね、結構

ばかだよ〈二人で大きな笑い〉。

(125ライン(約4分)省略。この間、F02は「ばか」と言われたことをしきりに気にしている。

話題は、受験、部活、合宿と移行している。)

126 F01 合宿で毎回爆笑してたのぐらいしか覚えてないんだけど。[この間、F02は笑ってい

る]

→127 F02 「F01あだ名」もあほじゃん〈笑いながら〉。

→128 F01 うっせーよ。[この間、F02は笑っている]

→129 F01 今ごろ気づいてんじゃねーよ〈大きな笑い〉。[この間、F02は笑っている]

130 F01 違うよ、それにさ、違うんだよ、だから、あたしが言ってるのをさ、馬鹿笑いして

るあんたがおかし(〈大笑い〉)んだよ。

131 F01 何がおかしいか分かんないんだよ、大体〈軽く笑いながら〉。

４－３－３－３．同意要求や提案をきっかけとする発話文
例10に示すのは、M07がM08のことを、お笑いコンビの「いつもここから」に似ていると話
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した直後のやりとりである。以前からM07は「いつもここから」が面白いと話していたが、それ

をテレビで見たM08は「おもんなかったよ」(2)と、M07の見解に同意しない発話をしている。

それを聞いたM07はネタの面白いと感じた部分を再現しながら(7、9)、同意するよう求めている

(10)。それでもM08は「なんかくどい」と同意しない(12)。それを聞いたM07は、面白いと感じ

た動きやネタをさらに紹介し、同意を求めている(13、15)。これに対しても、M08は「いただけ

ない」と述べ、同意していない(17)。このような不同意の発話は、認めてほしいという相手の欲

求(ポテジティブ・フェイス)を脅かすものである。

例10 自分に向けられた批判がきっかけとなっている発話の例。

1 M07 ｢そしてここから｣とか、なんかさー〈2人で大き目の笑い〉。

→2 M08 なんかさ、あれでも、おもんなかったよ、普通に。

3 M07 え、いや、ちょっとま。

4 M08 新ギャグやってたんやけど。

5 M07 暴走族系のやつ?。

6 M08 そう、そう、そう。

7 M07 "ブーンブーンブーンブーン",,

8 M08 あーん。

9 M07 なんか、"何見て、何見て、何見てんだよー"とか言うやつでしょ?。

10 M07 や、あれ、すごい、おれ的にはうけたんだけど。

11 M08 うそー。

→12 M08 なんかな、くどい、あれ。

13 M07 え、なんか、じょ、あの、前後入れかわんでしょ?。

14 M08 そう、そう、そう。

15 M07 ブーンブーン、なんか"何見て、何見てんだよー、何見てんだよー"。

16 M08 うん。

→17 M08 あれはいただけやん、〈ちょっと〉{〈}。

18 M07 〈やー、でも〉{〉}なかなかよかったけどなー。

４－３－３－４．相手の冗談をきっかけとする発話文
続いて、相手の冗談をきっかけとする発話文の例を示す。「もてたい」と述べるM07に対し

て、M08は新宿2丁目に行くことを提案している。この提案がM07の希望を満たすものではな

く、冗談として述べられていたことは、「違う意味でもてる」ということを互いに確認しあった

やりとり(6、7)から分かる。このようなM08の提案に対してM07は「危ない」と否定的評価の表

現を述べているが、これにはM08も賛同している。これらのことから、ここでの否定的評価の表

現は、相手の発話が冗談であることを理解したことを相手に「フィードバックする」(水島2004)

機能があると考えられる。相手の意図を理解したことを示している点において、この発話は相手
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のポジティブ・フェイスを満たすものだと言える。

例11 相手の冗談に続いて発せられる発話の例。

1 M07 [咳払い]まー、でもなー、もてたいね。

2 M07 なんか、うはうはしたい。

3 M08 ２丁目行ったら？。

4 M07 ２丁目？。

5 M08 うん〈笑いながら〉。

6 M07 それ違う意味でもてるんじゃないの？。

7 M08 うん〈笑いながら〉。

→8 M07 〈笑い〉〈危ないって〉{〈}。

9 M08 〈絶対やばい〉{〉} って、あっこ'あそこ'、ほんと=。

４－３－３－５．相手の語りをきっかけとする発話文
次に相手の語りをきっかけとする発話文の例を示す。例12は、F06が自分のしていたことを

次々と忘れて、別のことをしてしまったという体験を語っている場面である。F06が話している

間、F05はあいづちや笑いによって反応を返し、終始聞き手にまわっていることが分かる。11

行目でF05は「病気だよ」という否定的な評価の表現を述べるが、直後に再び聞き役に回ってい

る。このように聞き手にまわっているF05による否定的評価の表現は、バックチャネル＋α(伊藤

1993)として機能し、相手の話を聞いていることを示しているのだと考えられる。相手への理解

を示している点で、相手のポジティブ・フェイスを満たすものであると言える。

例12 語りの間で発せられる発話の例。

1 F06 すごい、第2弾あってねー(うん)、なんかね、歯を磨いてること忘れちゃって、違うこ

と始めちゃったの。

2 F05 え[↑]、こうして?。

3 F06 なんかビックリして、あ、それ、でも、自分は磨き終わってたみたいなんだけど(〈笑い〉)。

4 F05 歯磨き粉残ってた?〈笑いながら〉。

5 F06 でも〈笑いながら〉、でもなんか、うちの母親とか、そういう私にはすごく慣れてるからー

(うん)、あのー、なんか、私の部屋にコンコンてきて(うーん)、"なんか、なんかやってたん

じゃないのー ?" って(〈笑い〉)。

6 F06 "なんか忘れちゃってないかなー"とか言って登場したのね。

7 F06 〈笑い〉でねー、〈下に行って〉{〈},,  

8 F05 〈普通じゃない〉{〉}よね〈笑いながら〉。

9 F06 下に行ってみたら、歯ブラシがおいてあってー (うーん、うんうん)、なんか、歯磨きの

キャップも外れたまんまで(〈笑い〉)、このへ、なんか、だ、散らばってるの、全部が〈笑い
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ながら〉。

10 F06 で、アイロンもかけたんだけど(うん)、アイロンもおいてあって(うん)、で、アイロ

ン台も出しっぱなし(うんうんうん)で、なんかねー,,

→11 F05 〈笑い〉病気だよ、〈それ〉{〈}〈笑い〉。

12 F06 〈アイ〉{〉}ロンやってたんだけどー、歯磨いたんだけどー (〈笑い〉)、もう勉強してんの。

４－３－３－５．相手の失敗談をきっかけとする発話文
自分に向けられた相手の発話をきっかけとするものの最後に、相手の失敗談をきっかけとする

発話文の例を示す。例13は、M10がテストで30点しか取れず、レポートも長すぎて「無理なんだ

けど」と話している(1)場面である。その様子を聞いたM09は「やばい」と述べているが、この発

話は、直後に「がんばれよ」(10)と述べられていることからも分かるように、助言として機能し

ていると考えられる。

例13 失敗談に続いて発せられた発話の例。

1 M10 えー、無理なんだけど、普通に。

2 M09 30点〈笑い〉。

→3 M09 普通にいくと、それやばいよ。

4 M10 あ？。[あくびをしながら]

→5 M09 後期もそんな感じでとるとやばいよ。

6M10 うん。[簡単に]

7 M09 うん〈笑いながら〉。

8 M10 いや、でもー、やばいね。

→9 M09 やばいっしょ〈笑いながら〉。

10 M09 がんばれよ。

４－３－４．相手の動作をきっかけとする発話文
否定的評価の表現を含む発話文のきっかけとなる事柄の最後として、相手の動作を挙げる。こ

こには、例5のように相手の唐突な動作がきっかけとなった場合や、以下の例14のように相手が

ふざけた場合などが含まれる。

例14では、M09の携帯電話に文字を拡大表示する機能があることを知ったM10が、携帯電話に

興味を示し、それを手にとって振っている。それに対して、M09は「もういい」「振らなくてい

い」と否定的評価の表現を述べている6)(4、5)。繰り返し述べられていることから、相手の行動を

批判し、制止しようとしていたのだと判断した。

6 ) 「いい」は、「しばしば『まだ、もう』などの類の副詞」を伴って「不必要／いらない」という意味を表す ( 山
田 2000)。
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例14 相手がふざけたことがきっかけとなっている発話の例。

1 M09 これ、もっかい'もう一回'押したら、でかく〈なるー〉{〈}。

2 M10 〈おーいー〉{〉}。[驚きと共感を示して]

3 M09 〈笑い〉すごい。

→4 M09 ね、もういい〈笑いながら〉。

→5 M09 振らんでいいから〈笑いながら〉。

以上に見たように、否定的評価の表現を含んだ発話文は、きっかけごとに様々な機能を果たし

ていた。批判や非難（例8、9、14）、不同意（例10）など、相手のポジティブ・フェイスを脅

かすようなものと、冗談への応答（例11）バックチャネル(例12)、助言(例13) など相手のポジ

ティブ・フェイスを満たすものである。続いては、この結果に関して性別による傾向の違いを分

析する。

４－４．否定的評価の表現を含んだ発話文の機能に性差が与える影響
ここでは、以上のように明らかにした発話文の機能について、その傾向に性差が与える影響を

分析する。まず、当該の発話文が相手のポジティブ・フェイスを脅かすか満たすかという観点か

ら分析する。次に、発話文の機能ごとに、男女の傾向を確認する。

４－４－１．ポジティブ・フェイスを脅かすか満たすか
表3に、男女別に見た否定的評価の表現を含んだ発話の機能を示す。なお、表3を作成するにあ

たっては、「事態の推移」をきっかけとする発話は除外し、161の発話のみを示した。それは、

本研究が、できるだけ自然な会話における発話の実態を捉えることを企図しているからである。

「事態の推移」とは、筆者が提示した「こんな機会だから言える、普段相手に対して抱いている

印象」という話題に沿って話す場面を意味し、これを表3に含めることはその目的とそぐわないと

相手のポジティブ・フェイスを 脅かす 満たす 合計

男性
頻度 81 15 96

% 84.4 15.6 100

女性
頻度 46 19 65

% 70.8 29.2 100

全体
頻度 127 34 161

% 78.9 21.1 100

表３ 男女別に見た否定的評価の表現を含んだ発話の機能
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判断したためである。その結果、思いつくままに評価語を並べた発話(例3)のように相手のフェイ

スへの配慮と関わらないと考えられるものは除外された。

表3から分かるように、相手のポジティブ・フェイスを脅かす発話文(78.9%)の方が、それを満

たすもの(21.1%)に比べて高い割合で見られた。男性の方がその傾向は強く、ポジティブ・フェイ

スを脅かすものが、満たすものの5倍以上見られた。相手のポジティブ・フェイスを脅かすものの

割合は、男性の方が高い（男性84.4%、女性70.8%）のに対して、それを満たすものの割合は、女

性の方が高かった（女性29.2%、男性15.6%）。性差に関して独立性の検定を施した結果、5％で

有意差が認められた(χ２(1)=4.307,P<.05)。

４－４－２．否定的評価の発話文の機能の観点から
例に挙げてきたように、否定的評価の表現を含んだ発話文は、様々な機能を果たしていた。以

下の表4には、男女別に見た否定的評価の表現を含んだ発話文の機能の分布を示す。表中の「応

答」は、冗談への応答と捉えられるもの（例11）、バックチャネルと捉えられるもの(例12)をま

とめたものである。

表４ 男女別に見た否定的評価の表現を含んだ発話文の機能の分布

男女間で傾向の違いが目立つのは、「批判・非難」、「注意・忠告」、「不同意」、「応答」

である。「批判・非難」は男性の方が低い割合だが、「注意・忠告」、「不同意」というポジ

ティブ・フェイスを脅かす機能は、いずれも男性の方が高い割合で見られた。一方で、「応答」

というポジティブ・フェイスを満たす機能は、女性の方がかなり高い割合で見られた。

ポジティブ・

フェイスを
脅かす 満たす

批判・

非難
不同意 

注意・

忠告
同意 応答  冗談 助言  

男性
頻度 47 23  8 3 9 3 3 96

% 49.0 24.0  8.3  3.1 9.4 3.1  3.1 100

女性
頻度 40  5 - 1  16  3 65

%  61.5  7.7 - 1.5  24.6  4.6   100

全体
頻度  87 28 8  4 25  6 3 161

% 54.0 17.4 5.0 2.5 15.5  3.7 1.9 100
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以上、本節では、否定的評価の表現を含んだ発話文の抽出結果、そのきっかけ、及び、それら

の機能についての質的分析を示した。そして、それらに性差が与える影響も分析した。次節で

は、これらの結果について考察し、本稿のまとめとする。

５．考察とまとめ
本研究では、否定的評価の表現を含んだ発話が、どのようなきっかけで発せられるか示した。

抽出された発話文の80%以上は、自分に向けられた他者の発話や参加者の動作などの結果として

発せられていた。これは、否定的評価の発話が相手との相互作用の中で用いられていることを表

している。そして、そのような相互作用における様々なきっかけに応じて、批判や非難（例8、

9、14）、不同意（例10）など、相手のポジティブ・フェイスを脅かすようなものと、冗談への

応答（例11）バックチャネル(例12)、助言(例13)など相手のポジティブ・フェイスを満たすもの

が見られた。

このような機能の違いが生じる要因の1つとして、会話の相手からの期待が挙げられる。その

ことを説明するために、例11のように、否定的評価の表現を含んだ発話が相手の冗談に続いてい

る場合、それは、相手が否定的に評価されてしかるべき冗談を言った、ということを理解したこ

とをフィードバックすることになる。つまり、このような場合の否定的評価の表現は、否定的評

価の表現を求める相手の期待に応じて発せられたと考えることができる。また、例12のように、

相手の語りの最中に否定的評価の表現が発せられていたのは、失敗談に対して、否定的評価の反

応を返してほしいという相手からの期待を話者が感じとっていたことの表れだと考えられる。そ

のために、そこでの否定的評価は、相手の気分を害したり、話を中断させたりすることなく、コ

ミュニケーションが成立していたのだと考えられる。一方で、例6、7、8のように賛同してほし

いという様子や否定的評価を受けることを回避したいという様子が伺われる場面では、否定的評

価の表現は、相手の期待に反することになる。そのために、これらの場面では、否定的評価の表

現を含む発話が、批判や非難として機能したと考えられる。

否定的評価の発話に関して、条件の統制された会話を分析して性差を明らかにした研究は見ら

れなかった。本研究の結果、否定的評価の表現を含む発話が相手のポジティブ・フェイスを満た

すか脅かすかということに関して、性別による差があることを明らかになった。その結果を、抽

出した発話文の機能ごとに整理して分析した結果、「不同意」、「注意・忠告」というポジティ

ブ・フェイスを脅かす機能が、男性に高い割合で見られることが分かった。一方で、「応答」と

いうポジティブ・フェイスを満たす機能は、女性の方がかなり高い割合で見られていた。これら

の結果から、評価にまつわるコミュニケーションのとり方の男女間での違いの1つが指摘できる。

会話の相手が同意要求や確認をしてきた際に、否定的評価の表現を用いてそれに同意しなかった

り否定したりすることは、男性の方に多いと言える。一方で、女性の場合には、それに同意を示

すことが多いか、同意しない場合でも、否定的評価の表現を用いずに示すことが多いと考えられ

る。また、相手の語りや冗談に対する応答にも、性差が指摘できよう。女性の場合、相手の語り

や冗談に対して否定的評価の表現を持って応じるというやりとりが、男性に比べて期待されるの
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だと考えられる。そのために、このようなコミュニケーションが、相手のポジティブ・フェイス

を満たすものとして、男性よりも多く見られたのだと考えられる。

本研究では、否定的評価の表現を含む、いわば明示的な発話文を分析した。しかし、

否 定 的 評 価 の 発 話 に は 、 そ の よ う な 語 彙 ・ 表 現 を 用 い な い 非 明 示 的 な も の も 存 在 す る

(Goodwin&Goodwin1987、Martin&White2005)。この明示性に関する分布とそれを分ける要因の

分析が今後の課題である。

本稿の会話例で用いた記号凡例（宇佐美2003を一部簡略化して記載）

。 ［全角］7) 1発話文の終わりにつける。

,,
発話文の途中に相手の発話が入った場合、前の発話文が終わっていないことをマークす

るためにつけ、改行して相手の発話を入力する。

、
①［全角］ 1発話文および1ライン中で、日本語表記の慣例の通りに読点をつける。

②発話と発話のあいだに短い間がある場合につける。

‘  ’

①複数読み方があるものを漢字で表す場合、特別な読み方で発せられたことを示すため

に’ ’に入れて示す。

②音の表記だけでは意味が分かりにくい発話は、’ ’の中に正式な表記をする。

"  "
発話中に、話者及び話者以外の者の発話・思考・判断・知覚などの内容が引用された場

合、その部分を" " でくくる。

? 疑問文につける。

/沈黙  秒数/ 1秒以上の「間」は、沈黙として、その秒数を左記のように記す。

=  =

改行される発話と発話の間（ま）が、当該の会話の平均的な間（ま）の長さより相対的

に短いか、まったくないことを示すためにつける。これは、2つの発話(文)について、改

行していても音声的につながっていることを示すためである。

〈 〉{〈} 

〈 〉{〉}

同時発話されたものは、重なった部分双方を〈 〉でくくり、重ねられた発話には、〈

〉の後に、{〈}をつけ、そのラインの最後に句点「。」または英語式コンマ2つ「,,」をつける。

また重ねた方の発話には、〈 〉の後に、{〉}をつける。

［ ］

文脈的情報。その発話がなされた状況ができるだけわかりやすくなるように、音声上の

特徴(アクセント、声の高さ、大小、速さ等)のうち、特記の必要があるものなどをその

ラインの最後に記しておく。

7 ) 宇佐美 (2003) では、検索の際の便宜を図り、各記号は「半角」で統一することを原則としている。ただし、凡
例中に [ 全角 ] とある記号は、｢全角｣ で表記する。
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Abstract

Ecological consciousness, the conservation of the environment and decreasing 

carbon dioxide emissions have become global issues and many nations and citizens 

of various societies are beginning to take action to save the environment.  Japan is 

one of the leaders in developing new, environmentally friendly technology such as 

low-emission hybrid electric vehicles.

The purpose of this study is to examine the impression people have towards 

hybrid electric vehicles and feelings towards conservation of the environment.  

Through a survey, our study found that our sample gained more information about 

hybrid electric vehicles from the media than any other source of information.  In 

addition, we discovered that people were more likely to perceive hybrid electric 

vehicles to be more efficient in energy consumption than they actually are.

Keywords: Media, Advertisements, Hybrid Vehicles, Ecological Consciousness

１．研究の目的
本研究の目的は、ハイブリッド自動車のCMに代表される、環境問題をとりあげた企業広告が視

聴者にもたらす影響を実証的に明らかにすることである。昨今ハイブリッド自動車、天然ガス自

動車、電気自動車などのいわゆるクリーンエネルギー自動車は、政府主導の優遇政策を背景に普

及が押し進められている。世論の背景として「クリーンエネルギー自動車は通常の自動車などに

比べて環境にやさしい」という認識が広く受け入れられている前提がある。しかし、クリーンエ

ネルギー自動車の実際の環境負荷は、その優遇政策を正当化するに十分足るものとは言えない。

本研究においては、ハイブリッド自動車の広告は環境意識に訴求し、商品のエコイメージを過剰

演出していると考え、その影響性の度合いを明らかにするため、ハイブリッド自動車のCMを視聴

ハイブリッド自動車のCMと
環境意識に関するアンケート調査と実験

Advertisements of Hybrid Electric Vehicles and Ecological Consciousness
 

海後 宗男、松枝 世、内山 祭、李 彦江、澤田 由貴
筑波大学大学院 人文社会科学研究科

KAIGO Muneo, MATSUEDA Sei, UCHIYAMA Matsuri, LI Yan Jiang, SAWADA Yuki
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した場合と、視聴しない場合のハイブリッド自動車と環境意識に対する印象を比較する。本調査

では、企業の環境問題を利用した広告が人々に与える影響について計測するため、調査用紙とテ

レビCMの映像を用いた調査を実施する。なお、本研究で用いるハイブリッド自動車の広告は、ハ

イブリッド自動車であるトヨタ自動車の「エスティマ・ハイブリッド」のテレビCMとした。

平成17年度の内閣府の世論調査によると「他の自動車よりも優遇してでも、クリーンエネル

ギー自動車の普及を進めるべき」と答えた者の割合が68.9％であった。こうした世論の背景には

「クリーンエネルギー自動車は通常の自動車などに比べて環境にやさしい」という認識が広く受

け入れられている前提がある。しかしながら、クリーンエネルギー自動車の実際の環境負荷は、

その優遇政策を正当化するに十分足るものとは言えない。事実、トヨタ自動車のハイブリッド自

動車プリウスは「素材製造」と「車両製造」時に通常の自動車に比べ二倍弱のCO2を排出してい

る。同様にプリウスのカタログ値に対する実質燃費の達成率は60％前後であり、同クラスの他の

自動車に比べ群を抜いて低い値に留まっている。またアメリカでは、企業側が米環境保護局(EPA)

の燃料効率テストの構造的欠陥を認識した上で一切の断り書き無しにEPA発表の燃費をハイブ

リッド自動車の広告に重用していたことから「さかんに宣伝されているほど燃費がよくはない」

との不満がオーナーから噴出した。同様にイギリスでも、プリウスのテレビCMで謳われるCO2削

減量が事実とは異なるとして英国広告基準機構（ASA）が放送を取りやめるようトヨタ自動車に

警告が出された。こうした介入の背景には、メディアを通してハイブリッド自動車のエコイメー

ジが声高に叫ばれていることでハイブリッド自動車の実態を訴えるオーナーの声がかき消されて

いる現状を指摘できる。情報量の不均衡に根ざしたハイブリッド自動車に関する認知の歪みは、

その広告戦略に起因するものである。これより、以下の二点の仮説が導かれる。

仮説１：ハイブリッド自動車に関する情報は、対人コミュニケーションよりもメディアから得

る方が多い。

仮説２：ハイブリッド自動車の燃費がより高効率であると感じるようなイメージの植え付けが

行われている。

本研究の目的は、ハイブリッド自動車のCMに代表される企業の環境問題を利用した広告が視聴

者に影響をもたらしていることを実証することである。

２．調査方法
本研究においては、ハイブリッド自動車の広告は環境意識に訴求し、商品のエコイメージを過

剰演出していると考え、その影響性の度合いを明らかにするため、ハイブリッド自動車のCMを視

聴した場合と視聴しない場合のハイブリッド自動車と環境意識に対する印象を比較した。

２．１ 調査に用いた題材
本調査では、企業の環境問題を利用した広告が人々に与える影響について計測するため、調査

用紙とテレビCMの映像を用いた調査を実施した。2006年に放映されたトヨタ自動車「Hybrid 

Synergy Drive」CMシリーズから、「エスティマ・ハイブリッド」篇を視聴させた。CMの選定に
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あたっては以下の２点に留意した。第一、被調査者の先入観や前知識が調査結果に介在すること

を避けるため、最も有名なハイブリッド自動車であるプリウス以外の車種のCMとしたこと。第

二、特定車種の固有イメージが調査結果に影響を及ぼすことを避けるため、ハイブリッド技術の

宣伝に重きを置いたCMとしたことである。

２．２ 調査手順
企業の環境問題を利用した広告が人々に与える影響について測定するため、調査協力者を二つ

のグループに分けた。グループAにはハイブリッド自動車の関連内容について回答する前にハイブ

リッド自動車のCMを視聴させ、質問紙Aに回答してもらった。グループBにはハイブリッド自動

車のCMを視聴させないまま、質問紙Bに回答してもらった。

質問紙Aと質問紙Bの設問について、最後の一問だけが違い、ほかの設問はすべて同じである。

質問紙AのQ10「ハイブリッド自動車のCMに関するイメージを教えてください」という問いに対

し、質問紙Bでは「あなたはハイブリッド自動車のテレビCMを視聴したことがありますか。１、

見たことがある→SQ（「ハイブリッド自動車のCMに関するイメージを教えてください」）へ

２、見たことがない」のように設定した。

本調査において使用した質問紙A、Bは共に、基本的なデモグラフィックな質問のほか、環境意

識を問う質問項目とハイブリッド自動車に関する質問項目を設定した。環境意識に関する７項目

は内閣府大臣官房政府広報室による「環境問題に関する世論調査」から環境意識を問う質問項目

を採用した。ハイブリッド自動車に関する９項目のうち、今回使用する題材の内容を考慮し、ハ

イブリッド自動車の認知やイメージを問う７項目を独自に設定した。残りの２項目は、マイボイ

スコム(株)による「ハイブリッド自動車」のネット調査項目から、自動車購入時の基準とハイブ

リッド自動車のイメージを問う項目を採用した。

２．３ 調査時期と調査協力者
本調査では、茨城県の国立大学（T大学）の大学生117名（有効回答数117名：男性42名・女性

75名）を調査協力者とした。

調査時期は2008年10月15日～10月21日であった。調査協力者のうちわけは次の通りである。

（18歳＝37人、19歳＝65人、20歳＝11人、21歳＝1人、22歳＝1人、22歳＝1人、26歳＝1

人、30歳＝1人。北海道・東北＝10人、関東甲信越＝64人、東海＝9人、関西・近畿＝10人、中

国・四国＝11人、九州・沖縄＝11人、海外＝1人）年齢の分布については、表1に示し、出身地に

関しては表2に示した。



68

Area Studies Tsukuba 31 : 65–78, 2010

 表1 年齢の分布 表2 出身地の分布

３．調査結果
３．１データ分析の結果

被調査者の環境意識とハイブリッド自動車に関する調査から以下のことがわかった。

Q9、「ハイブリッド自動車に関する情報は主にどこから得ていますか。この中からいくつで

もあげてください。」というハイブリッド自動車の情報源に関する質問項目に対しては、次のよ

うな回答結果が得られた：新聞32人(21.6%)、雑誌10人(6.8%)、専門誌5人(3.4%)、テレビ89人

(60.1％)、インターネット38人(25.7％)、知人・友人25人(16.9％)、その他10人(6.8％)。

表3 ハイブリッド自動車に関する情報源

新聞や雑誌などのメディアから情報入手している人は全体の83.1%を占めたのに対し、友人・

知人・家族などの対人コミュニケーションから情報入手をしている人は全体の16.9%であるとい

う結果であった。

年齢（歳） 人数

18 37

19 65

20 11

21 1

22 1

26 1

30 1

新聞 雑誌 専門誌 テレビ
インター

ネット

友人・知

人・家族
その他

N 32 10 5 89 38 25 10

% 21.6 6.8 3.4 60.1 25.7 16.9 6.8

出身地 人数

北海道・東北 10

関東甲信越 64

東海 9

関西・近畿 10

中国・四国 11

九州・沖縄 11

海外 1
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表4 環境意識、環境保全、Reuse意識、Reduce意識、環境と経済発展の相関分析

*p<.05  ** p<.01

環境意識との関連性を分析するために、次の5つの質問項目の回答に関する相関関係の分析を

行った（項目の回答は付録を参照）

・ 「環境意識」の設問「あなたは、毎日の暮らしの中で、環境保全のため、どのような工夫や努

力を行っていますか。」

・ 「環境保全」活動への参加の設問「あなたは、環境保全に関する講演会などの催しや、植樹、

リサイクル活動、美化・清掃活動などに参加したことがありますか。」

・ 「Reduce意識」：「あなたは日頃、ごみを少なくするために心がけていることはありますか。

あなたが心がけていることをこの中からいくつでもあげてください。」

・ 「Reuse意識」：「あなたは日頃、ごみや、一度使ったものが再使用（リユース）、再生利用

（リサイクル）がされやすいように、心がけていることはありますか。あなたが心がけている

ことがあればこの中からいくつでもあげてください。」

・ 「環境保全と経済発展」の関係についての認識「環境保全と経済の関係について、あなたの考

えに最も近いものはどれですか。」

相関関係は表5通りである。「環境意識」と「Reuse意識」の相関関係はr(117)=.59、p<.01、

「環境意識」と「Reduce意識」はr(117)=.42、p<.01、「環境保全」と「Reuse意識」は

r(117)=.21、p<.01、「環境保全」と「Reduce意識」はr(117)=.31、p<.01、「Reuse意識」と

「Reduce意識」はr(117)=.38、p<.01、「Reduce意識」と「環境保全と経済発展の関係について

の認識」はr=.38、p<.38であり、それぞれが強い相関関係が見られた。なお、「環境意識」と

「環境保全と経済発展の関係についての認識」の相関はr(117)=.20、p<.05である。環境意識の高

い人ほど、環境保全と経済発展が緊密な関係があると認識していると言える。

１ ２ ３ ４ ５

1環境意識 _ .17 .59** .42** .20*

2環境保全 _ _ .21** .31** .08   

3Reuse意識 _ _ _ .38** .14

4Reduce意識 _ _ _ _ .38**

5環境と済発展 _ _ _ _ _
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図1 車の種類

質問項目Q10. 「あなたがつくばから富士山までレンタカーで高速道路を乗り継いで行く時に最

も費用を抑えたい場合、以下のうちどの車種を選びますか。なおレンタル料金は一律です。」に

対して、被調査者のうち67人（57%）がプリウスと回答した（図１参照）。

表5 車に関心がある人と選んだ車種の関係

 

 

 

 

また「車に関心のある人」については、「あなたが知っている国内の自動車メーカーをできる

だけ書いてください。」と「あなたが知っている国外の自動車メーカーをできるだけ書いてくだ

さい。」の2つの自由記述項目を回答してもらい、回答数が多いほど、「車に関心」があると仮定

し、集計を行った。その結果、「車に関心」がある人ほど、質問項目10に対して、プリウスを選

ぶ傾向が見られた（表5）。

表6 性別と環境の関係

   

また、「環境意識」・「Reuse意識」・「Reduce意識」という相関関係の強い質問項目の合計

得点の男女間の平均値は表6の通りである。T検定を行った結果、t(115)=3.01、p<.01という有意

差が得られ、この調査サンプルにおいて、男性よりも女性のほうが環境への取り組みを積極的に

車種 m n

ヴィッツ 5.45 31

カローラ 5.15 13

プリウス 6.76 67

性別 n M SD

男 65 6.43 3.69

女 52 8.37 3.14
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行っていることが明らかになった。

３．２自由記述の分析結果
車を選んだ理由の質問Q11（なぜこの車を選んだか）とCMを視聴した人の質問Q16（ハイブ

リッド自動車のCMに関するイメージを教えてください）の二つの質問に対する回答と、自由記述

の結果は以下の通りである。

CMを視聴した人76人の中の48人が「プリウス」を選んだ。その理由としてQ11では、「ガソ

リン代がかからなそうだったから。（003）」「燃費がいいと聞いたことがあるような気がする

から。（022）」「人気の車種なので燃費が良く、ガソリン代が安くすむと思うから。（057）」

「燃費がいいと思うから（072）」といった回答を得た。この他にも「～な気がする」といった

曖昧な表現の回答が多く見られた。このような表現から読み取れるのは、回答者にはプリウスに

ついての詳しい知識はないが、イメージは定着しているとのことである。言い換えるならば、被

調査者の多くが自動車の運転経験の浅い若い学生であるにもかかわらず、プリウスに対して「低

燃費」という印象が植え付けられていることになる。

また、「ハイブリッドカーだから（005）」「ハイブリット車のほうがガソリン代を低く抑え

られるから。（019）」「ハイブリット、低燃費（034）」という回答も得た。このような「ハイ

ブリッド（自動車）だから」というような回答からは、ハイブリッド自動車は無条件に燃費が良

く低コストであるという誤解が生じている印象を受けた。

視聴したＣＭに対するイメージQ16としては、「環境の話ばかり全面に押し出して車自体の性

能等はあまり出さない（014）」「クリーンさを強調するばかりで性能や、環境対策以外の特性

を見出せない気がします。（036）」「大げさ（038）」のようにＣＭの内容に対し批判的な意見

が挙げられている。一方、「環境に良さそうなのでとても好印象を持てた。（019）」「環境に

対する配慮の大切さが伝わってくる。(045）」「とても環境に対してクリーンな車のような印象

をもった。（058）」のように良い印象を抱いている回答者も少なくなかった。

４．考察
本研究は、メディアの影響による人々のハイブリッド自動車に対する印象と環境意識を明らか

にすることを目的とし、スタートした。調査結果より、環境意識の高い人ほど、環境保全と経済

発展が緊密な関係があると認識していることがわかった。また、自動車離れが叫ばれて久しい若

い学生の間でさえ既にハイブリッド自動車に対する印象はメディアによって形成されていること

がわかった。

仮説１「ハイブリッド自動車に関する情報は、対人コミュニケーションよりもメディアから得

る方が多い。」に関して、新聞や雑誌などのメディアから情報入手している人は全体の83.1%を

占めたのに対し、友人・知人・家族などの対人コミュニケーションから情報入手をしている人は

全体の16.9%であるという結果であった。従って、本調査研究において、仮説1は支持された。

  上記のように、人々は主にメディアを通じて情報を得ているため、ハイブリッド自動車に対する
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固定観念がすでに形成されていることが示唆された。これを裏付けるように調査結果の表5・表

6の通り、燃費がよいという印象だけで、プリウスを選ぶ被調査者が全体の57%であった。特に

「車に関心」がある人ほど、プリウスを選ぶ傾向が見られたことから、エコイメージ植え付けの

影響が強固であることが伺われた。従って本研究の調査においては、仮説2「ハイブリッド自動車

の燃費がより高効率であると感じるようなイメージの植え付けが行われている。」も支持された

と示唆できる。

但し、実験において、CMを視聴した人とそうでなない人の間では、ハイブリッド車に対するイ

メージの変化はほとんど見られなかった。これは、今回の実験で使われたCMは時間的に短かく、

また直後にしか測定していないため、本研究の対象の一つであるハイブリッド自動車のCMの効果

を正しく測定できなかった可能性がある。今後同様の研究においては、効果測定を時間差で測定

し、CMの接触量を増やすなどの工夫が必要である。更に、今回の被調査者が大学生であったた

め、今回の仮説を一般化するためには、より幅広い被調査者層に同様な調査を行うことが必要で

ある。

  上記のような調査上の課題は残ったが、総じて、ハイブリッド自動車に対し、ほとんどの人はメ

ディアによって好印象を持つ傾向があることが明らかになった。

  今後、メディア情報の視聴者は、単一のメディアからの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の

情報を照らし合わせ、多角度から情報の真偽を検証する必要がある。
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付 録

A.調査用CMのトランスクリプト

Leonardo DiCaprio:

Did you know that more and more people are driving hybrids? They enjoy the ride and help the 

environment. What do you think of a lifestyle like that?

（「気づいてる? ハイブリッドに乗る人がどんどん増えていること。クルマを楽しみながら環境

を大切にするそんなスタイル、あなたはどう思う？」）

ナレーション：

選ぶ楽しさ、ハイブリッドにも。

Leonardo DiCaprio:

Hybrid Synergy Drive.

（「ハイブリッドシナジードライブ」）

ナレーション：

エスティマ・ハイブリッド登場。

B.質問紙概要

質問紙A、Bの主な項目は以下の通りである。

環境意識に関する質問項目

環境意識

複数回答による評価。回答数が多いほど、その意識が高いことを示す。

Q1. あなたは、毎日の暮らしの中で、環境保全のため、どのような工夫や努力を行っています

か.この中からいくつでもあげてください。

１． 週に１～３日使い捨てのものはなるべく買わない

２． 買い物の時にポリ袋やビニール袋などをもらわない

３． 再生紙など環境にやさしい商品を買う

４． なるべくごみを出さない

５． てんぷら油や食べかすを排水口から流さない

６． 古紙、牛乳パック、ペットボトル、空き缶などのリサイクル、分別収集に協力する

７． 日常生活の中で節電や節水に努めたり、省エネルギー型の製品を使用する

８． 冷やしすぎない冷房温度、暖めすぎない暖房温度の設定に努める

９． 生活騒音の防止に努める

環境に関する情報源

複数回答による評価。

Q2. あなたは、環境問題に関する情報や知識を、どこから得ていますか。この中からいくつでも
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あげてください。

１． テレビ・ラジオ

２． インターネット

３． 新聞

４． 書籍、雑誌

５． 行政による白書や広報紙など

６． 友人、知人、家族

７． 講演会などの催し

８． 民間団体、町内会、サークルなどの活動を通じて

９． 学校の機関紙、掲示板、パンフレット

環境保全活動への参加

 4段階尺度による評価。

Q3. あなたは、環境保全に関する講演会などの催しや、植樹、リサイクル活動、美化・清掃活動

などに参加したことがありますか。それとも参加したことがありませんか。この中から１つだけ

お答えください。

１． 積極的に参加している

２． 参加したことがある

３． これまでに参加したことはないが、これからは機会があれば参加したいと思う

４． これまでに参加したことはなく、これからも参加したいとは思わない

環境と経済発展

5段階尺度による評価。

Q4. 環境保全と経済の関係について、あなたの考えに最も近いものはどれですか。この中から１

つだけお答えください。

１． 環境保全の取組を進めることは、経済発展につながる

２． 環境保全の取組を進めることは、必ずしも経済発展を阻害するものではない

３． 経済発展に多少の悪影響が出ても、環境保全の取組を積極的に進めるべき

４． 環境保全は後回しにしても、経済発展を優先するべき

５． 環境保全と経済発展は、あまり関係がない

Reduce意識

複数回答による評価。回答数が多いほど、その意識が高いことを示す。

Q5. あなたは日頃、ごみを少なくするために心がけていることはありますか。あなたが心がけて

いることをこの中からいくつでもあげてください。

１． 使い捨て製品を買わない
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２． レジ袋などをもらわないようにしたり（買い物袋を持参する）、簡易包装を店に求めている

３． すぐに流行遅れとなったり飽きたりしそうな不要なものは買わない

４． 無駄な製品をできるだけ買わないよう、レンタル・リースの製品を使うことを心がける

５． 友人や知人と、不要品を融通しあう

６． 生ごみを堆肥にしている

７． 詰め替え製品をよく使う

８． 壊れにくく、長持ちする製品を選ぶ

９． 壊れたものは修理して何度も使う

１０． 買いすぎ、作りすぎをせず、残り物は上手に使いきって、生ごみを少なくするなどの料理

方法（エコクッキング）を心がけている

Reuse意識

複数回答による評価。回答数が多いほど、その意識が高いことを示す。

Q6. あなたは日頃、ごみや、一度使ったものが再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）が

されやすいように、心がけていることはありますか.あなたが心がけていることがあればこの中か

らいくつでもあげてください。

１． 家庭で出たごみはきちんと種類ごとに分別して、定められた場所に出している

２． リサイクルしやすいように、資源ごみとして出すびんなどは洗っている

３． 不要品を、中古品を扱う店やバザーやフリーマーケットで売っている

４． 新製品は買わずに、中古品を利用している

５． びん牛乳など再使用可能な容器を使った製品を買う

６． 古着を雑巾とするなど、不要になったものでも他の目的で使用する

７． 再生原料で作られたリサイクル製品を積極的に購入している

クリーンエネルギー自動車のイメージ

3段階尺度による評価。

Q7. ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、電気自動車などのクリーンエネルギー自動車は、通

常の自動車などに比べて、環境にやさしいという利点がありますが、価格の面では、通常の自動

車よりも高くなっています。?都市部の渋滞が激しい道路において専用走行地帯を設けたり、人

混みの多い駅前に専用駐車スペースを設けたりするなど、他の自動車よりも優遇することによっ

て、クリーンエネルギー自動車の普及を進めることについて、あなたは、どのようにお考えにな

りますか。この中から１つだけお答えください。

１． 他の自動車よりも優遇してでも、クリーンエネルギー自動車の普及を進めるべき。

２． 他の自動車よりも優遇してまで、クリーンエネルギー自動車の普及を進める必要はない。

３． そもそもクリーンエネルギー自動車の普及を進める必要はない。
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ハイブリッド自動車に関する質問項目

ハイブリッド自動車の理解

5段階尺度による評価。

Q8. あなたはハイブリッド自動車を知っていますか。

１． 非常によく知っている

２． かなり知っている

３． 少しは知っている

４． あまり知らない

５． わからない

ハイブリッド自動車の情報源

複数回答による評価。

Q9. ハイブリッド自動車に関する情報は主にどこから得ていますか。この中からいくつでもあげ

てください。

１． 新聞

２． 雑誌

３． 専門誌

４． テレビ・ラジオ

５． インターネット

６． 友人・知人・家族

７． その他

ハイブリッド自動車の燃費

単一回答による評価。

Q10. あなたがつくばから富士山までレンタカーで高速道路を乗り継いで行く時に最も費用を抑え

たい場合、以下のうちどの車種を選びますか。なおレンタル料金は一律です。

１． トヨタ ヴィッツ

２． トヨタ カローラ

３． トヨタ プリウス

Q11. なぜQ10.の車種を選びましたか。具体的な理由をお書きください。 

自由記述による評価。

自動車への興味

自由記述による評価。回答数が多いほど、その興味が高いことを示す。

Q12. あなたが知っている国内の自動車メーカーをできるだけ書いてください。 

Q13. あなたが知っている国外の自動車メーカーをできるだけ書いてください。
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自動車の選択基準

単一回答による評価。

Q14. 今後、自動車を購入（買換え）されるとすれば何を基準として購入（買換え）されますか。

この中から主なものを１つだけあげてください。

１． 燃費

２． スタイル・色

３． 安全性

４． 大きさ

５． 快適性

６． その他

７． 当分購入（買換え）する予定はない

８． わからない

ハイブリッド自動車のイメージ

複数回答による評価。

Q15. あなたが持っているハイブリッド自動車に対するイメージを教えてください。この中からい

くつでもあげてください。

１． 購入価格が高い

２． 購入価格が安い

３． 環境に良い

４． 環境に良くない

５． 燃費が良い

６． 燃費が悪い

７． 車種が多い

８． 車種が少ない

９． 維持費が掛かる

10． 維持費が掛からない

11． デザインが良い

12． デザインが悪い

13． 丈夫そう

14． 壊れやすそう

15． 性能が高い

16． 性能が低い

自由記述による評価。

Q16. ハイブリッド自動車のCMに関するイメージを
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Abstract

The deterioration of safety due to the rise in crime and other social problems is 

a major concern in modern day Japan.  Although the society is relatively safer than 

other nations in comparison, there is heightened anxiety among the members of 

Japanese society due to the heavy coverage of crime in the media.

The purpose of this study is to investigate people’s feelings towards safety 

concerns and how people perceive their environment in regard to safety. Through 

a survey, this study measured the elements that build the perception and feelings 

towards safety and social participation in enhancing safety.  Through our analyses, 

we determined that mediated news is a large factor that greatly contributes to 

this perception、 in addition to other factors, such actual increases in crime and 

urbanization.

Keywords: media, crime news, safety concerns, social participation

１．はじめに

１．１ 背景
イギリスの経済誌エコノミストが運営する国際競争力についての分析機関「エコノミスト・イ

ンテリジェンス・ユニット（EIU）」が2008年5月20日に発表した「世界平和指数（Global Peace 

Index Rankings：GPI）」において、日本は昨年に引き続き5位と高い評価を示した。また、2006

年度の警察白書においても、人口10万人当たりの主要罪種別犯罪率の推移（平成15年〜19年）か

らみる凶悪犯総数・粗暴犯総数・窃盗犯総数、これら全てにおいて減少が確認されている。

メディアの犯罪報道と大学生の
治安・社会参与意識についての調査研究

Safety Concerns, Social Participation and Crime News

海後 宗男、松枝 世、内山 祭、金 餘珍、ジェニファー・エヴァ、楊 素茵
筑波大学大学院 人文社会科学研究科

KAIGO Muneo, MATSUEDA Sei, UCHIYAMA Matsuri, 
KIM Yeo Jin, Jennyfer EVA, YANG Su Yin
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しかし、2006年に行われた内閣府の「治安に関する世論調査」では、ここ10年間で日本の治安

がよくなったと思うかという質問項目に対して、「悪くなったと思う」、「どちらかといえば悪

くなったと思う」と答えた割合の合計が84.3%に達していた。以上のデータより、多くの人に日

本の治安が悪化しているという意識の傾向があるにもかかわらず、この治安意識が実際の犯罪率

や件数に基づいていない可能性が考えられる。

同じく内閣府の調査からは、治安に関する情報の入手方法として「テレビ・ラジオ」と答えた

割合が95.5％、「新聞」と答えた割合が81.1％と、多くの人が治安に関する情報源として主要マ

スメディアを利用していることが明らかになった。それに対して、治安に関する情報の入手先と

して「家族や友人との会話など」と答えた割合は38.4％、「自治体や自治会の広報」と答えた割

合は25.8％と、主要メディアを利用する割合よりも低かった。以上のデータより、人々の治安意

識はメディアによって影響を受けている可能性が高いと考えられる。また、治安が悪くなった原

因を質問したところ、「地域社会の連携意識が希薄となったから」と答えた割合が49.0％で2番

目に高く、2002年の同調査と比較して上昇（43.8％から49.0％）していることが判明した。これ

より、近年においては、治安に対する意識と地域社会への参与意識が関連していることがわかっ

た。

１．２ 本研究の目的
近年の調査結果より、人々の治安意識の高まりには主要マスメディアの影響性があること、地

域社会への参与意識が希薄であるため自主的な治安対策に結びついていないことが想定される。

本研究の目的は、メディアの犯罪報道と人々の治安意識・社会参与意識との関連性を明らか

にすることである。特に、他の年齢層よりも地域との関わりが薄いと考えられる大学生を対象と

して、以下の仮説を設定し、調査を行った。

仮説１：大学生の治安に対する不安意識は高まっている

仮説２：大学生の地域社会に対する意識は希薄である

仮説３：大学生は自主的な治安対策を行っていない

２．今回の調査
２．１ 調査の概要

2008年10月15日に、メディアの犯罪報道と大学生の治安・社会参与意識について、アンケー

ト調査を行った。調査対象は、茨城県内の国立T大学の大学生（学部生）196人である。アンケー

ト調査は、国立T大学全体における学部1年次の必須科目である英語のクラスにおいて行われた。

英語のクラスは、様々な学科ないし学問領域に属する学生が受講しているため、より広範に学生

の意識を調べるに適していると判断した。被調査者の年齢は18〜26歳、男女比の内訳は、男性

=112人、女性=84人であった。本調査の結果より、84.2％の回答者が一人暮らしであることがわ

かった。
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調査については、内閣府の2004年度「治安に関する世論調査」と（財）社会安全研究財団が

2006年3月に公表した「犯罪に対する不安感などに関する調査研究—第3回調査報告書—」を参考

に、日本の治安状況、犯罪に対する不安、防犯対策、メディアの犯罪報道などについて質問項目

を設定した。

各質問項目の回答結果を分析し、仮説の検証を行なった。

２．２ 調査結果
２．２．１ 仮説の検証

Q1． 近年の日本の治安状況はどうなっていると思いますか。

上記の質問項目に対して、「良くなっている」と答えた人は5.1％、「どちらかというと良く

なっている」は19.4％であり、「どちらかというと悪くなっている」は57.2％、「悪くなってい

る」は17.3％であった。全体で74.5％の回答者が近年の日本の治安状況が悪くなっていると認識

していることが判明した。（図1）これは内閣府による2006年度の「治安に関する世論調査」が

示した結果と一致している。

図1 治安意識

また、この傾向には性差がほとんどみられなかった。（図2）
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図2 治安意識（性別）

Q2．そのように（治安が悪くなっているように）思うのはなぜですか。（「どちらかというと悪

くなっている」と「悪くなっている」を選んだ回答者限定：複数回答）

日本の治安は悪くなっていると答えた回答者にのみ、その理由を尋ねた結果、50％の回答者が

「マスメディアで犯罪の報道をよく見るから」を選んだ。それに対し、「周りの人から事件の話

をよく聞くから」と「自分の周りに事件がよく起こるから」と答えた人はそれぞれ9.7％と7.7％

であった。この結果より、大学生が治安意識には、実際に起きた事件についての影響性よりも、

マスメディアによる犯罪報道の影響性の方が強く作用していることが示された。他の選択肢で

は、「不景気による失業、貧困などが増えているから」が24％で二番目に多く、「地域のつなが

りが弱く、人々が互いに無関心であるから」が18.4％で三番目となった。（表1）

表1 体感治安悪化の理由

回答項目 ％

マスメディアで犯罪の報道をよく見るから 50.0 

自分の周りに事件がよく起こるから 7.7 

周りの人から事件の話をよく聞くから 9.7 

学校や地域において安全対策が

行われていないから
2.6 

不景気による失業、貧困などが増えているから 24.0 

地域のつながりが弱く、人々が互いに

無関心であるから
18.4 

その他 8.2
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本調査研究の結果、「マスメディアで犯罪の報道をよく見るから」、治安が悪くなっていると

感じる人が多いことが明らかになった。この一因として、当調査期間の直前に起きた2008年6月8

日の秋葉原殺人事件や2008年9月29日に起きた母親による小６の長男殺害など、いくつかの殺人

事件がメディアでよく取り扱われていたためと想定される。

この件について、警察庁交通局交通企画課「交通事故統計年報」を調べたところ、2006年の交

通事故による死亡者数は6352人、警察庁生活安全局地域課「平成19年中における自殺の概要資

料」における2007年の自殺による死亡者数は33,093人であったのに対し、厚生労働省の人口動

態統計による2007年の他殺による死亡者数は517人であった。

これらのデータより、高い数値をみせる死亡原因である交通事故や自殺ではなく、他殺による

犯罪事件がメディアによって中心的に報道されていることが、人々の治安意識に影響性を与えて

いる一因とも考えられる。

Q3．日常生活の中で、犯罪事件の被害者になるかもしれないという不安はありますか。

上記の質問項目に対して、「よくある」と回答した人は7.7％、「たまにある」は57.7％と最も

割合が高く、「ほとんどない」は29.6％、「全くない」は5.1％である。全体では、65.3％が何か

しら不安を感じていることが判明した。（図3）

図3 犯罪に対する不安感

性別で比較した場合、上記質問項目に関して「よくある」と回答した男性は7.1％、女性は

8.3％、「たまにある」は男性46.4％、女性72.6％、「ほとんどない」は男性38.4％、女性

17.9％、「全くない」は男性8.0％、女性１.2であった。犯罪に対する不安感には性差があること

が確認された。「よくある」、「たまにある」と答えた回答者は男性53.5％、女性80.9％で、男

性に比べて、女性の方が圧倒的に不安感を感じていることがわかった。（図４）
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図4 犯罪に対する不安感（性別)

これらの結果により、半数以上の大学生が日本の治安状況や日常生活での犯罪被害に対して不

安を感じていることがわかった。以上より、仮説１「大学生の治安に対する不安意識は高まって

いる」は支持された。

Q4．住んでいる地域の住民が防犯パトロール等の防犯活動を行うとしたら、協力したい・参加し

たいと思いますか。

上記の質問項目に対して、全体で「協力・参加したい」と答えた割合が47.4％に対して、「協

力・参加しない」は52.6％とやや高い数値をみせた。特に、「積極的に協力・参加したい」と答

えた割合は1.5％、「自分とは関係ないので協力・参加しない」は7.7％と差がみられた。「少し

協力・参加したい」と「あまり協力・参加したくない」はほぼ同じ割合であったが、前者の「少

し協力・参加したい」層の意欲の低さを考慮すると、地域の防犯活動に対する参与意識が全体的

に高いとは言えないだろう。（図5）

図5 参与意識
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Q5．災害時など、「もしも」の場合、近所や隣人同士で助け合う信頼感はありますか。

上記の質問項目に対して、「強いと思う」は9.7％、「まあまあ強いと思う」は27.0％、「あ

まりないと思う」は40.8％、「全くないと思う」と回答した人は22.4％である。全体でみると

63.3％の回答者において、近所や近隣の住民への信頼感が高くないことが分かった。（図6）

図6 地域社会対する信頼感

地域の防犯活動に対する参与意識に対しても、近所や近隣の住民に対する信頼感に対しても、

積極的な姿勢を見せている大学生が少ないことが判明した。以上の結果より、仮説２「大学生の

地域社会に対する意識は希薄である」は支持される。この理由としては、調査対象である大学生

の84.2％が１人暮らしであり、86.8％が家族と離れて暮らしているため、家族と共に暮らす人よ

りも地域コミュニケーションが少ないためだと考えられる。

Q6．普段、何かしら防犯対策を行っていますか。

上記の質問項目に対して、「常に行なっている」と回答した人は5.1％、「少し行なっている」

は41.8％、「ほとんど行なっていない」は41.9％、「全く行なっていない」は11.2％であった。

全体では「行なっている」は46.9％、「行なっていない」は53.1％で、半数以上の回答者が、自

分が行なっている治安対策に対して、否定的な評価を与えた。特に、「常に行なっている」がわ

ずか5.1％であることに対し、「全く行なっていない」が11.2％を占めていた。従って、大学生の

防犯対策意識は低いとみなされる。（図7）
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図7 防犯対策

性別から見ると、「常に行っている」、「少し行っている」と答えた回答者は男性が40.2％、

女性が56.0％であった。女性に比べると、男性が防犯対策を行なっていないことが分かった。

（図8）

図8 防犯対策（性別）

Q7．防犯のために自分はどんな取り組みをしていますか。（複数回答）

上記の質問項目に対して、個人的な防犯対策である「戸締りをきちんとする」、「個人情報、

私物の管理をきちんとする」、「夜間の一人歩きを避ける」と答えた割合はそれぞれ73.5％、

55.1％、22.4％と上位を占めた。それに対して、「家族や先生、友人と頻繁に連絡を取る」は

11.2％、「防犯パトロールなど、地域の防犯活動に参加する」は0％となった。また、「していな

い」と回答した学生は11.2％であった。（表2）
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表2 防犯対策の具体的例

この結果より、仮説３「大学生は自主的な治安対策を行っていない」が支持されるといえる。

さらに、治安対策を行っている大学生のなかでも、個人的対策に比べて社会的対策はあまり行わ

れていなかった。 これは、仮説２「大学生の地域社会に対する意識は希薄である」のデータの結

果との関連も考えられる。

２．２．２ メディアの犯罪報道と治安・社会参与意識の関連性

Q8．ニュースや情報を入手する主なメディアは何ですか。

本調査の最初に、大学生のメディア接触状況を把握するために、上記の質問をおこなった。そ

の結果、「テレビ」が42.9％、「インターネット」が40.3％とほぼ同じ割合を占めた。テレビと

インターネットが、大学生の主な情報入手メディアであることが分かる。（図9）

回答項目 ％

個人的対策

夜間の一人歩きを避ける 22.4

戸締りをきちんとする 73.5

個人情報、私物の管理をきちんとする 55.1

社会的対策

家族や先生、友人と頻繁に連絡を取る 11.2

防犯パトロールなど、地域の防犯活動

に参加する
0.0

その他 3.1

していない 11.2
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図９ 情報入手メディア

メディアの犯罪報道が人々にどのようなイメージを与えるかを把握するために、アンケート

調査を行う2週間前の10月1日に発生した「個室ビデオ店放火」事件を例に用いた。2008年6月

の「秋葉原通り魔事件」以来、メディアにおいては引き続き「無差別殺人事件」が話題となっ

ていたため、回答者が報道内容に特別な距離を感じない「無差別殺人事件」として当事件を選ん

だ。日常的に接触しうる犯罪報道のイメージを反映させるため、例を選出する際には、ネット・

ニュースの一般的な形式と内容を保持させた。ここでは、株式会社産経デジタル系列のネット・

新聞IZA（http://www.iza.ne.jp/）のニュース記事を取り上げ、記事例として回答者に読ませた。

当ウェブページの最初にある事件の要約をそのまま引用し、次にニュース一覧ページから視点が

異なる記事タイトルを三つ取り出し質問票に掲載した。

アンケート用紙に載せた事例は以下の通りである。

 「個室ビデオ店放火」特集 2008年10月１日未明、大阪市浪速区難波中の雑居ビル１階の個室

ビデオ店で15人が死亡、８人が重軽傷を負う火事がおきた。当初、たばこの不始末かと思われて

いた事件は一転、無職男による放火だったことが判明した。44人が亡くなった歌舞伎町ビル火災

から７年１カ月。同じような惨劇が起きてしまった。

「個室ビデオ店放火」のニュース一覧

【個室ビデオ店放火】離婚後に「割腹自殺」はかる 犯行直後にも「死にたい」 10/07 13:37  

【衝撃事件の核心】どこで歯車が狂ったのか…40男の転落人生 大阪ミナミの個室ビデオ店放火

事件 10/04 12:07  

また理不尽な無差別殺人が起きた 大阪個室ビデオ店放火 15人死亡  10/02 02:10 

http://www.iza.ne.jp/news/feature/4546/event/allnews/1/ 2008年10月7日

これらの素材はニュースサイトで一般的に見られる形式と内容を持つと判断した。
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上記の記事例を読ませた上で、下記の三つの質問を尋ねた。

Q9．この『個室ビデオ店火災』事件をどのようにはじめて知りましたか。

大学生が主に接触するメディアはテレビとインターネットであったが、この質問項目では、

「テレビ」と答えた割合は61.7％、「インターネット」と答えた割合は12.2％と、大きな差が見

られた。この結果より、犯罪事件を最初に認知するメディアとしては、インターネットよりテレ

ビの方が多いことを示された。（図10）

図10 事件の最初認知メディア

また、この項目では、「この調査で」この事件をはじめて知ったと答えた人が13.8％と二番目

に多く、「インターネット」で事件を知った割合よりも高い割合を示した。調査を行なった時期

は事件が発生から2週間以上経過していたが、13.8％の回答者がまだこの事件のことを認知してい

なかったという結果からは、一部の大学生における社会への関心の低さがうかがえる。

Q10．マスメディアでこのような事件に関する報道を見て、どう思いますか。（複数回答）

この項目に関して、「このような犯罪は犯罪者個人の問題だと思う」と答えた割合が最も高く

42.3％であった。大多数の大学生はこのような事件を犯罪者個人の責任として捉えていることが

判明した。

一方で「このような事件が頻繁に起こるから、日本の治安は悪化している」は33.0％、「治安

に対して政府がもっと対策をとらなければならない」は21.4％であった。

これらの回答に対し、個人の防犯意識と結びつく回答として「このような場所に行かないよう

に、もっと気をつけるべきだと思う」と答えた割合は8.7％と最も低かった。この結果からも、大
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学生の治安対策意識が低いことがうかがわれる。（表3）

表3 メディア報道に対する感想

Q11．生活の中での治安の責任は誰にあると思いますか。（複数回答）

この質問項目の目的は、漠然と「治安の責任」を問うことによって、大学生の意識の中で治安

の責任は誰にあるかを明らかにすることである。

結果として、「個人（自分自身）」と回答した人が64.8％と最も高い割合を占めた。多くの大

学生は治安の責任は個人にあると思っていることがわかった。

更に、「政府」（43.9％）、「警察」（43.9％）、「教育」（42.9％）、「マスメディア」

（40.3％）は全てにおいて4割を越え、全般的に大きな差が見られなかった。比較的に少なかった

のは「家族」（32.7％）、また「地域自治会・住民団体」は21.4％であった。（図11）

回答項目 ％

このような事件が頻繁に起こるから、日本の治安

は悪化していると思う
33.2

このような犯罪は犯罪者個人の問題だと思う 42.3

これは個別な事件で、私とはあまり関係がないと

思う
11.2

治安に対して政府がもっと対策をとらなければな

らないと思う
21.4

このような場所に行かないように、もっと気をつ

けるべきだと思う
8.7

その他 21.4
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図11 治安の責任

３．考察

以上の調査結果により、最初に設定した三つの仮説が検証された。

①大学生の治安に対する不安意識は高まっている。

②大学生は自主的な治安対策を行っていない。

③大学生の地域社会に対する意識は希薄である。

Q3より、大学生の治安に対する不安意識が高まっていることが検証された。ここでは、6割以

上の回答者が、自分が犯罪事件の被害者になる可能性があるという不安を感じていることが分

かった。しかし、それとは反対に、大学生の防犯意識は低いと見なされた。更に、多くの人は治

安の責任は個人・自分自身にあると思っているが、治安対策を積極的に行っていないことがわ

かった。これらの結果から、大学生の治安に関する意識と実際の行動の間には乖離があると考え

られる。

Q4では「協力・参加したい」と答えた回答者が47.4％いたが、Q７で社会的防犯対策について

「防犯パトロールなど、地域の防犯活動に参加する」と答えた割合は0％であった。この結果よ

り、地域の治安維持に関する今後の課題として、参与意識を持っている人々が実際参加できるよ

うな地域コミュニティーについての検討が必要だと考えられる。

Q9では、「個室ビデオ店放火」事件に関して、13.8％の回答者が本調査でこの事件を始めて

知ったと答えた。また、このような事件を犯罪者個人の問題だと位置づけた割合は最も高かっ

た。これより、大学生のニュース接触量の低さと共に、社会への関心の低さ、社会に対する意識

の希薄さがうかがわれる。

これら治安に関する問題とメディア報道とのあいだにどのような関連性があるか分析したとこ



92

Area Studies Tsukuba 31 : 79–92, 2010

ろ、Q3の結果から、大学生が社会の治安状況に対して感じる不安の基には、マスメディアの犯罪

報道が関係している可能性が確認された。しかしながら、Q10の結果から、実際にメディアの犯

罪報道を見ても「犯罪は犯罪者個人の問題だと思う」という認識に至る大学生が多く、犯罪や治

安の問題を主体的にとらえていないことが判明した。メディアの犯罪報道は人々の不安感を高め

るものの、事件そのもにに対する意識を必ずしも高めるわけではない。視聴者が、その事件は犯

罪者の個人的な要因によって発生したもので自分とは関係がない、という考えに至ることで、自

主的に治安対策を行う意欲が高まっていないのではないかと考えられる。メディアの役割は、あ

る事象についての情報を伝えるだけではない。犯罪報道には、人々の治安に対する意識を高める

ことで、より安全な地域社会の実現を目指す契機としての役割を期待したい。

今回のアンケート調査は、限られた質問項目によるものであり、被験者数も多くはない。メ

ディアの犯罪報道と人々の治安・社会参与意識について更に解明するためには、更なる研究が必

要であると考える。
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I. Introduction
This paper is about U.S. overseas military presence. It lays out some basic data to show the 

extensiveness of the American military base network around the globe. Today, the United States is 

undisputedly the most powerful country in the world. America’s status as a unipolar power is by 

no means guaranteed forever, but the level of primacy will not soon fade away, either. To be sure, 

the U.S. has the largest economy in the world. Its defense budget is larger than that of the rest 

of the countries in the world combined, and the nation is equipped with world’s most advanced 

weapons system. U.S. power is primarily discussed in terms of material capabilities (Brooks and 

Wohlforth 2008; Wohlforth 1999). However, in such discussions, the bases and soldiers stationed 

overseas that allow the U.S. military to project force well beyond its borders are overlooked. 

Without such assets, the United States would be unable to wield its military and political power.

Comprehensive surveys of America’s undisputed power projection capability are rare. Thus, 

the aim of this paper is to provide a general overview of the extensiveness of the U.S. military 

presence around the globe by looking at various data from different angles. More specifically, this 

paper is built around three questions: (1) How many military personnel are stationed abroad? 

(2) What is the trend regarding the number of Status of Force Agreements (SOFAs) signed by the 

United States and host nations? and (3) What is the structure of U.S. regional command? Answers 

to these questions should offer a complete picture of U.S. global presence, because they would 

not only provide the number of soldiers stationed overseas, which is a popular measure, but also 

explanations for the numbers, as well as the trend regarding SOFAs, especially after the Cold War. 

The paper also looks at the global command structure, which virtually covers the entire globe. 

Taken together, these constitute a comprehensive indicator of the degree of U.S. dominance 

around the world.

In the study of international relations, balance of power theory is considered one of the most 

influential theories. In essence, it says that a state creates a balance against powerful states either 

by forming alliances with other countries or by building up its own defenses (Waltz 1979). This 

theory relates to ways in which states align to counter external threats, but it may have something 

Predominance of U.S. Global Military Presence:
Personnel, SOFAs, and the Command Structure*

Takafumi Ohtomo**
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to say about U.S. military presence around the globe. Given the reduction of the threat from the 

former Soviet states, it would be reasonable to assume that the United States would have engaged 

in substantial military downsizing both at home and abroad after the Cold War. This should not 

conflict with the basic logic of the theory. The analysis below suggests that the overall number 

of U.S. military personnel at home and abroad has indeed gone down, although it is worth noting 

that the number of overseas personnel has remained stable at around 250,000 between the 

Persian Gulf War and the Afghan War and Iraq War years.

In contrast, the number of countries in which U.S. forces have been stationed has increased 

after the end of the Cold War. Moreover, the U.S. global command structure is still alive and well, 

and in fact, several new command structures have recently been formed. One was the North 

America Command, created in the aftermath of 9/11 to strengthen defense of the American 

homeland, and another was the Africa Command, created solely to deal with the African region, 

for which different commands have shared responsibilities in the past. 

These trends show that the United States is continuing to sustain its predominant military 

presence around the globe. In other words, the United States seems to be trying to maintain its 

unipolar status as the most powerful nation in the world.

The remainder of this paper is organized as follows. First, I will provide a basic analysis of 

U.S. global presence by examining statistical data of U.S. military personnel stationed around the 

world. A brief discussion of international events will be included to give more meaning to the 

data. Second, I will look at the number of SOFAs to examine the trend, especially after the collapse 

of the Soviet Union. Third, I will examine the history and structure of U.S. regional military 

commands. In the conclusion, I will briefly discuss some implications for international relations 

theory and future research.

II. U.S. Global Presence
The U.S. global military presence is, in a word, overwhelming. No other military can match the 

extent to which the United States can reach different parts of the globe. Although the number 

of U.S. forces has declined since the height of the Cold War, the United States still maintains the 

largest number of forces deployed overseas.

As of March 31, 2009, the total number of U.S. troops was 1,412,529. About 20 percent of all 

U.S. forces, or 293,701 soldiers, were deployed in foreign countries. This figure does not include 

the numbers of soldiers fighting in countries like Afghanistan and Iraq, which were 174,200 and 

41,300, respectively. Adding these numbers to the peacetime foreign military presence figure 

and the worldwide total, about 31 percent, or 509,201 soldiers, would be considered stationed 

outside the continental United States and its territories (U.S. Department of Defense 2009). Just 

to consider the peacetime presence figure (293,701) alone in perspective, it is larger than that of 
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The U.S. victory in the Spanish-American War of 1898 marked the beginning of major U.S. 

overseas expansion.1 The United States gained a naval base in Guantanamo, Cuba, where the 

oldest U.S. base overseas is located. Moreover, the United States occupied the Philippines, Puerto 

Rico, and Guam, which were under Spain’s control. The Island of Hawaii was also annexed as 

a territory of the United States. Despite such overseas expansions, no significant U.S. military 

network was created until World War II entered full swing.2 

The number of U.S. bases dramatically increased during World War II, because more bases 

were needed near the Axis countries as the United States scored victories and advanced well into 

the heart of the enemy territories. The fact that more bases were built during wartime comes 

as no surprise since bases constitute a crucial component when conducting military operations 

abroad; wartime is when bases are needed the most. The United States had fewer than 100 

overseas sites before WWII, but by the time the war was over, there were well over 2,000 base 

sites spread throughout the globe. And no other country has ever built so many bases in such a 

short period as the United States (Blaker 1990:21).

After WWII, many American soldiers returned home, and the number of U.S. soldiers 

stationed overseas dropped significantly. However, some remained abroad to occupy defeated 

powers such as Germany and Japan. Bases used during the occupation in Japan and Germany, as 

well as others, were later used to contain the Soviet Union during the Cold War.

The number of U.S. soldiers overseas was to rise again during the Korean War. Bases in 

Okinawa played a pivotal role in providing logistical support. The Korean War shocked the U.S. 

administration as well as America’s allies in Europe. The Soviet Union’s support of the North 

Korea was suspected, and the aggressive Soviet intentions worried U.S. allies. This fear, in 

particular, led to the consolidation of Western allies. 

Another cause for the increase of U.S. soldiers overseas came with the war in Vietnam. The 

United States’ involvement in the Vietnam War was at its peak when Richard Nixon took office 

in 1969 (Frontline 2004a). In East Asia and the Pacific region, there were more than 750,000 

soldiers, and over 500,000 of them were stationed in South Vietnam. For the next six years, the U.S. 

troop presence continued to decline in the region. The troop level in this region was at around 

140,000, which included routine presence in Japan, South Korea, and Thailand, but the number 

of U.S. troops in South Vietnam dropped significantly to only about 150. The year 1973 marked 

the end of the draft and a return to a volunteer system. This contributed to the considerable 

1  However, there were some cases in which small islands were incorporated to the United States before the 
Spanish-American War. The 1867 Midway annexation was a case in point. See Zakaria (1998).

2  The reason why the United States did not remain at its overseas bases after World War I seems to be a puzzle. U.S. 
strategic thinking—isolationism—may have been the cause. See Legro (2005).
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loss of active-duty military personnel—over 1 million, or about a third of all service members. 

Moreover, the United States was less willing to deploy a large presence, especially after the 

Vietnam experience. However, in the Middle East, the number of U.S. soldiers increased by about 

50 percent between 1969 and 1974, from 938 to 1,460 troops.

The United States officially withdrew from Vietnam when Saigon fell on April 30, 1975 

(Frontline 2004b). During the Ford administration, the U.S. military did not engage in military 

interventions. Moreover, while the United States had an extensive military presence in Thailand 

since the 1950s, the U.S. forces withdrew most of its 15,000 troops from that nation in 1976. 

In the late 1970s, the Middle East was the main focal point of America’s foreign policy 

(Frontline 2004c). Many important events took place in this region during the Carter 

administration. In fact, in 1979, President Carter himself negotiated a peace treaty between the 

two rivals, Israel and Egypt, which helped them to resolve their border disputes. In the same 

year, the Soviet Union invaded Afghanistan. The U.S. relationship with Iran deteriorated rapidly 

during the Iranian Revolution, and the U.S. Embassy was seized by Iranian students, who took 

hostages for 444 days. Because of the dramatic change in relations between the two countries, 

the United States withdrew its troops from Iran, where about 600 to 1,000 U.S. troops had been 

present every year. To make up for the withdrawal, the United States increased the number of 

troops afloat from 1,000 a few years before to more than 18,000. In Asia, China and the United 

States normalized relations on January 1, 1979. This became possible due to the secretive and 

bold diplomacy of Henry Kissinger, the National Security Advisor under Nixon. Ten troops were 

stationed there for the first time since 1947. Part of the deal between China and the United States 

involved the permanent withdrawal of U.S. troops from Taiwan. As a result, about 700 U.S. troops 

withdrew from Taiwan.

During the Reagan administration, the United States recorded the largest military build-up in 

peace time (Frontline 2004d). The number of troops had continued to rise until 1987. The United 

States had been refraining from military intervention after the Vietnam War, but for the first 

time since the fall of Saigon, the U.S. sent forces to invade Soviet-leaning Grenada in 1983. This 

and other issues worsened the relationship between the United States and the Soviet Union, and 

consequently, U.S. forces in Germany had been increased to about 250,000 per year, which was 

more than were present during the Carter administration.

As the United States restored formal relations with Iraq in 1984, eight U.S. troops were 

stationed in Iraq for the first time since 1967, when Iraq had broken off ties with the United 

States during the Arab-Israeli War (Frontline 2004e). In Southeast Asia, the U.S. increased its 

troop presence in the Philippines every year during the Reagan administration. The central aim 

was to counter the Soviet navy base that was located close by. The United States was worried 

about a possible coup that might oust an unpopular President Ferdinand Marcos, who was 
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backed by the U.S. Marcos was voted out of office, and by the time he was sent into exile in 1986, 

more than 16,000 U.S. troops were stationed in the Philippines. In North Africa, in 1986, the 

United States conducted air strikes against Libya, a country suspected of sponsoring terrorism. 

In response, in Africa, the Middle East, and South Asia, troop levels peaked at 20,000 in 1987. 

During the second Reagan administration, U.S. troops deployed worldwide had continued to grow 

and in 1987, the number reached 2,174,217, a post-Vietnam high.

Not long after George Bush took office, 20,000 U.S. troops were sent to Panama to capture 

President Manuel Noriega, who was wanted in connection with narcotics charges (Frontline 

2004f ). After that, the Bush administration faced dramatic changes in the international 

environment with the fall of the Berlin Wall in 1989 and the collapse of the Soviet Union in 1991. 

These events contributed to the significant decline of the number of U.S. forces abroad. In Europe, 

at the end of Reagan’s second term, the number was about 350,000, but by the end of the Bush 

administration, it had declined to 200,000—a 40 percent decrease. East Asia and the Pacific 

region also showed similar trends. The number fell by 30 percent from about 135,000 (1988) to 

95,000 (1992). However, this was partially due to the temporary concentration of forces in the 

Middle East to fight the 1991 Gulf War. Of the approximately 70,000 U.S. troops in the Middle 

East, about 30,000 were in Saudi Arabia and 40,000 were afloat. By the autumn of 1992, the 

troop levels in the Middle East returned to just above their 1989 numbers. President Bush, just 

before leaving office, sent 25,000 U.S. soldiers to Somalia for famine relief. 

In the next administration, President William J. Clinton continued to deal with the problem 

in Somalia (Frontline 2004g). He reduced the troop level to 5,000, and ordered a complete 

withdrawal after 18 U.S. Rangers were killed in that nation. However, Clinton decided to send 

25,000 U.S. troops to yet another country, Haiti, where social order had been deteriorating since 

1991, when President Aristide had been removed from office in a coup. The U.S., however, sent 

only a handful troops to Rwanda in 1994, where more than 800,000 were killed in 100 days.3 

From September 1995 to September 1996, approximately 19,000 U.S. forces were sent to the 

three former Yugoslavian countries and participated in the attack on Bosnian Serbs, led by the 

North Atlantic Treaty Organization (NATO). Although the United States was engaged in three 

different theaters, Clinton went ahead with the military downsizing plan. As a result, during the 

first Clinton administration, the number of troops had been reduced to 1,470,000 in 1996. This 

was a reduction of about 30 percent from 2,140,000 in 1988 during the Reagan administration.

Clinton continued to decrease America’s worldwide military presence in countries in which 

it enjoyed a stable presence (Frontline 2004h). U.S. troops in the nation’s closest ally, the U.K., 

3  For a detailed account of non-U.S. involvement, see Power (2002).
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fell from 20,000 (1992) to 11,000 (2000). During the same period, in Panama, the number was 

reduced from 10,000 to a mere 20. In a NATO-led war in Kosovo, the United States participated in 

operations to put a halt on the ethnic cleansing of Kosovar Albanians by Serb nationalists. When 

the conflict was at its peak in 1999, about 13,500 U.S. forces were deployed in Bosnia, Croatia, 

Macedonia, and Serbia.

Additional troops were deployed in the Middle East, where Iraq had failed to cooperate 

with the U.N. team inspecting Iraq’s weapons. The number had gone up from 12,400 in 1997 to 

29,800 in 1999 throughout North Africa, the Middle East, and South Asia (the region in which 

Iraq is included). By deploying aircraft carriers to the region, the United States threatened to 

attack Iraq. Within the region, about 5,500 U.S. troops were in Saudi Arabia, 4,000 in Kuwait, and 

16,100 afloat. Although no ground troops were deployed, the United States launched a cruise 

missile attack on Afghanistan as well as Sudan in response to the bombing of U.S. embassies 

carried out by Osama bin Laden.

A notable change occurred after September 11, 2001, when a terrorist group attacked 

the World Trade Center in New York and the Department of Defense in Washington, D.C. In 

response to these attacks, the United States started a bombing campaign on October 7, 2001, in 

Afghanistan to bring down the Taliban regime that harbored the al Qaida terrorist group (Frontline 

2004i). The United States quickly turned its eyes toward Iraq, searching for links with al Qaida. 

Although there was no clear evidence of such links, the U.S. invaded Iraq on March 19, 2003, 

with approximately 200,000 soldiers, and achieved a quick military victory in three weeks. The U.S. 

maintained over 200,000 troops in Iraq to continue the occupation. Due to the need to reinforce 

the U.S. presence in the Middle East, the number of U.S. soldiers in the Western Hemisphere 

had decreased from about 14,000 troops in 2001 to only 2,000 in 2004. In the second Bush 

administration, the president ordered a so-called surge to increase the number of troops in 

Iraq. During the Obama administration, more troops were redirected to Afghanistan as the new 

administration shifted the focus of war from Iraq to Afghanistan.

In sum, the number of U.S. forces abroad has fluctuated, and it has been most significantly 

affected by wars. The Korean and Vietnam Wars were cases in point. After the Cold War, the 

overall troop level declined, following which it remained stable until 9/11. After 9/11, due to the 

wars in Afghanistan and Iraq, the number of overseas troops increased, while in other regions, 

especially in Europe and Latin America, the number went down. During peacetime, the policies 

of different administrations have influenced the trend. For example, Reagan was eager to beef 

up defense, and this was reflected in the troop level both at home and abroad. Overall, despite 

a general trend of reduced troop presence overseas, the United States seems not to be ready to 

bring its forces home. The changing pattern of presence discussed below indicates that this may 

indeed be the case.



100

Area Studies Tsukuba 31 : 93–112, 2010

III. Status of Forces Agreements
A Status of Forces Agreement (SOFA) is an agreement concluded between a sending nation and 

a host country. It stipulates various rights and responsibilities between, for example, the United 

States (the sending nation) and Japan (the host government). SOFAs are negotiated individually 

with each host country. In principle, there are no substantial differences among them. Specific 

situations in host countries, however, make for some differences in certain issue areas.

TABLE 1 List of Countries Signing SOFAs by Year (1945-1999)

1945 Turkey*
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 Iceland, Spain
1952 United Kingdom***
1953 Belgium, Canada, Denmark, 

France*, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Saudi 
Arabia

1954 
1955 
1956 
1957 Ascension Island
1958 
1959 New Zealand
1960 
1961 
1962 
1963 Jamaica**, Trinidad and Tobago**
1964 Australia, Germany, Greece
1965 
1966 
1967 Diego Garcia, Korea
1968 
1969 
1970 
1971 Bahrain
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 Antigua and Barbuda
1978 
1979 Panama, St Lucia**, Turks and Caicos 

Island
1980 Oman, Somalia
1981 Egypt, Sudan
1982 Honduras, Morocco
1983 Bahamas
1984 
1985 
1986 Federated States of Micronesia, 

Marshall Islands
1987 St. Kitts & Nevis
1988 Dominican Republic
1989 
1990 Malaysia, Papua New Guinea,     

Singapore, Western Samoa
1991 Bermuda, Kuwait, Solomon Islands
1992 Qatar, Tonga
1993 Grenada
1994 Brunei, Ethiopia, Israel, Palau, United 

Arab Emirates
1995 Bosnia-Herzegovina (for IFOR/SFOR), 

Croatia (for IFOR/SFOR), Haiti, Sri 
Lanka

1996 Albania, Bulgaria, Cambodia, 
Czech Republic, Estonia, FYROM 
(Macedonia), Hungary, Jordan, Latvia, 
Lithuania, Mongolia, Romania, 
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Source: This table was created based on the information retrieved from Office of the Under Secretary of 
Defense for Policy (OUSD(P)). 1999. “Status of Forces Agreements (SOFAs),”  http://policy.defense.gov/
sections/policy_offices/isa/inra/da/list_of_sofas.html (accessed January 2, 2010). 
Note: Information for the years after 1999 has not been updated.

SOFAs normally deal with matters essential for everyday life, “such as entry and exit of 

forces, entry and exit of personal belongings (i.e. automobiles), labor, claims and contractors, and 

susceptibility to income and sales taxes” as well as issues surrounding facilities related to postal 

offices, recreation, and banking, when the U.S. presence will be long-term. Issues also include 

“the wearing of the uniform, the carrying of arms, and resolving damage claims (GlobalSecurity.

org n.d.).” A more significant issue involving SOFAs relates to civil and criminal jurisdiction. One 

of the central issues is protection against unfair trial and imprisonment of U.S. soldiers stationed 

abroad. For host countries, this is an area of contention. Some host countries find it unfair when 

they learn that other host countries have more legal power in handling U.S. personnel involved in 

crimes. 

SOFAs alone do not permit the stationing of U.S. forces on the soil of other countries. 

Normally, SOFAs constitutes a central part of the overall military bases agreement that permits U.S. 

forces to stay in the host country. 

Generally, SOFAs are bilateral, with the only exception being the case of the North Atlantic 

Treaty Organization (NATO), which concluded a multilateral SOFA among its members.

SOFAs have exhibited interesting developments since the end of the Cold War. The number of 

 Slovak Republic, Slovenia, Sweden, 
Uzbekistan (provisionally)

1997 Former Republic of Yugoslavia, 
Finland, Georgia, Kazakhstan, Mali, 
Moldova, Poland, Uganda, Ukraine 
(provisionally)

1998 Australia, Bangladesh, Benin, Cote d’
Ivoire, Ghana, Philippines

1999 South Africa

Note:
*Both France and Turkey have resisted the 

application of the NATO SOFA to 
activities in their territory that are 
not in support of NATO purposes.

**SOFA provisions of 1941 United States-
United Kingdom Lend Lease 

 Agreement apply, and were continued 
in application by former United 
Kingdom territories when they gained 
their independence.

***The 1952 Visiting Force Act is a unilateral 
British statute enacted to supplement 
the NATO SOFA of 1951 within the 
United Kingdom. Britain elected this 
approach, rather than concluding 
a supplementary agreement with 
the United States as a sending state. 
Unfortunately, the Visiting Forces Act 
does not fully agree with the NATO 
SOFA, particularly regarding claims, 
and this has led to disputes from time 
to time.



102

Area Studies Tsukuba 31 : 93–112, 2010

SOFAs increased dramatically while the threat of the Soviet Union declined. Of 92 SOFAs, 40 were 

signed during the Cold War, while 52 were signed thereafter. Considering the fact that 40 SOFAs 

were signed within 54 years (1945-89), 52 within ten years (1989-1999) is an extremely a high 

number. This means, on average, about 0.7 agreements were signed every year during the Cold 

War, while 5.2 were signed per year in the post-Cold War era—more than a 7-fold increase.

As can be recognized from Table 1, more countries signed SOFA agreements in 1953 than 

in any previous year. Most of them were NATO members including Belgium, Canada, Denmark, 

France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, and Portugal. In addition to these countries, 

Japan and Saudi Arabia signed SOFAs in 1953. The largest such figure in the post-Cold War 

era was for 1996, when 16 countries signed SOFAs. This was a result of preparation for NATO 

expansion eastward, as candidate countries participated in the Partnership for Peace (PfP) 

program. The Czech Republic, Hungary, and Poland were to formally join NATO two years later. 

Why do we find an increase in the number of SOFAs after the Cold War? First, the end of the 

Cold War brought anxieties to some of the Asian countries. Although the threat is still potential, 

some Asian countries watch China carefully. They worry that the United States might retreat 

from the region and create a power vacuum. Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Brunei, 

Australia, and the Philippines signed SOFAs with the United States after the Cold War, but the 

most interesting case is that of the Philippines. The Philippines ended its offer to allow U.S. forces 

to stay in 1991. However, due to aggressive behavior of China over the disputed Spratly Islands, a 

resource-rich area where several countries have made claims, the Philippines began to regret the 

decision they had made about the U.S. withdrawal. In 1998, the Philippines and the United States 

singed an agreement regarding treatment of United Sates armed forces visiting the Philippines. 

The Visiting Forces Agreement, or VFA, is a miniature version of a SOFA. Consequently, occasional 

visits of U.S. forces made the Philippines feel secure. The Filipino nationalism that drove American 

forces off their soil was unable to ignore the international environment. 

Examining the situation of Europe, it can be noted that former Soviet countries continued 

to worry about Russia; therefore, they wanted some guarantee against potential risks by moving 

closer to NATO and the United States. Former Soviet countries have shown interest in NATO’s 

Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement, and the United States’ ability to station 

troops has expanded.

There are some cases in which SOFAs have been concluded secretly, away from public 

scrutiny. The existing information, however, adequately shows the number of countries 

that signed SOFAs with the United States has increased. This tells us that the form of U.S. 

predominance in global presence has changed since the end of the Cold War. The overall overseas 

troop level has declined, but the number of countries in which the U.S. stations its forces has 

increased. This continues to give the United States the most access to different parts of the world 
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and allows it to achieve predominance in terms of global military presence.

In addition to SOFAs and the cooperation of host countries, the United States has a command 

structure that helps maintain its global military presence. The next section looks at such 

command structure, which virtually spans the entire globe.

IV. U.S. Regional Commands
The military’s primary mission is to defend its own homeland. The areas of responsibility for 

the U.S. military, however, are not limited to its own territory. Of course, the United States is not 

responsible for solving every military conflict in the world, but it has a global command structure 

that comes close to encompassing the globe. No other country has such an extensive command 

structure.

Some have been merged over time and some have been newly created, but as of January 

2010, there were six regional commands: the Northern Command, the Pacific Command, the 

European Command, the Southern Command, the Central Command, and the African Command. 

The Pacific Command is the oldest, and the African Command is the most recent addition. 

Along with these regional unified combatant commands, there are four functional commands: 

the Joint Forces Command, the Special Operations Command, the Strategic Command, and the 

Transportation Command. These commands deal with specific functional aspects of the military. 

Although those commands are important, the focus here is on regional commands, as they pertain 

to the geographical areas that the United States covers worldwide. For each command structure, I 

will examine a brief history, areas of responsibility, and some characteristics.

1. The United States Pacific Command
The United States Pacific Command (USPACOM) is the oldest unified command. It was established 

on January 1, 1947. Currently, “it encompasses about half the earth’s surface, stretching from the 

west coast of the U.S. to the western border of India, and from Antarctica to the North Pole (United 

States Pacific Command n.d.),” USPACOM covers the largest area of all of the regional combatant 

commands.

Its area of responsibility (AOR) includes 36 countries: China, Japan, Mongolia, North Korea, 

South Korea, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Brunei, Burma, Cambodia, 

Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Australia, 

Fiji, Kiribati, the Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, 

Samoa, the Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu (United States Pacific Command 2009). 

As one can easily imagine, the AOR of USPACOM is quite diverse in many respects. It constitutes 

more than half of the world population, and three thousand different languages are spoken in 

this area. Some major military powers as well as major economies are within this AOR. Important 
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American allies (Japan, South Korea, and Australia) are included within USPACOM’s AOR. At the 

same time, it includes North Korea (an unfriendly nation), China (a potential rival and the world’s 

most populous country), Indonesia (the largest Muslim nation), and India (the largest democracy) 

(United States Pacific Command n.d.). 

Because of the vast area it covers, approximately one-fifth of the overall U.S. military strength 

serve in this area. The number includes not only those that are stationed in particular countries, 

but also those on board vessels (or “afloat”). As such, the Navy and the Marines account for the 

largest percentage of the military presence in USPACOM (United States Pacific Command n.d.).

One of the basic assumptions held by USPACOM regarding its presence in the region is 

that it will retain “at least the current level of force presence and posture (United States Pacific 

Command 2009:6).” This suggests that it does not intend to leave the region any time soon, and 

considers maintaining such force presence and posture to be essential in creating stability. Also, 

in order to achieve its strategic objectives (e.g., protecting the homeland through maintaining a 

strong military capabilities and strengthening security arrangements with allies and partners, 

among others), USPACOM values “[b]i-lateral and multilateral alliance agreements, including 

mutual defense treaties governing access to and interoperability with AOR nations (United 

States Pacific Command 2009:9).” Alliance agreements that allow U.S. access are crucial for the 

achievement of U.S. national interests in the Asia-Pacific region.

2. The United States Africa Command
The United States Africa Command (AFRICOM) is the newest of all the regional commands. 

President George W. Bush and Robert Gates, Secretary of Defense, announced the creation of 

AFRICOM in February 2007, and it was formally established in October 2007. AFRICOM’s activities 

in its first year, however, were managed by the U.S. European Command, which previously shared 

some responsibilities for Africa with other regional commands (United States Africa Command 

n.d.a). On October 1, 2008, AFRICOM gained independent status, using existing facilities in 

Germany’s Kelley Barracks, Stuttgart. AFRICOM is now searching for candidate locations in Africa 

to set up its headquarters (United States Africa Command n.d.b).

AFRICOM’s area of responsibility includes all countries in the African continent except Egypt: 

Mauritania, Western Sahara, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Senegal, the Gambia, Guinea Bissau, 

Guinea, Republic of the Cape Verdi, Mali, Niger, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Cote D’

Ivoire, Liberia, Liberia, Sierra Leone, Chad, the Central African Republic, the Democratic Republic 

of Congo (Zaire), Angola, the Republic of Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Cameroon, Sudan, 

Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Malawi, Burundi, Rwanda, Uganda, 

Zambia, Mozambique, Swaziland, Lesotho, South Africa, Namibia, Botswana, and Zimbabwe.

The need to create a separate command focused on Africa had been discussed in the 
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Department of Defense (DoD) since the end of the Cold War. The peace and stability of Africa 

had been considered important by the United States, but there had never been a single regional 

command that took sole responsibility for this region. In fact, America’s relations with African 

countries were maintained by “three different U.S. military headquarters (United States Africa 

Command n.d.a).” With the creation of AFRICOM, the DoD can now devise a more comprehensive 

strategy and focus its resources on a single headquarter site. As for African countries, AFRICOM 

acts as an “integrated DoD coordination point that helps achieve security and related needs (United 

States Africa Command n.d.a).”

There have been some discussions about the reasons why the United States decided to set up 

a command in Africa. One reason may be China’s increased activities in Africa. Some argue that 

China’s growing demand for energy is the driving force behind such activism. The United States, 

too, is interested in oil produced in Africa, and thus the need to become involved in the region 

has inevitably increased. Theresa Whelan, Deputy Assistant Secretary of Defense for African 

Affairs, stated in a February 2007 briefing, “This is not about a scramble for the continent (Hanson 

2007).” However, it is estimated that by the next decade, “the continent will account for 20 to 25 

percent of U.S. energy imports (Northam 2007).”

Deterring terrorist activities is perhaps the most important reason behind the move. As 

the posture statement indicates, the strategic objective is to “[d]efeat the Al-Qaeda terrorist 

organization and its associated networks (United States Africa Command 2009:11).” Whatever 

the specific reason may be, with a formalized new command focusing on Africa, the United 

States intends to expand even further the area to be covered by its military and to strengthen its 

presence.

3. The United States Central Command
Established on January 1, 1983, the United States Central Command (USCENTROM) covers the 

areas located between the European Command and the Pacific Command. The Soviet Union’s 

invasion of Afghanistan in 1979 and the U.S. Embassy hostage crisis in Iran in 1980 called for 

further U.S. interest in the region. In March 1980, President Jimmy Carter created the Rapid 

Deployment Joint Task Force (RDJTF) in response to these crises, and Ronald Reagan transformed 

RDJTF into the more permanent USCENTCOM in 1983.

CENTCOM’s area of responsibility (AOR) includes: Afghanistan, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, 

Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, 

Tajikistan, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, and Yemen (United States Central 

Command n.d.a). Geographically speaking, Egypt may be within the area of responsibility of the 

Africa Command, but because of Egypt’s relationship with other countries in CENTCOM’s AOR, 

Egypt has been included.
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USCENTCOM’s importance has risen since the end of the Cold War. After Iraq invaded Kuwait 

in August 1990, the United States and coalition forces launched Operation Dessert Storm on 

January 17, 1991. It began with an overwhelming air interdiction campaign, which set the stage 

for a ground assault. The U.S. and coalition forces liberated Kuwait on February 27—just one 

hundred hours after the ground campaign had started. The United States was able to respond 

quickly because USCENTCOM Commander-in-Chief General H. Norman Schwarzkopf had shifted 

the focus of USCENTCOM’s primary planning event, the Internal Look exercise, from a potential 

Soviet invasion of Iran to a new regional threat—Saddam Hussein’s Iraq. In fact, there were 

striking similarities between the scenario of this command exercise and the actual movement of 

Iraqi forces that resulted in the invasion of Kuwait in the last days of the Internal Look exercise 

(United States Central Command n.d.b).

Since the end of Gulf War of 1991, USCENTCOM’s activities have been affected by a series 

of terrorist attacks. USCENTCOM commenced Operation Desert Focus to relocate American 

installations in Saudi Arabia to safer locations within the country after 19 Americans were killed 

in the bombing of Khobar Towers (where U.S. military personnel were housed) in Saudi Arabia 

in 1996. U.S. embassies in Kenya and Tanzania were also attacked by terrorists in 1998, and the 

USS Cole was attacked in October 2000, killing 12 and 17 Americans, respectively. Moreover, in 

response to 9/11, Operation Enduring Freedom was launched by USCENTCOM to drive out the 

Taliban government in Afghanistan, and Operation Iraqi Freedom to invade Iraq. USCENTCOM 

continues operations in these two countries (United States Central Command 2009).

With regard to U.S. access to Afghanistan, Central Asian countries, which fall within 

USCENTCOM’s AOR, play a pivotal role. Supply lines, in the form of the Northern Distribution 

Network, have been established in this region to transport supplies to support U.S., NATO, 

and Afghan security operations (United States Central Command 2009). There were thorny 

negotiations between some of the Central Asian countries and the United States with regard to 

access agreements. Uzbekistan, which allowed the United States to use an airport shortly after 

9/11, asked the U.S. to leave in July 2005 (Wright and Tyson 2005). Kyrgyzstan announced that 

it would close its base to the United States in February 2009 after 2 billion dollars in aid and 

credit was promised by Russia. However, renewed negotiations in which the United States agreed 

to pay 180 million dollars resulted in an extension of the U.S. use of the airport (Reuters 2009). 

4. The United States European Command
The U.S. European Command was established on August 1, 1952. During the Cold War, this 

command was the leading command to deal with the Soviet threat. Today, EUCOM’s area of 

responsibility includes Europe, Russia, Iceland, Greenland, and Israel. The headquarters are 

located in Stuttgart, Germany (United States European Command n.d.).
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As WWII ended, rapid demobilization accompanied by the end of the occupation of Germany 

in 1949 raised questions regarding the commitment to the defense of Western Europe. The North 

Korean attack of South Korea in June 1950 shocked the United States and its allies. Fearing that 

the Soviet Union might engage in a similar attack, U.S. military personnel in Europe grew between 

1950 and 1953 from 120,000 to more than 400,000. In the 1970s, there was again growing 

concern in Europe as the Warsaw Pact invaded Czechoslovakia in 1968. However, the troop 

levels did not increase, as the United States was tied down in the Vietnam War. The U.S. also 

had balance of payment problems. Consequently, the troop level decreased to 265,000 by 1970 

(United States European Command n.d.) 

With the end of the Cold War and the decline of the Soviet threat, the troop level in the 

region fell dramatically. However, the United States maintained a stable presence with 100,000 

troops, or roughly the same number as in Asia. Although the relative importance of bases located 

in Europe has declined, the value of bases located in countries such as Germany continues to be 

felt. Established democracies do not ask the United States for exorbitant rent. This is also the case 

with countries like the United Kingdom and Italy (United States European Command n.d.)

5. The United States Southern Command
The Area of Focus of the U.S. Southern Command (USSOUTHCOM) includes 31 countries and 10 

territories, and this region represents “about one-sixth of the landmass of the world assigned to 

regional unified commands (United States Southern Command 2009).” More specifically, countries 

and territories in this area include: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, 

Brazil, the Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, the Dominican Republic, 

Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad 

and Tobago, Uruguay, and Venezuela.

The origin of USSOUTHCOM goes back in the early 20th century, when the administration 

of Franklin D. Roosevelt established the U.S. Caribbean Defense Command in order to defend 

the Panama Canal and the surrounding area. Located in Panama, SOUTHCOM was engaged in 

regional defense, including antisubmarine warfare and counter-espionage activities. Military 

training was another primary activity. These wartime headquarters were then transformed into 

the U.S. Caribbean Command, with expanded responsibilities including security cooperation in 

Central and South America. However, during the 1950s, the Caribbean Basin was removed from 

the area of focus. The Caribbean Basin would have been essential to hemispheric anti-submarine 

operations in the event of war with the Soviet Union, and the U.S. Atlantic Command, based in 

Norfolk, Virginia, would have conducted the operations. On June 6, 1963, during the Kennedy 

Administration, the name was changed to the U.S. Southern Command to reflect the actual area of 
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focus. In the 1960s, the U.S. Southern Command was in charge of a military assistance program 

for Central and South America. After the Vietnam War, the U.S. Southern Command’s roles were 

significantly reduced. However, in the 1980s, as internal conflicts intensified in countries like 

Nicaragua and El Salvador, the Reagan administration renewed U.S. interest in the region and 

revitalized the Southern Command. After the end of the Cold War, the U.S. Southern Command’s 

objective focused on counter-narcotics operations and again included the Caribbean within its 

area of focus. In 1997, the command was moved to Miami, Florida from Panama, two years prior 

to the return of the Panama Canal to Panama in 1999 (Coleman 2009). There are no countries 

covered in this command structure that seriously attempt to threaten America’s national security 

today. However, the United States continues to watch the region through SOUTHCOM.

6. The United States Northern Command
In response to the attacks of September 11, 2001, USNORTHCOM was created on October 

1, 2002, to protect the United States homeland and to coordinate defense support of civil 

authorities. Such activities include domestic relief operations in times of hurricanes, fires, floods, 

and earthquakes. USNORTHCOM’s Area of Responsibility (AOR) includes: “air, land and sea 

approaches and encompasses the continental United States, Alaska, Canada, Mexico and the 

surrounding water out to approximately 500 nautical miles. It also includes the Gulf of Mexico, 

the Straits of Florida, portions of the Caribbean region to include The Bahamas, Puerto Rico, and 

the U.S. Virgin Islands. The commander of USNORTHCOM is responsible for theater security 

cooperation with Canada, Mexico, and The Bahamas (The United States North America Command 

n.d.).”

It is interesting to note that the Northern Command was one of the last regional commands 

to be created. This does not mean that homeland defense was ignored in the past, but it perhaps 

shows how the United States was more concerned about what was happening beyond its own 

borders. The very existence of the global command structure attests to such thinking. In addition, 

the fact that the United States continues to maintain its global command structure or create new 

commands partially illustrates America’s willingness to sustain its predominant position in the 

world.

V. Conclusion
The analysis here shows the dominance of U.S. military presence abroad. Although overall 

numbers have declined since the end of the Cold War, the United States remains the largest 

sender of troops abroad. The number of SOFAs also shows that America expanded its access 

even after the end of the Cold War. Moreover, no other country has a command structure that 

goes beyond its own borders and one that encircles almost the entire globe. The predominance 



109

Area Studies Tsukuba 31 : 93–112, 2010

of U.S. power is reflected in the existence of such a command structure, and the newly created 

commands further attest that the United States is not willing to retreat from various regions of 

the world any time soon. As such, this paper suggests that the United States seems to be trying to 

maintain the unipolar international structure in which it is the only superpower.

Because this paper provides only a general overview of the U.S. global presence, case 

studies are still needed to look further into the relationships between the United States and host 

countries. Moreover, possible theoretical research could include examining whether or not great 

powers like the United States are off-shore balancers (Layne 1997, Mearsheimer 2001, Walt 

2006). An off-shore balancer is a great power that retreats from a particular region when threats 

decline, but comes back to counter a potential regional hegemon only when such a state arises. 

Whether the United States is in fact an off-shore balancer, or a nation pursuing global hegemony, 

will be an important question as U.S. presence or non-presence can greatly influence the 

calculation of regional players, which in turn affect the security environment around the world.

*The research on which this paper is based was supported by JSPS Grant-in-Aid for Young 

Scientists (B) KAKENHI (10375389).

**Assistant Professor, University of Tsukuba
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The Shinto tradition has often been described as deprived of any interest 

for visualization, in that it doesn’t display a strong inclination towards 

representation. However, this postulate runs up against the following limits, 

namely that if the Shinto tradition is indeed characterized by an understated 

form of sacred representation, it is not entirely deprived of it. The Shinto ritual 

structure - characterized by a process of fixating the kami- calls for the use of 

material objects that the kami will be able to reside in. Thus Shinto displays less 
a process of representation per se than a dynamic process of fixation.

The simple ways of the Shinto representation of kami is less due to an 
intrinsic lack of imagination and figurative abilities - as it has sometimes been 

claimed - than to a deliberate choice. Starting by examining the reasons behind 

such a choice, and the nature of the objects (yorishiro) in which the kami resides, 
we will then explore the Shinto mythology, gathering clues that Shinto, in spite 

of its aniconic tendency, had its own system of representation. From there, we 

will then turn our attention to the introduction of Buddhism and the complex 

relationship between the newly imported religion and Shinto, focusing on its 

influence on the Shinto way of representing its kami. 

Ⅰ．神道における神の表現様式について

１．神道における無偶像の傾向
本質的に無偶像である神道は、神を直接現したり、見せたりすることはなかった。ただし特定

のもの、つまり神体を通して神の存在を示すのである。神体はけっして神の象徴ではなく、また

神そのものでもない。神の居場所を指すもの、あるいは神の「器物」であると考えてよいであろ

う。言い換えれば、神の顕現を可能にする具体的なモノに過ぎないのである。

日本における神の表現様式に関する一考察
Study on the mode of representation of kami in Shinto

フローランス・ラウルナ
Florence LAHOURNAT
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ここで、神道は教義上の無偶像主義（aniconism）とは異なるということを特に強調する必要があ

るように思われる。神道においては、イスラム教と違い、神の表現が禁止されているわけではな

い。神道の場合は、事実上の無偶像主義である、といえよう。すなわち無偶像的な伝統を持って

いる宗教として定義できるであろう。

神道は偶像を作り出せなかったというよりも、ただ作り出す必要もなかったのであろう。ただ

し、イメージ・偶像や何らかの形をとる神の表現を完全に避けられるような宗教は存在しないの

かもしれない。その理由は儀式の背景には、「操作」という段階が欠かせないからである。した

がって、偶像を使用せずとも、神道は神のいることを何かの「モノ」で示すのである。

２．神の顕現を可能にするモノ
神道は、神霊が宿る具体的ななにかを「神体」とする。「神体」という言葉は、儀礼という特

定の時間において特定の場所で神を凝結させるものを指してきたわけである。この神体における

神の出現の基本的な機能は、主として動的なのである。それは、普段拡散している神霊を凝集さ

せ、一時的に具体的なものに取り憑くようにするからである。一般には、祭祀の際、礼拝の対象

となり神霊の宿る物体を指す際に、神社神道では御霊代（みたましろ）という言葉を使うことが

多い。神霊が宿る物体（神体）には鏡、剣、玉などが多く、なかには御幣、神像の場合もあり、

また石や山、滝など自然そのものを神体として祭る場合もある。

神体の語は平安時代中期頃から用いられたとされ、『伊呂波字類鏡』、『釈日本記』にみられ

る。類語には、『西海道風土記逸文』にみえる「神体形」、『皇大神宮儀式帳』にみえる「霊

御形」（みかたち）があり、ともに神霊の依るモノを指す言葉である。中世に入ってからは、

『百練抄』にあるように、「正体」、「御体」と称した（國學院大學日本文化研究所 1999：

195）。

本来神の顕現の対象は、特定なものではなかったであろう。祭られる神は祭場に依り憑いた

り、山に降りたりした。最初の神殿ができても、その中に必ずしも神体が入っていたとは限らな

いのである。神の居場所を次第になにか代理のもので示すことが一般化した。しかし、それにし

てもこの神聖な器物の形には、特定の規則がなかったようである。それゆえ神体の役割・機能を

負えるものの範囲を定めることは困難であるし、またそれに基づいた象徴系統も構成できないと

いうことになる。ただし、前述したように、「器物」の性格と機能を果たすものが無偶像である

というのは、一つの共通点だといえよう。

要するに、神体は偶像と異なるが、かといって象徴の定義に当てはまるか、というとそれもま

た疑問である。象徴というのは、記号であるが、神体はそうではないのである。神霊の器物とい

う機能を持つ神体は、ただ神の出現を可能にする具体的なもの、つまり祭具である。そうである

がゆえにどうみても神体に象徴的な性格は認めがたいのである。

形の不在を強調する神道という宗教背景においては、どういうふうに神の存在を見せることが

できるのであろう。神道を無偶像とする議論では、神は見えざるものという結論に達しがちなの
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である。確かに、神自体が人間の目には見えない存在なのはたしかであるが、偶像がないからと

いって、神の表現が乏しいとは限らない。むしろ、神が憑依する「神体」の多様性が著しいと言

えるのではないだろうか。

神道は、偶像ではない、特有の神の現し方を持っているわけである。神道においては神の姿を

見せることは優先的な目標ではなく、それよりは、普段目に見えない神を特定な場所・物に集中

させることにこそ重きがおかれているのである。神道において、神体はその大事な役割・機能を

果たしている儀礼道具だと見てよいだろう。

Ⅱ．「依り代」の文化的・儀礼的役割

１．定義
古い神道においては、神霊を受けうる全ての物が神体としての資格を持っていた。古代以降の

祭儀的状況においては、儀礼の間、神からの霊をこの世に留め、空間に刻み込むことを可能にす

る明確な「媒体」（霊を宿すモノである依り代）を指定するようになった。

こうした形の神の顕現1)は二種類の「存在」様態を現している。ひとつの「存在」様態は、普段

の状態では目に見えなく拡散している様態である。もうひとつの「存在」様態は儀式の際に「局

所的に」なる。何故なら神々は、超越的世界に孤立させられているのではなく、呼び寄せること

が出来る準内在的な場所、周辺（少しはずれ）にとどめられているのだ。それ故、顕現の第一の

役割は純粋に動的で、拡散している力・存在を集めることである。霊（たま、たましい、霊魂、

神霊）は集められると、一時的に物に宿ることが出来る。その現象を表現する語彙をみても、顕

現における「神霊が物に依り憑く過程」という側面の重要さを強く示している。「神体」という

言葉は平安時代中期以降にしか登場しないが、依り憑くことを現す語彙は非常に豊かである。

「たまみかた」「みかた」「みたましろ」「霊体」「御正体」「御体」の言葉は、非物質的な霊

とは対照的な、媒体の形状を含んでいる。対して「依り代（ヨリシロ）」「依巫（ヨリマシ）」2)

「招代（オギシロ）」の言葉は動態とともに定着（依り憑くこと）を描写している。

２．依り代の様々な形
古代には、神の顕現が特定の物体と符合しているとは考えがたい。人々が崇拝していた神は、

ある場所（祭場）に住んだり、神殿の代わりである山に降りたりしていた。最初の宗教的建造物

が登場した時にも、「神殿」は必ずしも神体を宿していたわけではなかった。『皇太神宮儀式

帳』（804年）には、神体を持たない神殿が四十九も記されている。それから徐々に、神が降り

る場所を石などでしるす習慣が神の示現を具象化することに寄与し、やがて神殿の中に常に鎮座

1 )  ミルチャ・エリアーデ（Mircea Eliade）がヒエロファニー（hiérophanie）と呼ぶところの現象。
2 )  憑巫や尸童とも表記される。
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する聖なるモノへと変化した。しかし、この段階においてでさえ、「聖なる受容体」が特定な体

系化の対象であったとはいえない。神体になりえるものには限りがなく（そのことが象徴的なシ

ステムの構築を妨げるのであるが）、山頂、洞窟、岩、樹木、柱、板、花瓶、道具、武器、調理

器具などがあるが、唯一の共通の特性は、それらの非偶像的な性質である。前述の例では、自然

の依り代と人工的な依り代に区別することが出来る。自然の依り代においては、自然の場所・鉱

石・植物・動物が最も古い。人工の媒体では、特に聖柱（御柱）や、儀礼に用いる白い紙切れで

できた「御幣」が挙げられる。道具も神体として使用することがある。その場合、道具は祭られ

る神の役割を連想させるものであることが多い。例えば、尾張国の日割御子神社（ヒサキミコジ

ンジャ）3)において、火の神である軻遇突智（カグツチ）は、日本武尊（ヤマトタケル）の火打ち

道具を神体としている。沖縄では、家を形取った三つの石は調理場の火の形をしていた（大林太

良 1974：199-202）。この神化された箇所が「オンミツモン」という呼び名になった所以であ

る。別の分野においてでは、乳鉢・きね・かま・箕・かかしなどが、農業と関係のある神を最も

表している神体である。やがて、これらの労働に関わる道具である媒体、すなわち宗教的感情の

日常的な形態のものに、儀式の時に関連する可動性の依り代を加えるようになった。それらが形

や地方によって、「やま（曳山）」「屋台」「ほこ」「だし（山車）」などと呼ばれる引き車で

ある。「神輿」は、依り代の可動の使用として最も知られる例である。神輿の練り歩きは、神の

送迎の動きを顕著に示すのに役に立っている。

３．神道における表象の拒否
神体において最も見受けられるものは非偶像的な依り代である理由は、アストンが書いたよう

に4)、偶然でも、根本的な想像力の貧困さゆえでもない。神の依り代を可能にする神の顕現という

現象は、表象のらち外にある。

依り代は神の存在（＝ここにいること）を現すが、それは神そのものを見せるわけでもなく、

神そのものを意味するものでもなく、神を示すものでもない。それは「ここにいる」という、最

小限の属性を説くものでしかない。神の顕現は、出現というよりも接触に近いものである。そこ

ではじめて、なぜ依り代がその非偶像的な性格を維持しているのかが理解出来るようになるので

ある。それら神の依り代は、神々の世界とのコミュニケーションを可能にし、表象の否定だけが

それを表現できる存在論的な曖昧性を結晶化させるのである。

古代ギリシャの宗教は西洋精神にとって、神道論理に最も近いものであろう。パウサニアス

（Pausanias）5)が述べた荒掘りの石やクソアナ（xoana）6)は、古代宗教の聖なるモノ特有の、この

3 )  名古屋市熱田区。
4 )  “The absence of idols from Shinto is not owing, as in Judaism and Islam, to a reaction against the evils caused 

by the use of anthropomorphic pictures and images, but to the low artistic development of the Japanese nation 
before the awakening impulse was received from China” と “In Japan, the myth and metaphor-making faculty, 
in other words the imagination (…) is comparatively feeble”（Aston 2004（1905）：73）。
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熟考の上での記号論的未完成を顕著に示している（Rocher 1997：120）。非偶像的な神の媒体

は、他性を見せることなくそれを間接的に表現している暗示的な神の示現の形をしている。

文化の違いがあるとはいえ、ジャン ピエール ベルナン（Jean-Pierre Vernant）のコロッサス

（巨像）についての次のコメントは、神体の地位を特徴づけるのに効果的である。

「それは人間の精神に聖なる力を思い起こさせることだけを目的としているのではなく、そ

の力と真のコミュニケーションを得て、人間の世界にその存在を本当に送り込むことを望ん

でいる。しかし、神性との橋であろうとすると同時に、距離を置いて、人間の目には不完全

に映るのだが、聖なる力とそれを示す全ての物との間の際限のなさを示さなければならな

い」(Vernant 2005（1965）: 314-315)

依り代というモノは、神霊を表象するものではないのなら、宿るモノとそこに宿られる神霊と

の間に、より抽象的な記号的関係を考えることは出来るのではないだろうか。神不在時に分身と

なりうる関係で、同等の効力を有するのではないだろうか。もし依り代が神の偶像ではないと考

えるのなら、それは神の象徴（シンボル）だと考えるべきであろうか。

４．「象徴・シンボル」概念が招く理論上の諸問題
神道に関する研究の多くは、「シンボル・象徴」の観念をあまりにもあいまいに使用する

ことで歪められている。例えば、Japanese Religionのような記述がある。”Nature itself may be 
viewed as a kami symbol” (自然そのものが神のシンボルとみなすことができよう)、また、“The 

kami symbol most frequently found is the mirror (...) since the object of worship is a spirit, what 

symbolizes this spirit is in itself merely a representation” (崇拝の対象が霊である以上、そのシン

ボルは表象に過ぎない)というようなものである（Agency for Cultural Affairs 1972：34）。そ

のような不適切な語彙の使い方は深刻な誤解を招きかねない。語源学の観点からしても、依り代

はシンボルではない。シンボルは「記号」であるが、依り代はそうではない。シンボルは、神を

表すものを随意に表したり、類推的に表象し、それ自身が霊の力の一部を成している時もある。

それに対し、依り代は顕現の物質的な補助でしかない。「本地垂迹」風の中世の彫像がもつ非常

に複雑な象徴表象は、真の「記号の法則」から成り立っているが、神道における依り代は記号論

的な輪には属さず、意味のある構成要素に分けることもできない。意味が生じる時というのは、

状況から湧いて出てくるものである。それは、儀礼的な使用を重ねることによって外から与えら

れた、空間的にも時間的にも限られた範囲内での「価値」でしかない。もともと、依り代の形状

と神との繋がりは単に偶然的であった。依り代は「受身・器物」でしかないからである。衣服や

壺の儀礼的な使用に関しては、そのように理解しなければならない。原始的な依り代の場合、そ

5 )  ギリシアの地理学者（ca115 ‐ ca180）。
6 )  神を描いた、原始的な木や石の彫像。
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れが依り代であるか否かを解読することが困難である一方、「器物」の形が使用方法をうかがわ

せ、その目的性を示している。記号的観点から見た未完成、神の顕現の断続的な性質、そして神

聖さの状況的な価値というこれら三点が、あらゆる古代宗教における祭器具の特徴なのである。

Ⅲ．神話における依り代とその役割

以上概略をみてきたとおり依り代という観念は、日本の神話において重要な役割を果たして

いる。そしてそれが宇宙起源論（コスモゴニア）をよりよく理解するのに役立っている。ミル

チャ・エリアーデが説いたように（Eliade 1989：21-33）、表象という行為が創世を象徴的に繰

り返しているというよりは、創世が表象の概念に基づいているのである。

もし神統系譜のはじまりをなす三つの神7)を除くとすれば、『古事記』の系譜による「実在

の」最初の神は宇麻志阿斯訶備比古遅神（ウマシアシカビヒコジノカミ）となる。この神は無か

ら生まれたのではない。その神は創世の三つの段階（原始の海、「もの」、「神」）の中の最終

段階を表している。「もの」が「原始物質」から自然に発生したのに対し、第二段階（もの）か

ら第三段階（神）への移行は思うより複雑である。アシの隠喩や、神の誕生過程を述べるくだり

にでてくる「よる」という言葉の中に、理解への手がかりがある。「もの」と神との関係は、生

産や因果関係という観念から成るわけではなく、「依り憑く」という観念で説明されるものであ

る。原始水から出るアシの芽は、誕生する神に物質的媒体を提供するのである。何故なら、神話

の考えにおいては、誕生は単なる変貌ではなく出現なのである。古代日本の言語では、「誕生」

や「神の顕現・降臨」を示すのは同じ語根であったということを思い出しておかなければならな

い。動詞としての「あれ」という言葉は「誕生」や「現れる」を意味すると同時に、名詞として

は「出現」や神霊を宿すことを可能にするモノを意味する。

神話上のこの神以後のエピソードは以上の仮説をより確かなものにする。淤能碁呂（おのご

ろ）の島から降りた伊邪那岐と伊邪那美は、柱を建立し、結ばれる前に儀式的な周回を行なう。

しかし、「世界の中心」である柱は神の依り代として働くことを妨げない。神霊が物に依り憑く

動きと世界中心論は、うまく共存することが出来るのである（Rocher 1997：125）。更に、

物語風の流れを吟味するために儀礼的な道理をひとまず横に置けば、最も生き生きとしているの

は媒体の価値であるように思われる。天と地を結ぶ柱は、原始の夫婦が使用した「天の浮橋」が

固定されたものに相当するのであり、それが天と地の間のコミュニケーションを可能にしている

のである。『日本書記』の異本では、伊邪那岐が聖なる柱（「天柱」）によって天照大神を天へ

送ったことが記されているが（坂本太郎1967：87）、それは天の力を希う人間の行為とは、裏表

7 )  『古事記』では、国が漂っている時に最初に現れた神は、宇麻志阿斯訶備比古遅神ではあるが、その前に天と地
の始めの時に、高天原に最初に出現した神は、天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）、後高御産巣日神（タ
カミムスビノカミ）、神産巣日神（カミムスビノカミ）との三つの神とされる。すぐに姿を隠したその三柱の神
は造化神として知られ、性別のない独神（ひとりがみ）である。
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の関係にありまるで両者は鏡像としてお互いに転倒的同一性を示しているのである。

神話の流れに沿って進むと、天照大神の篭りの間に行なわれた天岩屋戸の前における儀式は、

依り代・媒体の観念を端的に示している。何故なら、それは丁度、気を悪くした天照大神を呼び

戻すことに他ならなかったからである。『日本書紀』の幾つかの異本においては、死んだ神を

蘇らせる目的で行われた儀式における神の顕現の表現はより劇的であり饒舌であった。しかし、

『古事記』における神の顕現の表現は劇的といった要素はなく、召還や暴露を淡泊に記している

に過ぎない。しかし、「隠れる」という言葉が遠回しに死を意味する8)言語においては、（再）

誕生を表す言葉が、出現（誕生）の意味で使われることは自然であろう。儀式の願望的性格から

生じる形態上の変化によって、洞窟の前に置かれた神体は「招ぎ代（おぎしろ：招待のための媒

体）」であり、それが完全なる「依り代（よりしろ：神霊が依り憑く対象物）」になるのであ

る。天児屋根命（アメノコヤネノミコト）と布刀玉命（フトダマノミコト）は鏡を差し伸べるの

だが、それは単に神に奉げているというだけではなく、とりわけ隠れ家の外へ呼び出すためなの

である。この一文でも、古代神道では依り代が「記号（シンボル）」ではなく「力」そのもので

あることが分かろう。不在の神をシンボル化しているのではなく、呼び寄せ、表象させ、発生さ

せる作動力をもつものなのである。

最後に別の例を挙げよう。「国譲り」の直前のエピソードで、経津主神（フツヌシノカミ）と

武甕槌命（タケミカヅチノカミ）が地上に降りた直後に、媒体の概念でしか理解できない不思議

な行為を行なった。『古事記』では、次のように記されている：

「是以此二神 降到出雲國伊那佐之小濱而伊那佐三字以音 拔十掬劔 逆刺立于浪穗 趺坐

其劔前 問其大國主神言」（ここをもちて このふたはしらのかみ いずものくにのいざさの

おはまにおりいたりて とつかのつるぎをぬきてさかさまになみのほにさしたて そのつ

るぎのさきにあぐみて そのおおくにぬしのかみにといてのらさく）（青木和夫1982：88-

89）。

戦士と稲妻の神を代表する武甕槌と経津主は、剣を依り代とする。ところで、古代神道におい

ては剣は単なる武器ではなく、経津主の語源が裏付けるように、なによりも神の顕現の道具な

のである。剣が風を切る音の擬音語である「フツ」には、ある意味合いがあり、「フツ」の語

素は、「鎮魂（たまふり）」の儀式の名前にある「ふる」と関連があると思われる。従って、剣

は霊を宿すことを可能にする。これらの形容的な徴候に、同じ文章から汲み取ることが出来る機

能的観点からの論拠を加えることができよう。神々が降下の直後に一風変わった行為を行なうと

いうこと、そしてそれが隔離性が強い場所（小浜の砂浜は海と地の境界である）でのことだとい

うことからわかることは、ここで我々に示されているのは、これが付属的な儀礼上の行動ではな

く、神の顕現の特殊な技法なのである。神々は地上に降りることで形を成すのだ。更に、彼らが

剣の先に宿るのは、大国主命に対峙する「以前に」ではなく、言うなれば、彼に対峙する「その

8 )  「鎮火祭祝詞」（『日本古典文学大系』）において、「磐隠れ」という表現は伊邪那美命の死を示している。
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目的のため」なのである。彼の前に現われ、自分達の正体を知らせるために、神々は媒体に宿る

のである。それは神の顕現（天の神が地上の神に姿を見せること）を可能にすると同時に、最高

権力の要請に対し、正当性の証を示すことである。『古事記』は、「天照大御神。高木神之命

以。問使之。汝之宇志波祁流〈 此五字以音。 〉葦原中國者。我御子之所知國。言依賜（あま

てらすおおみかみ たかぎのかみのみこともちて といにつかわせり いましのうしはけるあしはら

のなかつくにはわがみこのしらすくにとことよさしたまいき）」（青木和夫1982：88-91）、と

記す。

Ⅳ．具象の発生 : 神道における表象の誕生

最初に、古代宗教における具象の始まりを明らかにしよう。さまざまある神道の中でも、特に

皇国の機能と結びついた公式の神道は、これまで検証してきた非偶像的原則から、少しずつ離れ

ていくように見える。

１．三種の神器
偉大な神の依り代は時に本質的な価値を持つことがあることは、確かである。そこでは依り代

の形状に無関心であることは終わり、形状が定まり、神との照合が分りやすくなり、ほとんど漠

然にすぎなかった状況から、はっきりした相似へと次第に変容していく。まるで、表象の形が、

存在価値の素（もと）を作っているかのように全てが機能していくのである。八咫鏡・八坂勾

玉・草薙剣の三種の神器の中で、最初に鏡に注目したい。何故なら、それは神道における最も重

要な神（太陽の神であり皇族の先祖である天照大神）と関わっているというだけではなく、即位

式の際の鏡の荘厳な引渡しが、依り代の観念が初めて象徴的意味合いに傾いた瞬間を示している

からである。

皇国神話の頂点を成す天孫降臨の壮大な場面は、依り代の全ての役割を要約しているように考

えられる。このエピソードは最初に天神の降臨の様子と同時に、土地の取得についても語ってい

る。この君主権の創始は、ある種の神の顕現であることは言うまでもない。『日向風土記』によ

ると、天照大神の孫・瓊瓊杵尊（ニニギノミコト）の降下は、それまで暗闇に覆われていた世界

を明るく照らした。この天孫降臨後の全てのエピソードは「認知」であり、神の顕現の付随的な

証拠として考えることができる。天孫降臨の際、瓊瓊杵尊に従う神々9)は、鏡製造者の先祖を始

め、天照大神を（岩屋戸から）呼び戻すことに大きな役割を演じた神々である。このことは、観

念的隣接性をこえて、出現するという点において、石屋戸と天孫降臨のエピソードの間における

機能面での類似を明示している。天孫降臨によって依り代の観念に至るといえるのであろう。天

9 )  天児屋命 ( あまのこやねのみこと )、太玉命 ( ふとだまのみこと )、天鈿女命 ( あまのうずめのみこと )、石凝姥
命 ( いしこりどめのみこと )、玉祖命 ( たまのおやのみこと ) 五伴緒 ( いつとものお ) の五神である。五伴緒 ( い
つとものお ) ともいう。
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照大神は、「勾玉」と「八咫鏡」を譲るに際し、一言を付け加える。天照大神は神の顕現の思想

構造を確立し、因果関係を逆から踏まえながら、天照大神自身は石屋戸の前に行った儀式の意味

を事後に告げる。天照大神を再誕生させるために依り代を使用することを知りえた神々に対し、

天照大神は自らの神体の儀礼的機能を説明するのである。そうして、自身を洞窟の外へ呼び出し

た勾玉と鏡を（瓊瓊杵に）授けながらこう言う：

「詔者、此之鏡者、專爲我御魂而、如拜吾前、伊都岐奉。次思金神者、取持前事爲政」（み

ことのりたまいしく、これのかがみは、もはらわがみたまとして、わがまえをいつくがごと

いつきまつれ。つぎにおもいかねのかみは、まえのことをとりみもちて、まつりごとせよ

とのりたまいき）（青木和夫 1982：98-99）

ここで神の顕現が現実のものとなると同時に、顕現によって示されるものは「しるし・記号」

の極に近づきはじめる。神体と天照大神との間にはアナロジー（対応関係）が生じる。この初期

段階の表象は、天の神々が天照大神と別れる瞬間に現われる。それ以降、鏡は、天照大神の不在

時にその分身となるのである。依り代の観念は、皇室に流用され歪められる。権威は認知される

ために、しるし・記号を必要とするからである。こうして、神器が何故「神のしるし」とされた

のかが理解できよう。

２．人間の姿で現れた神
神器にみられる政治的・宗教的象徴性は、依り代の機能の歪曲を示す（見えないものの表象化

から、権威のしるし・見かけの模倣へと移行する）が、それはまだ具象化への第一歩に過ぎな

い。鏡と太陽（天照大神）は、象徴的関係で結ばれているとはいえ、かけ離れていることを忘れ

てはならない。それに対し、神道における神人同形説の傾向は、表象・偶像の世界へと入ってゆ

く。これまで様々な神体についてのべてきたが、「人間の依り代」類については故意にのべずに

いた。それらは特別な扱いが必要となるからである。神々はしばしば自身の存在を示すために、

人間の体を借りることがある。この便宜の記憶が、具象化への移行を容易にしたと考えられる。

古代において、神道には二種類の憑依が知られている。憑依の専門家である「巫女」と、その清

らかさから神霊を一時的に宿す特権をもつ「依坐」である。しかしここでも、公式神道に後押し

された皇国観念において、依り代の価値は流用される。氏族長でしかなかった初期の統治者は、

その先祖である「氏神」との断続的な関係しか持っていなかった。しかし持統天皇（645年－703

年）の治世における帝位の神格化が、小王を天帝に変えた。神霊の常なる受け身となることで、

天皇は自身が現世神となるのである。それ故、折口信夫が示したように、大嘗祭は単なる即位だ

けではなく、魂の移譲の儀式でもある。政治的儀式の厳粛さの中に舞台を移した入霊(神霊が物に

依り憑くこと)の思想構造は皇統の継続性の神話として利用される。

以上述べた例の中では、神が依り代に宿っていた。しかし、神々は自ら表象体を作ることもあ

る。『古事記』第３巻は、葛城山での雄略天皇と一言主神（ヒトコトヌシノカミ）の幻想的な出

会いを記している。超自然の出現は、不思議な輝きによって強調されている。神の侍者は天皇

のような衣装をまとい、その神の行列は人間が登っている斜面とは反対側に現われる。雄略天皇
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の質問が、神のそれと重なる。人間側の荒々しい行為（天皇の戦士が矢を弓につがえた）が、敵

対者に同じ反応を引き起こした。そして、神がとうとう自ら正体を現し、その他性を明らかにし

た。敬意を含んだ不安に襲われた天皇はこう叫んだ：

「天皇於是惶畏而白、「恐  我大神、有宇都志意美者 不覺白而」

（すめらみこと ここにかしこみてもうさく、「かしこし、わがおおかみ、うつしおみならむ

とはさとらざりき」）（青木和夫 1982：276）

神話においては、神が人の姿をとってあらわれることは非常に稀である。雄略天皇と一言主神

との対面の際、ごく普通の人の形をとってあらわれる神の表象からわれわれが読み取れること

は、その出現の唐突さとあいまって、この情景では逆によりいっそう神の他性を強調する結果と

なっているのである。

３．神話における神の表象：文書にみる具象的な表現
日本の神話がもつ著しく写実的な特性の中には具象的な傾向が存在している。神話は、一本調

子な展開にならずに、物語の全ての重要な場面に沿った具体的な描写で彩られている。さらに、

それらの描写は、聖的な行為が中心となっている。行為の激しさと行為がおこなわれる状況の静

けさとが印象的な対応をなしている。これらの要約された物語が判りやすいのは、神話の具象的

性格に負うところが大きい。ひとつ例を挙げるならば、大国主命（オオクニヌシノミコト）が嫉

妬深い須勢理毘売（スセリビメ）と別れようとする時、須勢理毘売は大国主命をひきとめ、歌に

よって彼女のもとに留まるよう説得する。歌謡のやりとりの中で、二人の神の動きが止まる。出

発の意図を象徴する暗喩的仕草として、大国主命が片手を鞍に置き、片足を鐙に掛ける。須勢理

毘売は、酒盃を差し出し、詠む歌謡はその行為の補足説明でしかない。歌謡のやりとりは物語の

展開を中断させているだけでなく、重要な場面となる。まるで動かなくなった二神は、イメージ

の世界へと入り、「直ぐ、ウキユイ（酒盃を交わして約束する）をして、ウナガキリ（首に手を

回し約束し）て、今に至るも鎮まり坐ます」のである（倉野憲司 1958：102-104）。神話作者

たちはこの方法によって、古代の儀式的な姿を示そうとした、と国学者の橘守部（1781-1849）

が説明したが、現在の知識ではこのことは証明できない。一方、物語における活写の頻出が、写

実的表現の開花を促進したことであろう。その例としては、松尾の神殿に残されている神道の偶

像と、八重垣神社の櫛名田比売（クシイナダヒメ）と素戔嗚（スサノオ）の肖像画は、仏教とは

別々に発展したと思われる貴族的神道芸術の存在とその活力を思い起こさせる。

Ⅴ．神仏習合の段階からみる神表現の変化

以上みてきたように、神道と仏教の表象様式を対照させることが自然だとしても、この対照に

よって、大陸の影響を全く受けていない純粋な土着宗教とのイメージを神道に与えてはならな

い。考古学が使う古神道（＝仏教以前の宗教文化）という表現は、文書の登場に伴って、その

力・正当性の一部を失ってしまう。神道の基盤となっている神話が仏教伝来から150年も経った
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712年（『古事記』）と720年（『日本書紀』）に書かれたものである以上、そこに神道の本来の

純粋さがそのままに記されているとは考え難い。また、『日本書紀』と『古事記』の記述にはし

ばしば道教の強い影響が見受けられることを考えると、神道の本来の姿がそのままに反映される

のは一層考え難いであろう。そのような状況において、仏教の伝来を、それ以前から存在した古

い世界観を崩壊させる契機となる新奇な思想の突然の到来として捉えることは間違いであろう。

物部氏と中臣氏が蘇我氏と対立したように、日本に新しく入った仏教は、氏族間の激しい競争と

対立を引き起こした。しかし、仏教がもつ神学的内容が、神道と全く相いれないものとして思わ

れたわけではない。

仏教の輸入後、日本で仏に与えられた「隣国の神（となりぐにのかみ）」という呼び方は、日

本人が、仏と日本古来の神々とを区別していなかったということを示唆している。本地垂迹の概

念が、神の仏への隷属を確固たるものとするのは、さらに長い時を経てからのことである。

当初、神道の神々は、仏教の法と大きな寺院の守護神としての任を得ることになった。例えば

龍田神社10)の神は、法隆寺11)を守っていた12)。しかし、奈良時代に入ると守護神の観念と平行し

て、神道と仏教との間にある種の補完関係が現われはじめる。仏教の聖職者は神道の神々に対

し、大陸仏教がヒンドゥーや道教の神を吸収した時のような態度をとった。つまり、それら神々

の超自然的な存在は認めながらも、まだ解脱に達していない存在として扱ったのである。そうし

た観点から、神道の神々は一時的に下等の神としてのあり方を余儀なくさせられた。そうしたこ

とから、神の解脱を進めるための特別な儀式が発達する。聖地（神殿）内に神宮寺が建てられた

のはそういった目的からである。この思考様式の延長線上に、菩薩と神々とは同等のものとして

考えられるようになる。菩薩も神々も慈悲溢れる存在であり、人間を救済するために一時的に解

脱を拒む存在として描かれているのである。

しかし、八世紀の終わりに、神道と仏教の融合が進み、それが神の命名にも影響を及ぼすよう

になった。八幡大菩薩の呼び名が、宇佐八幡に充てられた（783）ことは、これを端的に示して

いる。

10)  奈良県生駒郡斑鳩町。
11)  奈良県生駒郡斑鳩町。
12)  「大和川の北岸、風光明眉な楓の竜田川の北東の神奈備、御廟山の南麓に鎮座し敬神の中枢である。十代崇神天

皇の御代に年穀の凶作が続いた時、帝自ら卜占をもって占い、天神地祇を「朝日日照處、夕日日陰處」竜田小
野である龍田山の聖地に大宮柱太敷立鎮座された。たまたま聖徳太子（十六才）が法隆寺建立を企てられ橘の
京から来られて平群川（竜田川）の辺りに伽藍建設地を探し求められた。その時聖徳太子は椎坂山で白髪の老
人に顕化した竜田大明神に会い、まだらばと（斑鳩）で指示して貰った地を法隆寺建設地とされた。即ち「こゝ
から東にほど近い処に斑鳩の里がある。そここそ仏法興隆の地である。吾また守護神となろう。」依って太子は
法隆寺建立と同時に御廟山南麓の地に鬼門除神として竜田大明神を移し祀られた。その后、法隆寺より法施僧（別
当坊）三十口（三十人）を給ひ、竜田三十講、平群四十八郷（当時の平群四十八郷は現在の生駒郡、郡山市も含む）
の産土神として荘厳なる祭儀が執り行なわれた。（聖徳太子伝私記）それで法隆寺は竜田神社の社務を管理して
きたもので、神社の由緒、祭礼、神田等法隆寺の記録に出ている。」（神社本庁教学研究所研究室編：1995）
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平安時代中期になり、神は、「本地」（本来の・本体）としての仏の表象（権現ごんげん・化

現けげん）や仏の化身（垂迹）であるという考え方が初めてあらわれる。しかし、この時代の神

と仏との対応関係は、まだ明快ではない。

神と仏の間において名前の照合体系ができるのは、平安時代末期のことである。神殿内に「僧

形」と呼ばれる像が登場するのも、ちょうどこの頃である。

鎌倉時代には、本地垂迹の観念は更なる発展をとげ、もっとももてはやされた時期である。そ

の時代に形成される真言宗の教えを取り入れた「両部神道」や天台宗の教えを取り入れた「山王

神道」という二つの習合神道はそれを語っている。神仏習合の最終段階をもっとも典型的に示し

ているものは、天照大神と大日如来を同一とみなした例であろう。

本地垂迹の観念に影響されたこの時代の絵画や偶像は、古代神道がもっていた非偶像的な傾向

とは完全に方向転換している。しかし、仏教から神道への影響にも関わらず、神道における神

の顕現を実現させる依り代の観念は、完全になくなったわけではない。また、吉田兼倶（1435-

1511）が神道を完全な形で再建しようとした時、本地垂迹の枠組みをひっくり返し、「反本地

垂迹」である神本仏迹説が説かれた。「唯一神道」の祖として知られる吉田兼具にとって、仏は

神の顕現でしかない。こうして神道は、その最初の純粋さを取り戻そうと懸命の努力をすること

で、明快で直接の表現様式を仏教にゆずり、間接の表現様式（普段形のない、目に見えないもの

を対象とする表現様式）を占有しながら神学を確立しようと試みてきたのである。
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Abstract

The purpose of this paper is to explore the history of discourse on 

Japanese Shojo Manga（Manga for girls; 少女マンガ）since mid-1970s to 1990s. 

Until the early 1970s, Shojo Manga was considered to be lower genre than 

Shonen Manga（manga for boys; 少年マンガ）and Seinen Manga（Manga for 

young men; 青年マンガ）. Shojo Manga, however, gained a sudden attention 

around mid-1970s, due to appearances of numerous Shojo Manga best sellers, 

such as Aim for the Ace!（『エースをねらえ』）and Glass Mask（『ガラスの

仮面』）, dramatization of The Rose of Versailles（『ベルサイユのばら』）by 
Takarazuka Revue（宝塚歌劇団）based on Ikeda Riyoko’s manga, and the rise 

of Year 24 Group（花の24年組）which refers to manga artist group innovating 

Shojo Manga and many of whose members were born in Showa 24（1949）. 

Corresponding to the rise of Shojo Manga by female artists for mostly female 

readers, critical discourse on Shojo Manga arose in the mid-1970s. 

This paper highlights the history of critical discourse on Shojo Manga since 

mid-1970s.  Until 1980s, critical analysis of Shojo Manga was done by mostly 

male critics.  Firstly, we examine Ishiko Junzo’s（石子順造）comments on Shojo 

Manga around mid 1970s. It is one of the earliest reference to Shojo Manga by 
male critics. Secondly, we study male critics such as Murakami Tomohiko（村

上知彦）and Yonezawa Yoshihiro（米沢嘉博）whose works around 1980 have 

left an imprint on present criticism of Shojo Manga. Finally, we analyze critical 

essays on Shojo Manga by female critics---most importantly Fujimoto Yukari （藤
本由香里）and Nimiya Kazuko（荷宮和子）--- from 1990, which challenged 

dominant criticism by men. 

In doing so, we will clarify the configuration and change of discourse on 

Shojo Manga, especially in terms of gender. 

少女マンガをめぐる言説空間
Historical Analysis of Discourse on Shojo Manga
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Ⅰ はじめに

少女マンガの特徴とは何であろうか。それは、星や光彩が散りばめられた瞳や、花びらや点描

に彩られた流麗な背景であろうか。それとも、少女の憧れやときめき、葛藤やためらいを封じ込

めた恋愛物語であろうか。あるいは、性別越境や同性愛を積極的にテーマ化し、既存のジェン

ダー規範へ疑問符を投げかけ、その再考や撹乱をうながす点であろうか。少女マンガに関する代

表的な論者の一人である藤本由香里は、少女マンガを作者と読者との関係から、以下のように定

義している。

日本の少女マンガの大きな特性に、それが「（若い）女性の、女性による、女性のための

メディア」である、ということがある。日本の少女マンガにおいては、書き手と読み手の年

が近く、その価値観をリアルタイムで共有し合っている。このように若い女性が文化の担い

手であり、受け手であるような、そしてそこで生まれてくる新しい価値観を瞬時に共有し

ていけるような、そのようなメディアは世界でも稀である。たいていの文化は主流文化の担

い手である男性の価値観に支配されがちであり、そこに女性の価値観が反映されてくるとし

ても、どうしても一歩遅れがちである。だが少女マンガはその特性によって、ふつうはずっ

と無視されてきた若い女性の内面の問題に焦点を当てることを可能にしたのだ。（藤本

2001：135）

この藤本の少女マンガの定義には、現在の少女マンガ理解を形成する、典型的な修辞が多数見

出される。そのなかでも、①書き手と読み手がともに（若年）女性であるがゆえに、少女マンガ

が「（若い）女性の、女性による、女性のためのメディア」として機能しているとする点、そし

て、②それゆえに、少女マンガでは女性の「内面」が描写の対象となっているとする点は、藤本

のみならず、多くの少女マンガ論の共通の前提となっているといえる。

少女マンガの言説史を紐解けば、少女マンガが衆目を集め始めるのは、1970年代半ば頃からで

ある（竹内 1995:140）。周知のように、1970年に前後して、少女マンガの生産状況はドラス

ティックな変化を迎える。しばしばストーリーマンガの体裁を取った少女マンガの起源として参

照されるのが手塚治虫『リボンの騎士』であるように、1960年代の前半まで少女マンガを牽引し

ていた作家には、赤塚不二夫、石森章太郎、ちばてつや、横山光輝など、多くの男性マンガ家が

含まれていた。『週刊新潮』に端を発する週刊誌ブームが少女雑誌にも及び、1963年1月に『週

刊少女フレンド』、5月に『週刊マーガレット』が創刊された際にも、マンガ作品の半数程度は男

性マンガ家によるものであった。しかし、週刊誌体制が確立するなか、出版社は作品を供給し、

作家を確保するため、新人賞やマンガスクールを設立し、新たなマンガ家を発掘していくことを

迫られる。そして、1964年、第1回講談社新人まんが賞を受賞した里中満智子が16歳の高校生で

あったように、多くの女性マンガ家たちがその需要を満たすため10代でデビューを果たすように

なるのである1)。こうした、文化受容者ではなく、生産者としての「少女」の登場は進み、1970
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年頃には少女マンガの送り手はそのほとんどが女性、しかも、多くが10代や20代の若年女性とな

る状況が形成されていく。さらに、70年代に入り、多くのベストセラーの登場、宝塚歌劇団によ

る『ベルサイユのばら』の舞台化とそのヒット、さらにのちに「（花の）24年組」と呼ばれるマ

ンガ家たちの台頭などに伴い、しばしば男性の嘲弄の対象ともされていた少女マンガは、少女の

みならず、広く社会全般の注意を引くようになる。

こうした状況下において、たとえば『朝日新聞』は1975年に「少女マンガの世界」と題する特

集を4回にわたって組んでいる。興隆をみせる少女マンガに好奇のまなざしを送るこの特集には、

「テクニックが進歩して、これまで文学でなければ表現できなかった心理描写まで、表現可能に

なった」（「少女マンガの世界2」）という、当時『週刊少女フレンド』の編集者であった平賀純

男のコメントが紹介されるともに、少女マンガが次のように特徴付けられている。

同じマンガといっても、少年向けと少女向けではかなり異質だ。少年マンガをみる少女は

多いが、その逆は少ない。少年向けの作家は三、四十代のベテランの男性が多いが、少女マ

ンガの作家は若い女性がほとんどで、「十六歳で新人、二十歳で中堅、二十五歳過ぎればベ

テラン」といわれる。だから読者と作家がほぼ同世代で、少女、女性独特の心理で構成して

いるのが少女マンガの世界ととらえる人も多い。（「少女マンガの世界1」）

ここで注意したいのは、作家と読者がともに同世代の若い女性であり、それゆえに「少女、女

性独特の心理で構成している」という、ここで見出されている少女マンガの特質が、2000年代に

入ってなされた藤本の少女マンガ定義、さらに、現行の少女マンガ論の基礎的な少女マンガ理解

とほぼ同質な点である。およそ25年ほどのひらきのある二つの文章に見出されるこの同型性は、

いったい何を意味するのか。それは、70年代半ば以降、少女マンガの基本的な理解が変化して

いないことを意味するのか。あるいは、もし、そこに変化があり、＜歴史＞が存在するのであれ

ば、少女マンガを語る言葉は、何を蓄積し、何を否定し、何を補強し、何を拒んでいったのか。

少女マンガの言説史をたどれば、これまでの少女マンガ論において、先行する少女マンガ論を

参照すること、または、それらを整理・歴史化する営みはさほど熱心になされてこなかったと

いっていい。しかしながら、＜現在＞の少女マンガ論の基底をなす少女マンガ理解が70年代なか

ばにすでに提出されているのであれば、少女マンガ論の＜現在＞がいかなる言説・観念・通念を

前提とすることによって形成されているのか、少女マンガ論の「いま、ここ」自体を歴史化して

問う試みは必要不可欠であるといえよう。

本論はこのような問題意識のもと、一見同型的に見える、70年代の少女マンガを語る言葉と、

2000年代の少女マンガを語る言葉の間に横たわる、少女マンガに関わる言説群とその変遷を考察

するものである。すなわち、1970年代なかば以降とりわけさかんとなる、少女マンガをめぐる言

1 )  1960 年代にデビューし、1970 年代以降も活躍した少女マンガ家たちについては（大城 2004：551）参照。
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説がどのような立場・価値・ジェンダーをはらみ、その各々の言説の重なり・交差・衝突のなか

から、いかなる言説空間が少女マンガをめぐって編成されていったのか、その編成過程と布置を

通史的に考察すること、それが本論の目的となる。

Ⅱ 少女マンガ言説の黎明期――石子順造の少女（マンガ）論

1975年、美術批評家として、キッチュ論の旗手として、あるいは、『漫画主義』の同人として

知られる石子順造は『中央公論』に掲載された「国際婦人年と少女マンガの世界」（以下、「国

際婦人年」と省略）と題する論文のなかで、ひとりの高校生の少女から手紙を受け取ったエピ

ソードを紹介している。それは、石子が当時のマンガ界の動向を記した『朝日新聞』の記事に対

する返礼と応答として書かれたものであった。記事に目を留めた少女は、少年マンガばかりが取

り上げられる風潮のなかで、少女マンガを取り上げた石子に礼を述べ、少女マンガへの熱い思い

をレポート用紙4枚にわたってしたためていたという。該当する『朝日新聞』の記事に目を通せ

ば、そこで少女マンガに割かれた文言は決して多いものとはいえない。該当個所は以下のとおり

である。

だがおそらく今日、もっとも微妙な脱皮への胎動を示しているのは少女マンガだろう。男

性無用の少女の王国を、外国に類例のない形で築き上げてきた少女マンガは、池田理代子

『ベルサイユのばら』（集英社）のような歴史ロマン、萩尾望都の一連の幻想譚、土田よし

このナンセンス・マンガ『つる姫じゃーっ！』（『週刊マーガレット』）などと、新たな開

花の芽を育てつつあるようだ。（石子 1975a）

この簡単な紹介記事に対して「わかってくれてほんとうにありがとう、って私ほんとにそう

いいたいのです」（石子 1975b：217）と少女が長大な手紙で反応したという出来事は、当時

のマンガをめぐる言説空間において少女マンガ（論）の登場する機会がほとんどなかったこと

を示唆している点で興味深い。この記事に目を留めた少女は、石子への手紙のなかで、「男の人

にはわからないでしょうね」と男性にはわからない特異なジャンルとして少女マンガを位置づ

け、「絵をみるだけで幸せになるんです」と、その魅力の源を絵画表現に求めている（石子

1975b：217）。この手紙をもとに、石子は少女のマンガ好きを認めるとともに、「マンガ好き

というだけなら、ぼくもぼくなりにそうである」と自らのマンガへの愛着を述べ、「ただ、僕と

は、その好きさが決定的にちがうようなのだ」と、自らと彼女とのマンガの読み方に差異がある

ことを認めている（石子 1975b：218）。石子の文章のなかで、石子と一人の少女との決定的

な差異とされているもの、それは一言でいえば、絵画表現への感受性である。

少女が絵をみるだけで「とてもやさしい心で、私の胸ははちきれそうになる」、「毎晩同じマ

ンガを読んであきない」と強い「没入」を語るのに対し、石子は「ぼくは、少女マンガの「絵を

みるだけで幸せ」にはなれ」ず、「ああ、明日もすなおでやさしい中年男でいようとか、もう憎
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まれ口をたたくのはよそうとかいう気分には、とうていなれない」といささか少女への揶揄を含

むかたちで、その感性の差異を強調している（石子 1975b：217-218）。そして、石子は「な

ぜ、あのような少女の図像が、この時期に生み出され、定着してきたのだったか？あの少女像に

よって意味されようとしているものは何か？」（石子 1975b：219）と、少女マンガの少女像

が生成されるコンテクストとなる文化的・ジェンダー的力学に焦点を当てている。

石子はこうした少女像の原型を、蕗谷虹児や江川みさお、糸賀君子や山本サダらによる、少女

雑誌の挿絵に求め、昭和30年代に入ってそこから日本的な特徴が捨象され、西洋的な意匠を纏っ

て表象されるようになっていったという見解を示している。そして、その少女像が「世界の男性

から望ましいと賛美されてきた女らしさと、欧米の富豪のお嬢さんのような教養と美しさと生活

とを“エゴイスティック”に集約してデザインした私的理想像」であるとし、さらには「日本の少

女マンガの美少女像は、女性の理想像ではなく、世界の四分の一を占める先進国とやらの、男性

の理想像であるのかもしれない」と、その理想像が男性による価値観を女性が内面化した所産で

ある可能性を示唆している（石子 1975b：221-222）。

この「国際婦人年」からさかのぼること3年、石子は自身が同人として参加するマンガ批評誌

『漫画主義』のなかで、「少女論」2)と題する少女（マンガ）に関する論文を上梓している。ここ

では、少女マンガがどのように描かれているのかという「表現」の問題のみならず、少女にいか

に読まれているのかという「受容」の観点から論が展開されている――そして、それがこの論文

の題名を「少女マンガ論」ではなく「少女論」とする論拠ともなっている。

瓜生吉則は「＜マンガ論＞の系譜学」のなかで、石子が、マンガの持つ記号的な意味作用を考

察する視角を持ちながらも、「マンガの記号表現が持つ「意味」の解釈については最終的には放

棄している」（瓜生 1998：143）点をその特質として抽出している。石子を中心とした『漫画

主義』の同人のあいだでは、マンガがいかなる意味作用を担い、読者にどのように意味を伝達し

ているのかという意味論的な興味以上に、マンガ／劇画を媒介として編成される「読者―作者共

同体」と、そこで惹起される身体性をも含みこんだ生々しいコミュニケーションにこそ興味が向

けられていたことを、瓜生はこの論のなかで丹念に洗い出している。

こうした劇画に対する批評スタンスと比較した際、少女マンガを論じる石子に特徴的であるの

は、石子が劇画同様、少女マンガを媒介として発生するコミュニケーションに注視しつつも、そ

のコミュニケーションの内実、すなわち、少女が少女マンガからいかなる「意味」を受け取って

いるのかという、意味論的興味をもその射程に入れていることである。

少女マンガを彩る様々な豪奢な記号について「いささか意味論的に問うてみる」（石子

1972：11）という宣言から始まるこの論文において、石子は「少女の読者を想定して描かれるマ

ンガが少女マンガなのだとして、では、少女たちは、そういったマンガを、どのように読んでい

るのか？」（石子 1972：14）という、少女の受容の仕方をその論述の根底に据えている。

2 )  正確なタイトルは、参考文献にも記したとおり、「少女論＜ 1 ＞ 前章――なぜ「少女マンガ」論でなく少女論
なのか？」であるが、その後、続編が書かれていないため、本論では単に「少女論」と記す。
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石子はまず「表現」として少女マンガが少年マンガや青年マンガと同一平面上に存在しえない

特異なメディアであるとして、次のように述べている。

ぼくの考えでは、少年マンガや青年マンガという場合のマンガと同じ意味では、例外をの

ぞいて、まず少女マンガといえるものはない、ということである。少女たちには、「少女

マンガ」という、別項のマンガのコンテクストがある。いいかえればふつうにいう「少女

マンガ」のマンガは、その他のマンガとかなりはっきり異質の表現、なのである。（石子

1972：14）

こうして、マンガという名を冠しながら、他のマンガとは質を異にするものとして少女マンガ

を特殊化したうえで、石子はその「表現」的特性を考察している。それは、ときに因果関係を無

視して錯綜する筋立て、次々に少女を襲う艱難辛苦、それを根底から支える、人生は運命であり

苦難に満ちているが、努力と幸運がそれを克服するという古い道理への感覚、などである。注目

したいのは、石子がこうした物語上の特性に注意を払いながら、それを「コミュニケーション」

の問題に接続している点である。

石子はまず古典的なコミュニケーション概念として、読者がマンガや文学、絵画や音楽など文

化的な生産物を通して、そこに「作家の内的ドラマ」や「人生観なり状況認識」を読み取ること

を重視する、伝統的な芸術観を提示する。それに対して、石子が少女マンガに見出すのは、そう

した作家主義の無効化したコミュニケーションの特異なありようである。

花びらや星くず、カールした髪や目に宿る大きなハイライト、そして、線条的な説話行為の流

れを阻害するスタイル画など、少女マンガ特有の図像的特徴に着目する石子は、少女マンガと

は、こうした華やかなでかわいらしい記号によって粉飾されながら、少女に「周知のこと、自明

の理として保持されている価値・意味のカテゴリーを、それとして感覚的に味わ
ママ

わせてくれる」

（石子 1972：18）メディアであると述べる。すなわち、少女マンガとは、少女にとって既成の

価値観や道理への感覚――人生とは運命的な苦難に満ちているがたえず努力すれば道は開ける―

―を、かわいらしく、ムードに溢れた意匠でもってラッピングした、ムード音楽にも比すべき感

覚的メディアなのである。それゆえ、少女マンガを介したコミュニケーションのなかに見出され

るのは、近代的な芸術観に基づいた作家の私秘的な内面でも、また、彼が劇画に認めた生活者と

しての生々しいアクチュアリティでもない。日常生活を支える価値体系や人生観と不可分である

ことを認めながら、石子がそこに見出すのは、「かなり古典的な、そして日本的な女性の哲学」

（石子 1972：20）であり、それをムードのなかから残響のように感受する経験こそが石子の

考える少女マンガを読むという行為なのである。そこでは作者の思想性や生活者の生々しい「い

ま」は問題にならず、ただ「日常感がソフトにデザインされて」さえいれば、「特別なメッセー

ジなどは期待」されはしないのである（石子 1972：20）。

こうした、石子の少女マンガ論から透き通って見えるのは、「中年の男性であるぼくは、彼

女らのことを手前勝手に推断して、その感興を論じてみようと試みるつもりはない」（石子



133

Area Studies Tsukuba 31 : 127–150, 2010

1972：14）と読者層である少女を一見注意深く対象化しつつも、その感興の内実を代理／表象し

てしまっている点である。

ここでぼくは、試みるのはよそうと先ほどいった、当の読者である少女の感興への推断を

試みるという愚を犯してみることにしよう。おそらく彼女たちは、目で音楽を聞いているの

だ。淋しかったり、明るかったりするムード・ミュージックを。歌詞は、ほとんど問題にな

らない。“花びら”とか“星くず”とか、“暗いさだめ”とか“ひとり泣く”とか、いったアイ・キャ

ツム（？）が問題である。（石子 1972：19）

ここでは、少女の感興を推断するつもりはないという前言を翻しながらも、「少女たちの感興

への推断を試みるという愚を、あえて犯してみる」と、大人の男性である自身が少女の感興を代

弁することに対して、幾分慎重な姿勢が見られる。しかしながら、注意を払わなければならない

のは、ここで導き出される、少女にとって少女マンガとはそのデザイン性やムードを重視した、

目で「聞く」ムードミュージックであるという定義が、この引用以前にもすでに見られる点であ

る。「少女にとって」、「少女たちは」という言葉を繰り返すこの論考において石子は、たえず

少女における少女マンガの受容のありようを問題として論を展開している。それゆえ、「少女た

ちは、そういったマンガ（少女マンガ――引用者註）を、どのように読んでいるのか？」（石子

1972：14）という問いから出発したこの論において、「推断」は避けがたく論の中核をなして

おり、その慎重な姿勢にもかかわらず、石子は少女の「読み方」を幾度も代理／表象してしまっ

ているのである。

そして、その「推断」から導きだされるコミュニケーションは、石子が劇画に見出したそれと

は異なり、決して称揚の対象ではない。少女マンガは、「文学や映画を論じられるようになる前

までに読み終える」（石子 1972：20）ものであり、少年マンガから青年マンガへとマンガを

読み継ぐ男性に比べて、女性はより早くマンガから離れていくであろうと結論づける石子にとっ

て、少女マンガは、少女に当たり前の価値を感覚的に教示するメディアにすぎず、マンガのなか

でも劣位に置かれるジャンルとして「特殊」なのである。

さて、ここでもう一度、75年に記された「国際婦人年」を振り返ってみれば、いくつかの点で

石子の論述スタイルや少女マンガ認識が変化していることが認められる。

まず、論述スタイルを考えれば、「少女論」では、少女の感性的な読みに照準が合わされ、そ

の読みの内実を「推断」を織り込みながら記述することが試みられていた。それに対して、「国

際婦人年」では、少女による少女マンガ受容が絵画表現に基づく、きわめて感覚的なものである

ことは認めながらも、その読みの内実には一切触れられてはいない。むしろ、そこで前景化され

ているのは、そうして感覚的に読み取られる少女表象がいかなる文化的・歴史的・社会的コンテ

クストから生み出されているのかという社会学的な関心であったといえる。いわば、前者におい

て「中年の男性」と少女との境界があいまいとなり、石子がときに少女に成り代わるかのように

少女的感性の内実を記述しているのに対して、後者では両者の距離はより慎重に置かれ、石子は
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徹底して「中年の男性」としての立場を遵守し、外部から少女（マンガ）をめぐる文化的・ジェ

ンダー的力学について論述を進めているのである。

こうした論述スタイルの変化には、石子の少女マンガへの認識の変化が作用していることが考

えられる。その変化はまず、女性マンガ家の位置づけに認められる。「少女論」において、石子

は少女マンガの書き手として、作者の大半が女性であるという事実にあまり重きをおいてはいな

い。「「少女マンガ」の作者がほとんど女性だというのは、一応考慮に入れておかなければなら

なかった事実だとしても、決定的な意味合いを持つとみなすべきでは」（石子 1972：13）ない

とする石子にとって、少女マンガとはまず読者である少女との関わりにおいて初めて少女マンガ

となるのであり、それが男性の手によるものであろうと、女性の手によるものであろうと、明確

な「表現」的な差異はそこには認められていない。

しかし、「国際婦人年」では、少女マンガの作者がほとんど女性であるという事実はより重視

されている。「今や、男性より、マンガ家志望の女性は多いといわれ、約一〇〇名のマンガ家を

核として、その予備軍とぼう大な数の読者とは、一切男性の介入を許さない少女王国を構築して

いる」（石子 1975b：224）と、石子はここで、読者よりもむしろ作者である少女マンガ家を

「核」として、少女（女性）たちの強固な「読者－作者共同体」が編成されている点にこそ注意

を払っている。「少女論」と比べ石子がより「外部」からの記述を徹底しているのは、「男性の

介入を許さない」ような「読者－作者共同体」がより強固に構築されているという、こうした石

子の状況認識と切り離せはしないであろう。いわば、少女による「読者－作者共同体」を前に、

「中年の男性」として石子は、その「内部」に参入しえない自らを他者として「外部」に措定せ

ざるをえないのである。

さらに、こうした作者として女性を重視する姿勢は、石子が少女マンガの「表現」の質に変化

を見出していることとも関連している。石子は、少女マンガがきわめて「純度の高い女性の表

現」となっているとともに、その「表現」の「開花期」を迎えようとしているとして、次のよう

に述べている。

とにもかくにもぼくは、日本の少女マンガが、なんともみごとに少女の夢の結晶体になっ

ていることに驚嘆する。それがいかに、長い間の男の歴史の反映であるにせよ、またいかに

欧米先進国を理想とした日本近代の無残な一結着点であるにせよ、これほど純度の高い女性

の表現は他にあるまいからである。少年マンガや青年マンガの停滞とくらべれば、少女マン

ガはまさに開花期を迎えようとしているといっていい。（石子 1975b：224）

72 年の「少女論」において、少女マンガが少年マンガや青年マンガの劣位の置かれていたこと

を鑑みれば、この 75 年の論考において、少女マンガと少年マンガ／青年マンガの地位は逆転して

いる。停滞する少年マンガ／青年マンガと「表現」として花開こうとする少女マンガ。このマン

ガをめぐる状況認識は、次節で詳述する後進の世代とも通底する当時のマンガ認識となっている。
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Ⅲ 「ぼくら」と少女マンガ――「＜わたし＞語り」世代の少女マンガ論

石子の「国際婦人年と少女マンガの世界」、そして、その種本ともなる『戦後マンガ史ノー

ト』が発表された1975年は、のちにコミックマーケットを主宰する「迷宮」同人らによる批評誌

『漫画新批評体系』が刊行され始めた年としても、マンガ批評史に記録されている。1975年以

降、こうした同人誌やマイナー雑誌を中心に、自らが編集や発刊にかかわりながら批評を展開す

る新たな若い評論家や作家がその活動を開始する。具体名を挙げれば村上知彦、米沢嘉博、亜庭

じゅん、中島梓、橋本治、飯田耕一郎ら、団塊以降の世代の人々がそれにあたる。彼らの特徴は

マンガを徹底して特別視する態度であった。社会や政治との関わりを排除し、文学や映画など、

隣接ジャンルとの関わりをも問題化せず、マンガとそれを読むこと、描くこと、語ることを絶対

化する彼らの語り口は、マンガと「ぼく」との幸福なコミュニケーションをその語りの根底にす

えていた。さらに、「ぼくら」という言葉を多用する彼らの言説は、同様の（マンガ）読書体験

を持ち、生まれたときからマンガがすぐ傍に存在していたような同世代の読者の存在を前提とし

ていた。そして、マンガ読者としての体験に徹底してこだわる彼らが、当時マンガの新たな可能

性を見出したのが、三流エロ劇画やニューウェイブマンガとともに、少女マンガであった。

瓜生吉則は、村上や米沢らが先行する石子らのマンガ論を反映論的であるとして退け、彼らと

の差異を強調しているにもかかわらず、両者がマンガに抱くリアリティには「屈折した連続性」

（瓜生 1998：146）があることを指摘している。すなわち、両者はともにマンガというメディ

アが喚起する特異なコミュニケーションのありように敏感であり、それを論述の基底に据えてい

る点において連続性を見出すことができる。しかし、そのコミュニケーションのありようをいか

なる立場から記述するのか、という論者の立ち位置において、両者は相違を見せていたと瓜生は

いう。そして、それが先行する石子らのマンガ論を反映論として批判する根拠となっている、と

も。瓜生の整理に従えば、石子の論は、マンガを読むという行為のもつ個人的な位相に注目しな

がらも、それらの個々の読者の実践がひとつの「読者―作者共同体」を構成している点にも注視

が向けられている。そして、その共同体の編成のありようを記述することを目的とすることで、

石子には、マンガを、あるいはそれを介したコミュニケーションの様式を対象化する視点が存在

していた。それに対して、村上ら後進の論者にはこうしたマンガを対象化・相対化しようとする

外在的な視点は希薄である。「まんが―内―存在」という村上の自己規定が端的に示すように、

彼らは徹底してマンガの内部に自らを位置づけることにこだわり、マンガを読む一人の読者とし

て内側から語ることに終始している。彼らにとって、マンガとぼく（ら）とのコミュニケーショ

ンそのものがもっとも優先されるべきものであり、マンガとそのコミュニケーションは外部から

「観察」する対象ではなく、その内部へと「没入」する対象だったのである。

以上の瓜生による明快な整理を踏まえたうえで、本節で考えたいのは、このような、両者の立

ち位置上の差異が、少女マンガを語りの対象と見出したときにも同様に見出されるかどうかであ

る。

先述したとおり、1970年代中盤以降、石子のみならず、多くの論者やメディアによって少女
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マンガは言及され、少女マンガがそれまでと一線を画す革新期を迎えたとする言説が普及してい

く。そのなかでも、可能性の中心として見出されたのが、「（花の）24年組」3)と呼ばれる作家た

ちであった。マンガ史研究家の宮本大人は、1975年（昭和50年）に前後して活動を開始した村

上や米沢らが、少女マンガのなかから「（花の）24年組」と呼ばれる作家たちを語るべき対象と

して「発見」し、彼女らを少女マンガにおけるひとつの達成・革新とみなす形で遡及的に少女マ

ンガ史を構築していったことに批判のメスを入れている（宮本 2001：86-87）。宮本は村上や

米沢ら男性評論家によって形成された「24年組」中心史観を少女マンガ言説の起源とみなし、そ

の起源における作家や作品の選択と排除を「暴力」という言葉を用いて強く批判するとともに、

その歴史観が無批判のまま少女マンガ史の常識となっていったことに注意を促している。こうし

た宮本の指摘は傾聴に値するものの、村上ら男性評論家による少女マンガの「発見」を、男性＝

「ぼく（ら）」による「暴力」として批判すれば事足りるのかといえば、そこには疑問が残る。

村上による少女マンガの「発見」を理解するためには、その前提としてまず「青年まんが」と

それをめぐる状況の変化についての村上の認識を知る必要がある。

手塚治虫を中心として発展した戦後の児童マンガを幼い頃から読み親しんでいた世代が少年／

少女期から青年期へと移行し、カウンターカルチャーや反戦運動が世界を席巻した1960年代中

頃、『ガロ』と『COM』という、マンガとともに成長したマンガマニアのための雑誌が創刊され

る。白土三平の「カムイ伝」掲載を目的として創刊された『ガロ』、そして手塚治虫の手によっ

て生み出された『COM』。両誌は当時すでに確固たる地位を築いていた白土や手塚らの意欲的な

作品が掲載される雑誌としても注目されると同時に、読者層と同世代の新人マンガ家たちによる

新たな表現開拓の場としても熱狂をもって歓迎された。たとえば、『ガロ』ならば佐々木マキや

林静一、『COM』であれば岡田史子や青柳裕介、宮谷一彦といった若い作家たちがこうした気運

のなか続々と輩出されていったのである。村上はこうした青年層に向けて青年自体が発信する青

年マンガを「ぼくらのための、ぼくら自身の手によるまんが」として位置づけ、その起源を岡田

史子の処女作「太陽と骸骨のような少年」（1967年）に求めてその衝撃を次のように語ってい

る。

岡田史子の出現は、マンガが与えられるものでなく、ぼくらがつくりだすものだと僕らが

自覚した始まりであったし、そのようなものとしてまんがを眺めることの始まりでもあった

し、そのようなものとして、すべてのまんがを眺めることの始まりでもあった。（中略）ま

んがもまたそのような時代（60年代の熱い闘争とカウンターカルチャーの時代――引用者

3 )  萩尾望都、竹宮恵子、大島弓子、ときに木原敏江、青池保子、山岸涼子、ささやななえらを含む、昭和 24 年
前後に生まれた作家らを指す名称。しかし、この名称が指し示すマンガ家は、それを使用する人間によってか
なり変化しており、使用者の思い入れや嗜好が反映される不定形な呼称でもある。この語の使用をめぐる言説
史や問題性、語の起源については、（ヤマダ 1998）、（竹宮 2001）を参照。
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註）のなかで、ぼくらの悩み、ぼくらの希望、ぼくらの夢、ぼくらの欲望を、つまりはぼく

らの時代をぼくら自身が語る、ぼくらの文化であらざるをえなかったのだ。（村上 1979：

29）

ひと時の安らぎを与える娯楽ではなく、「ぼくら」自身がそこに書き込まれている「青年まん

が」。大人には表現することのできない、「ぼくら」の内面の懊悩や欲望や夢を体現する「青年

まんが」。ここで村上は世代を要諦に編成された共同体＝「ぼくら」の成立を高らかに謳いあげ

るとともに、60年代の若者文化の一翼を担うものとして、そして、「ぼくら」とともに青年期を

迎えたマンガとして、「青年まんが」を顕揚している。

しかしながら、ここでの記述が過去形に終始していることからも推察できるように、1970年代

後半から「青年まんが」を回顧する村上にとって、「ぼくらのまんが」としての「青年まんが」

はもはや失われてしまったノスタルジーの対象となっている。というのも、村上にとって70年代

以降の「青年まんが」は、「ぼくら」のリアリティを表現する熱を喪い、「一定の水準を保った

読み物としてのまんが」（村上 1979：34）へと堕してしまったからである。そうした彼の喪失

感を埋め合わせ、「青年まんが」の代補として発見されたもの、それこそが「24年組」を中心と

した少女マンガにほかならない。村上は、これらの作家たちが少女マンガに新たな地平を開拓し

た理由を次のように語っている。

少女まんがたちが巧妙に、一歩ずつ、自分の描きたいものを描くため制約を押しひろげ、

描ける場所をかちとり、そういった闘いのなかでまた、描くべきことを発見していった、そ

のような緊張関係が作家のなかで持続しえたからこそ、少女まんがはこれだけのエネルギー

を持ちえたのだと、僕は考えている。ぼくがそう思うのにはわけがある。それは少女まん

がの今日をきりひらいてきた、作家たちの多くが、僕とほぼ同世代であることによる。彼女

たちもまた、六〇年代末の一時期に、ぼくらにマンガの可能性を垣間見させてくれた青年ま

んがの影響を、まったく受けていないとは、考えられないからである。（村上 1979：40-

41）

 「闘争」のなかで勝ち取られた表現の場とその自由。村上は萩尾望都、竹宮恵子、大島弓子ら

「24年組」の少女マンガ家たちをして、このような「闘争」と「表現」を可能にせしめた要因を

その「世代」に求め、「彼女たちだけが、ぼくらのそのようなマンガへの思いから、どうして無

縁でいられるだろう」（村上 1979：42）と、60年代の熱い季節をともにすごした同志として

彼女らをみなしている。そして、「かつての青年まんがの遺志をつぐかのように、時代と生き方

とまんがの可能性に向かって描きつづけている作家」（村上 1979：44）として彼女らを「発

見」した村上は、彼女らを「パターン化とマンネリ化の温床」（村上 1979：40）としての少女

マンガの系譜から切断するとともに、「ぼくら」の共同体の内部へと編入するのである。ここに

おいて、少女マンガは、70年代の「青年まんが」以上に「青年まんが」らしいマンガとして、す
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なわち、「青年まんがとしての少女まんが」として、「ぼくらのまんが」の系譜のうえに再定位

されることとなったのである。

村上の「青年まんが」への個人的な思い入れや感性を前提としたこうした少女マンガの「発

見」は、宮本が指摘する通り、確かにそこに語るべき対象の一方的な選別と排除の機構が働いて

いる点で、そして、それが無批判のまま踏襲されている点で批判に値するといえよう。しかしな

がら、それを男性による少女マンガへの「暴力」であると一方的に裁断することには慎重な姿勢

を見せなければならない。なぜなら、村上らの言説がその後の少女マンガ史観、あるいは少女マ

ンガを語る枠組を提供するものであったとしても、それは「いま」の価値観やパースペクティブ

に照らし合わせて初めて明らかになるものだからである。もし、村上の言葉をそれが発せられた

同時代の状況のなかに据え置くならば、また違った相貌のもとに彼の言表をとらえなおすことも

可能であろう。

ここでまず注意しなければならないのは、宮本が少女マンガの「発見」者の一人とみなす村上

が、自らの語りの方法論やその恣意性に対して決して無自覚ではなかった点である。

はじめに断っておかなくてはいけないのだが、少女文化としての少女まんがについては、

ぼくは発言する資格を持たない。文化全体の少女文化化という視点からすれば、それもまた

避けては通れない問題ではあるけれど、とりあえず少女まんがを少女たちの手からとりあげ

て、ぼく自身にとっての出会いとかかわりを語るしか、ぼくはいま方法を持っていない。

（村上 1979：38）

ぼくの少女まんがの読み方は、あまりに自己の関心にのみよりかかって、少女まんがの実

相からは遠いのかもしれない。これらのまんがは少女まんがの全体のなかのごく一部であろ

う。（中略）それ（少女マンガ――引用者註）がまんがであるという一点で、それらはすべ

て、ぼくらのものだとぼくは思っている。そしていつかはこの潮流が、少女の枠をはみだ

して、青年まんがや少年まんがへも流れこみ、ふたたびぼくらの「同時代をともに生きるま

んが」の大きなうねりをつくりだすことを、ひそかに願っているとだけ、いまは言っておこ

う。（村上 1979：48）

このふたつの引用文において村上は、「少女まんがの全体のなかのごく一部」を切り取ったも

のにすぎないことを自ら明かすとともに、取り上げる作品や作家の基準が自らの体験や関心に根

ざした個人的なものであることに繰り返し述べている。自らの体験に根ざしたマンガ語り。もち

ろん、それは村上や米沢ら、この当時マンガについて発言を開始した「＜わたし＞語り」世代に

共通のマンガを記述する方法論ではある。しかし、その方法論の記述がここでは「暴力」という

よりもむしろ、「弁解」として響くのはなぜであろうか。

注目したいのは、村上が「＜わたし＞語り」を展開する前提として「少女まんがを少女たちの

手からとりあげ」る必要があると述べている点である。そうすることでしか「＜わたし＞語り」
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を立ち上げることができないとする、ここでの村上の方法論的認識は、彼自身の少女マンガへの

スタンスをはからずも代弁している。

先述したように、本来、「まんが―内―存在」を自認する村上にとって、マンガとそれを享受

する「ぼく（ら）」の間に成立するコミュニケーションは、自明のものであり、そこに一切の理

由づけや分析は必要とされていなかった。マンガを自らの感性をもって享受し、その感性を通じ

てマンガを語ること、それ以外に何が必要であるのか、というが村上の語りを支えるロジックで

あった。しかし、少女マンガをその語りの対象として見出したとき、村上の論述はいささかその

切っ先を鈍くしてしまっている。というのも、少女マンガを対象に「＜わたし＞語り」を成立さ

せるために、村上は「少女まんがを少女の手からとりあげ」るという、ひとつ余分な手続きを踏

まなければならないからである。

この方法論的認識が意味するのは、村上が少女マンガを「収奪」したという「＜わたし＞語

り」の「暴力」性よりも、むしろ、少女こそが少女マンガを享受する正当な読み手であり、受容

者であるとする、村上の少女マンガ理解である。村上の言葉を援用すれば、少女こそが「少女ま

んが―内―存在」なのであり、少女でない村上自身はその＜外部＞に措定されざるをえないとい

う認識が、村上の少女マンガ論の前提には暗黙のうちに横たわっているのである。その証左とし

て、村上は先行する少女マンガ論に、「少女まんがはストーリーの面白さでなく、表現の様式を

「読む」べきもの、感性的に、感覚的に理解するものだとして、少年まんがからそれを峻別しよ

うとする立場」や、「男にはわからないという通説」があることを紹介し、少女マンガの読解に

は＜少女＞的感性が必要であるとする考えが根強いことを指摘している（村上 1979：53）。

こうした文脈を踏まえて改めて、「青年まんがとしての少女まんが」という彼の言葉を考察す

るならば、それが語りの暴力というよりも、一種の弁解であり、苦肉の策であったことが理解で

きるであろう。

感性を要件とし経験に根ざした語りを重視する村上にとって、少女としての感性も体験も持ち

合わせず、少女マンガ全体の輪郭を描くこともできない自身は、「まんが―内―存在」とはなり

えても、「少女まんが―内―存在」とはなりえない。そのジレンマこそが、「ぼく（ら）」のリ

アリティを読み込むことができる少女マンガを青年マンガの一部に組み込み、「青年まんがとし

ての少女まんが」というレトリックを成立させる要因だったのである。

 「ぼくの少女まんがの読み方は」、「少女まんがの実相からは遠いのかもしれない」と述べる

村上は、そうした少女ならざる自らの「読み方」の恣意性に自覚的であるとともに、その恣意性

を最終的にはマンガ読者としてのアイデンディティによって自己肯定しようとする。少女マンガ

は少女のためのものであり、少女的な感性が必要とされているかもしれないが、それがマンガで

あるならば、さらに、それが「青年まんが」としても読みえるものならば、自らの感性や関心を

頼りにして「ぼく」も少女マンガを語りうるはずだ、こうした村上の論理展開は、「暴力」的と

いうより、きわめて「 交
ネゴシエイション

渉 」的なものである。そして、それはマンガ内での少女マンガの特異

なポジションと、それを介した少女たちの「読者―作者共同体」が言説の前提となっていること

を、逆照射的に明らかにしているともいえる。
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こうした少女マンガをめぐる認識は、村上ひとりにとどまるものではない。同様の論理展開

は、同時期に『戦後少女マンガ史』を上梓している米沢嘉博にも見ることができる。編年体を採

用しながら戦後の少女マンガの流れを網羅的に記述した米沢は、その「あとがき」において次の

ように語っている。

僕は少女マンガの読者というわけではなくって、マンガの読者であるということは、まだ

言っておかなければならない。（中略）で、まあ、ただのまんが読者でただの男であるぼく

といったいいわけがましい立場説明は、「少女マンガは女の子にしかわからない！」あるい

は「少女マンガは少女のものだ！！」といった発言に対するいくらかの防壁とはなるだろ

う。少女の感性で少女マンガを読んできたわけではないという弱みに対して、マンガとして

の少女マンガという立場をとることで、なんとかバランスをとろうというぼくのセコさが、

この『戦後少女マンガ史』をこういった形にしたともいえるのだ。（米沢 1980：220-

221）

この引用文でもまた、米沢によって、少女の感性をもって少女マンガを読むことが「正当」な

少女マンガの読みであるという通念が前提化されていることがわかる。米沢はそれに対して、

「少女マンガ」もまた「マンガ」であることを根拠に、少女マンガ史を叙述するという方法論を

採用している。村上が少女と少女マンガを分断したうえで、「わたし＜語り＞」を展開したのと

同様、米沢も「男性」であり、「マンガの読者」であることにアイデンティティの根拠を置き、

少女マンガを「マンガ」という上位概念に包摂するという手続きを踏まなければ、自らの記述

を展開しえないのである。「防壁」、「セコさ」という言葉が示唆する、こうした迂回的な戦略

は、少女マンガは少女によってこそ読まれるものであるという通念と、男性としての彼らのジェ

ンダー・アイデンティティに起因するものであり、端的にいえば、「彼ら」は少女マンガの「外

部」へと自らを措定した上でしかその語りを展開しえなかったのである。

以上の検討から明らかなように、宮本が少女マンガ言説の＜起源＞として見出した「＜わたし

＞語り」は、同時代のコンテクストのなか据え置くならば、決して言説の真空状態から誕生した

＜起源＞的言説といえるものではない。むしろ、それらは、少女マンガをめぐる言説が衝突・交

差する抗争の場から、その領有やヘゲモニーをめぐって立ち現れた、すぐれて「交渉」的なもの

だったといえる。そして、こうした彼らの少女マンガを語るスタンスには、前節で検討した石子

との、マンガ一般とはまた様相を異にする、「屈曲した連続性」を認めることができる。

少女マンガ論における両者の「連続性」、それは男性としてのジェンダー・アイデンティティ

に起因する、その語りのスタンスに求められる。「中年のおじさん」という自己規定に沿って、

「少女」表象をその社会的・文化的コンテクストから解明しようとする石子。少女ではないマン

ガ読者という立ち位置を確保したしたうえで、＜マンガ＞として少女マンガを論じようとする村

上や米沢。

両者は「少女」とはなりえない男性としての自己アイデンティティを語りの前提に組み込んでい
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る点で共通している。両者はともに、少女マンガを媒介として少女（女性）による「読者―作者

共同体」が編成されていることに着目するとともに、そのコミュニケーションに参与しえない

「他者」＝男性として論述を展開する／せざるをえないとする、その方法論的認識において通底

しているのである。もちろん、「少女」表象を社会学的関心から分析する石子と、ひとりのマン

ガ読者であることに論拠を置く村上や米沢との間には、差異（屈折）を認めることができる。し

かし、それ以上に両者の論から浮き彫りとなるのは、少女マンガは本来的に少女の感性をもって

読み解かれる、少女による少女のためのメディアであるというそのメディア認識なのである。

その後の少女マンガ批評史を追えば、少女マンガを語る言葉を「領有」していたのは、その後

も多くが男性評論家である。90年代以降には、「表現論」の興隆とあいまって、少女マンガの表

現構造や形式を「客観的」に解明・意義付けていく少女マンガ論が浮上してくる。その代表的な

例としては、大塚英志と夏目房乃介の少女マンガ論を挙げることができよう（大塚 1994、夏

目 1995、1997）。ここではその詳細な分析は避けるが、両者が少女マンガの分析を通して導

き出すのは、「内面」描写を可能とした、マンガとしての表現形式である。マンガの表現形式に

着目しながら、両者は少女マンガの要件として、「内面」描写の技法とその制度化に分析の照準

を合わせている。それは逆をいえば、両者が少女マンガは少女の「内面」を表現するメディアで

あるという認識を前提として共有していることを意味する。少女の「内面」を表現し、少女の感

性によってそれが読み解かれる少女マンガ。先述した少女マンガに関する一般的通念は、ここで

も両者の論述を支える基底をなしているのである。つまり、大塚や夏目においても、少女マンガ

の「内面」描写を読み解くために少女的「感性」が要請されることは、自明化されているのであ

る。

Ⅳ 「わたしたち」の少女マンガ――「少女」共同体の創出

マンガを読む＜私＞を括弧に入れることでその「客観的」スタンスを確保した「表現論」がマ

ンガ論の新たなパラダイムを切り開いた一方、90年代には「＜わたし＞語り」を継承するような

新たな少女マンガ論の潮流が形成されていく。それは、エッセイ的な文体をもって記された女性

たちによる少女マンガ論である。彼女らの論述の共通項を挙げるとするならば、次の3点を指摘す

ることができるであろう。すなわち、①少女がいかにして少女マンガを読んでいるのかという受

容論・読者論的特徴、②少女マンガがいかに少女にとって振る舞いや思考を枠づけているかとい

う機能論的特徴、そして、③少女マンガを介して「少女」による共同体が編成されていることに

注意をうながすレトリック上の特徴。以上の3点を確認することができる。

まずは、1点目から確認していこう。エッセイ形式を採用する彼女らの特徴はまず、少女（女

性）としての視点を前景化しながら記述を行っている点にある。それはいわば、男性評論家が

その存在を認識しながらも、自らは論拠に置くことのできなかった「少女的感性」を記述の前提

に据えたものであった。その一例として、ここではまず荷宮和子の『少女マンガの愛のゆくえ』

を検討の俎上に上げてみたい。荷宮はその著書『少女マンガの愛のゆくえ』において従来の（男
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性）評論家が少女マンガをその「文学性」において称揚していたのに対して、一般少女にとって

少女マンガの魅力は他にあったのではないかと疑問を投げかけ、「「マニア」「オタク」と呼ば

れる層以外に少女漫画が与えた影響について、正面から考え」（荷宮 1994：12）ることを議

論の中心に据えている。こうして、男性評論家の読解と一般的な少女のそれとを対照化する荷宮

は、一般的、正当的とされる（男性）評論家による読解を紹介したうえで、少女的な読みの内実

を紹介することで、それに異議を申し立てるというロジックを繰り返し用いている。そのなか

で、たとえば、男性に「低俗」で「典型的」に写った『ベルサイユのばら』の新派悲劇的側面が

少女にははじめて体験する新鮮なプロットであったことが、あるいは、男性にフェミニズム的解

釈をされがちだったフロル（萩尾望都『11人いる』に登場するキャラクター）の男になりたいと

いう欲望が単に「男の子の方がかっこいいもん！」という素朴な感覚に基づくものであったこと

が、明らかとされていくのである。

記述にそって具体的に検討すれば、たとえば、少年愛というモチーフを宿した竹宮恵子の『風

と木の詩』について、荷宮はその人気の理由を次のように説明している。

どうして『風と木の詩』がこんなにも少女に受けたのか、さまざまな分析がなされたが、

なぜか一つの重要な側面は語られることがなかった。今まで人目につくところで漫画評論を

行ってきた人間の大部分は「男」であったため、おそらくその点についてはまったく気づ

かなかった、というのが真相ではないかと思われる。（中略）男女の恋愛の話は、どんなに

美しくたって妊娠する心配がある。そう、妊娠とは少女にとって心配なのだ。いや、今の日

本で普通に生きている女ならば、限定された条件が整った場合以外、妊娠とは心配
4 4

ごとであ

る。（中略）男同士なら絶対安心。自分とは体が違う別の生物のお話なのだから、何が起こ

ろうと平気。泣こうが、わめこうが高みの見物。この感覚こそが、『風と木の詩』が女の子

に熱狂的に支持された要因である。（荷宮 1994：75-76）

ここで荷宮は『風と木の詩』が少女に人気を博した理由として、少年同士であるならば妊娠の

心配がなく、少女が性行為を享楽の対象として安心して享受できる点を指摘し、従来の少女マン

ガ論においてこのような視角が存在しなかった要因を評論家のジェンダーに求めている。ここで

は正当化され、一般化される「大人の男」による対して、徹底して少女の視点から少女マンガに

ついての語りが組立てられており、「少女」である（あった）ことに立脚した対抗言説として荷

宮は自説を展開している。

美術史研究家の高橋瑞木は、90年以降興隆をみせる女性によるエッセイスタイルの少女マンガ

論を「体験／経験談的少女マンガ論」と呼び、その多くが個人的な体験に裏打ちされ、「自分と

少女マンガの私的関係」に立脚していることを指摘している（高橋 2001：149）。さらに高橋

は、ラディカル・フェミニズムの「個人的なことは政治的なことである」というスローガンを引

き合いに出しながら、これらの個人的な体験を根底に据えた「体験／経験談的少女マンガ論」が

少女マンガに親しみのある読者には効果があるものの、少女マンガに親しみのない人々、あるい
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は、ラディカル・フェミニズムの方法論を認識していない人間に対してどれだけ有効性があるの

かと、検討に値する疑問を呈している（高橋 2001：151）。

しかし、ここで注記しておきたいのは、高橋が「体験／経験談的少女マンガ論」と呼ぶ、これ

らのエッセイ的な文体をもった少女マンガ論が決して＜私＞というひとりの読者の体験に固執す

るものでも、完結するものでもないということである。もちろん、それは個人的な体験や思い出

がそこに書き込まれていないことを意味するものではないが、彼女らの論述の特徴は、むしろ自

らの感覚や読みのコードを「少女」のそれとして一般化する点にこそあるといえる。

上記の引用にしても、われわれが目を向けなければならないのは、その記述内容ではなく、む

しろその記述スタイルである。荷宮はここで個人としての「私」に基づいて記述を進めるのでは

なく、「少女」の心情や感覚を代表／表象する形で議論を組立てている。この記述上の特徴は、

この個所のみに、あるいは荷宮のみに当てはまるものではない。それは、女性による少女マンガ

論にひろくみられる記述傾向であるといえる。いわば、彼女らは同じような感覚をもち、同様の

関心や感想を抱く、少女（女性）による「解釈共同体」の存在を論述の前提に想定しており、自

らの感覚や読みのコードが紛れもなく少女のそれであることを自明化しているのである。

このように、1点目が少女マンガの読解に関わるものであったとすれば、2点目はこのような受

容を通して、少女マンガがいかに少女に影響を与えてきたかという、少女マンガの果たした機能

に関するものである。

たとえば、横森理香『恋愛は少女マンガで教わった』から、それに該当する個所を検討してみ

よう。タイトルからも推し測ることができるように、横森にとって少女マンガは単なる娯楽の域

を越え、自らの恋愛観・結婚観を教示し規定する指針として存在している。理想とする男性像、

様々な状況で自らがとるべき振る舞いや言動、そして相手のそれへの解釈、これらすべてが少女

マンガの影響下にあったことを発見した横森は、驚きととまどいを交えながら次のように述べて

いる。

しかしまっこと、刷込みってーのは恐ろしい。少女マンガの数々を読み直してみて、自分

の半生を振り返り、周囲を見渡してみると、少女マンガからすべてを教わってしまった私た

ちは、実にそのとおりにしか、生きられなくなってしまっているのである！

思えば、かつて私がやってきた、恋愛とセックスと結婚にまつわるすべてのことは、少女

マンガに描かれてるA to Zを踏襲している。実際の恋愛で感じた、「こんなはずじゃなかっ

た」的なことはほとんど、少女マンガを読み、培ってきた「こうなるはず」的幻想に基づい

ている。現実はマンガみたいなワケにゃいかなくてトーゼンなのに、それが分からない。分

からないから、許せないのだ。（横森 1999：4-5）

ここでは、思考や言動や行動を枠どる準拠枠として少女マンガが機能していることが、そし

て、その枠組から逃れることのできない自身のありようが、「すべてを教わってしまった」、

「そのとおりにしか、生きられなくなってしまった」などかなり強い語調を秘めながら――しか
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し、いささか諧謔的な響きをもって――語られている。そして、この横森の少女マンガに対する

認識は、女性による少女マンガ論にその主題の強弱こそあれ、散見されるものである。たとえ

ば、ここに見て取ることのできる、一方で少女マンガ的世界を「幻想」として位置づけ、他方、

実際に自分の身に起こった出来事を「現実」とみなし、少女マンガを内面化した（してしまっ

た）自分は、そうした「幻想」と「現実」の齟齬に苦しまざるをえなかったとするロジックは、

藤本由香里の『私の居場所はどこにあるの？』にも色濃くみられる。

実際にそれまでに刷り込まれた幻
イリュージョン

想（少女マンガに影響を受けた理想的な恋愛観――引用

者註）と訣別し、自分を救えるのは結局自分しかない、というところに立てるようになるま

でには、さらにその後十年、ほぼ二十代の終わりまでを要した。なんだかんだの実際の恋愛

の修羅場をかいくぐってからのことである。それまで私がもっていた様々な幻想は次々と打

ち砕かれ、現実にあわせて修正を余儀なくされていった。そして、その幻想がどこからきて

いたのか、つまり、現実の恋愛の様々な局面に対して私がとる態度、考え方、それを決定す

るもとになる原イメージはどこにあったのかを探ると、そのほとんどがやはり、昔読んだ少

女マンガが原型になっていたのである。（藤本 1998：13）

社会学者の宮台真司は、少女たちが自身の置かれた状況を理解するための参照枠として少女マ

ンガが機能している点に着目し、その機能を＜関係性のモデル＞と呼んでいる（宮台・石原・大

塚 2007：76）。宮台によれば、少女たちは、様々な場面でいかに自分が行動するか、あるい

は、相手の言動や振る舞いをどう理解するか悩むとき、それに類するモデルを少女マンガに探し

求め、その枠組みを通して出来事を理解し、自らの行動を決定していく。そして、少女マンガを

モデルとすることで、少女たちは「複雑な人間関係の中で期待はずれについての「免疫力」」

（宮台・石原・大塚 2007：77）を身に付けていったという。少女たちはいわば「少女マンガを

もう一つの現実（虚構）として読む「虚構の現実化」というよりも、現実を少女マンガをモデル

として読むという、ある種転倒した「現実の虚構化」」（宮台・石原・大塚 2007：90）を行う

ことにより、様々な状況における振る舞い方を習得していった。この点において少女マンガは少

女にとって一種のマニュアルであり、教科書であり、＜関係性のモデル＞として機能したのであ

る。こう述べる宮台は、こうした＜関係性のモデル＞としての少女マンガの起源を、陸奥A子や田

渕由美子らによる「乙女ちっく」マンガに求めている。

この宮台の指摘は上記の引用を読み解くうえで有効な参照点となるだろう。自らの少女マンガ

体験のみならず、実生活での経験をふんだんに取り入れた彼女らの語りは、まさしく少女マンガ

が＜関係性のモデル＞としていかに機能してきたかを証立てる有効な証言であるといえる。しか

し、宮台による社会学的な「観察」と女性たちによる「証言」との間には、一定の齟齬もまた見

出すことができる。

まず、宮台はこうした＜関係性のモデル＞として少女マンガが機能し始めた端緒を乙女ちっく

マンガに求めているが、女性たちが影響を受け、自らの恋愛観や人生観を規定しているとするマ
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ンガには、萩尾望都や一条ゆかりなど、宮台が乙女ちっくマンガと峻別する作家たちも多数見出

すことができる。

また、それ以上に重要であるのは、これらの少女マンガ論の多くが、宮台が＜関係性のモデル

＞と名づけ、「現実の虚構化」と呼ぶ一方向的な関係性だけに注意を払っているわけではない点

である。むしろ、彼女らの多くは、そうした少女マンガがまた同時に少女（女性）の価値観や

「内面」を投影したメディアであるという認識を共有している点において特筆に価する。一例と

して、たとえば、藤本由香里は先述の『私の居場所はどこにあるの？』において次のように述べ

ている。

少女マンガは、もっともその時代の女性の価値観を敏感に映しだしてきた分野である。そ

の中には恋愛の、ほとんどすべてのパターンがあるといっても過言ではない。そうした意味

で、女性向コミックにあらわれた恋愛に関するメッセージの内容と、その時代による変化を

探ることは、一般の女性が浸ってきた幻想の体系を探ることになるはずだ。（藤本 1998：

14）

女性の価値観を反映する少女マンガ。こうした少女マンガ観は、先述の男性による少女マンガ

論と通底していることを意味すると同時に、ここではひとつの論理上の矛盾を作り出している。

振り返れば、先述の引用部において藤本は、少女マンガが少女の行動や思考を強固に規定する準

拠枠として機能していたことを自らの体験を交えながら記述していた。それに対して、ここでは

逆にそうした少女マンガが女性の価値観を反映するメディアであるという立場を藤本は採用して

いる。こうした相反する立場から記述を進めることで、藤本の論では、少女マンガが女性の価値

観に影響を与えたのが先であるのか、それとも、女性の価値観が少女マンガに投影されているの

が先であるのか、両者の因果的関係があいまい化されている。換言すれば、メディアが内面を構

成するというメディア論的視座とメディアは現実を反映するという反映論的視座が組み合わされ

ることで、藤本の論は少女と少女マンガをめぐってひとつの循環論法を成立させてしまっている

のである。

しかし、重要なのは、こうした論理矛盾をあげつらうことにあるのではむろんない。むしろ、

本論が注目するのは、どちらが先でどちらが後と特定できないほどきわめて強い一体性のもとに

少女マンガが感受されている点である。いわば、藤本の論では、少女マンガが少女に影響を与え

ると同時
4 4

に少女マンガが少女の内面を反映するような、合わせ鏡のような鏡像関係が前提化され

ているのである。

そして、この点を踏まえることで本論文は3点目の特徴へと記述を進めることができる。なぜな

ら、3点目にあげたレトリック上の特徴とは、いわば、2点目の機能論的特徴をレトリックの面で

補強する際に立ち現れるものであるからである。それは、端的にいえば、「実在の少女」と「表

象の少女」の間に本質的な区別を設けないその叙述形式にある。引き続き藤本の『私の居場所は

どこにあるの？』を例にとって検討を進めよう。
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この連載の三年間で、朱は本当に見違えるほどの成長をとげる。（中略）その言葉はスト

レートにこちらの心に沁み通る。（中略）「――うるさい。あれは…あれは…少女だったん

だぞ」、その言葉はストレートにこちらの心に沁み通る。しかし、その「成長」は、「強

さ」は、そして「愛」は、そのまま「幸福」にはつながらないのだ。ここで私は深いため息

をつく。私たちは「恋愛」が「結婚」への道のりであり、そして「幸福な家庭」をもたらす

ものだと信じていられたあの頃から、どんなに遠くきてしまったことだろう。一途な愛は必

ず勝利する、と信じていられたあの頃から、どんなに遠くへきてしまったことだろう。（藤

本 1998：42）

上記の引用は、藤本が石塚夢見『ピアニシモでささやいて』のラストシーンについて感想を述

べている個所である。主人公の朱が音楽業界のなかで様々な試練をくぐり抜け、彼女が思いを寄

せる渡会一意との関係を深めていきながらも、その愛がついに成就されなかった経過をたどりつ

つ、「私」は朱の成長をまるで実在する少女の成長のように深く、強く感受している。さらに、

「私」はその成長を朱だけにとどめず、「私たち」の時代的な変遷――成長へとすぐさま重ねあ

わせている。いわば、ここにおいて、「表象の少女」＝朱と、「実在の少女（女性）」＝「私た

ち」は等価のものとして取り扱われており、より有体にいえば、朱は「実在の少女」であるかの

ように語られているのである。

そして、こうしたレトリックを採用することにより、藤本の論では、そして、多くの女性によ

る少女マンガ論では、個人的な体験を語る「私」と、「私」をその成員とする「私たち」＝「少

女（女性）」たち、そして少女マンガが、無媒介に接続され、互いに照応しあうひとつの大きな

共同性が形成され、自明化されているのである。

以上の流れをもう一度整理すれば、まず、一点目の読者論的記述においては、少女（女性）と

しての感性をもちあわせ、同様の関心や感想を抱く「解釈共同体」の存在が前提とされていた。

2点目の機能論的記述においては、そうした「解釈共同体」としての「少女」と少女マンガの間

に、互いに互いを映し出す、合わせ鏡のような一体性が想定されていた。3点目のレトリック上の

特徴は、その合わせ鏡のような関係性を記述の面で補強するものであり、「実在の少女」と「表

象の少女」を等価の存在のように扱うことで、少女マンガのキャラクターたちをも「私たち」の

成員へと編入するものであった。このように、女性によるエッセイ形式の少女マンガ論におい

て、「少女」、あるいは「私たち」という言葉は、「作者―テクスト―読者」のすべてを包含す

る概念として用いられており、彼女らの論の前提には、少女マンガを介したというよりも、少女

マンガを核とした「少女（女性）」たちの共同体が想定されているのである。

Ⅴ おわりに

本論文は、70年代中盤以降さかんとなる少女マンガ論がいかなる立場・価値・ジェンダーのう
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えに展開されていったのか、その言説空間の編成過程と布置を通史的に検討することを目的とす

るものであった。こうした作業を遂行することで、本論が明らかにしたのは、少女マンガ論をめ

ぐって生じた言説空間のねじれであるということができる。最後にこの点について照準を合わせ

て、本論の整理を行いたい。

第2節、第3節で検討したように、あるいは先行論が指摘するように、70年代以降少女マンガ

論は、主に男性評論家の手によって牽引されてきた。それは少女マンガ論の担い手として女性が

存在しなかったことを意味するものではないものの、発表メディアや発言の影響力を鑑みれば、

＜言説＞としてよりひろく流布していったのは、多くが男性評論家の手によるものであった。と

りわけ、夏目房之介や大塚英志らによる分析は、その「客観的」で「科学的」な体裁とあいまっ

て、多くの少女マンガ論の参照点として現行の少女マンガ論に多大な影響を及ぼしている。

こうしてヘゲモニーを確立していく男性評論家による少女マンガ論は、その語りの主題や分析

方法の点では各々相違を見せるものの、その論を構成する前提において共通した通念をそこに見

出すことができた。すなわち、「少女マンガとは少女の感性をもって読み解かれる少女のための

メディアである」という一般的通念を前提に組み込んでいる点において、彼らは共通の認識の地

平に立っていたのである。彼らは、解釈を共有する少女（女性）による「読者―作者共同体」の

存在を認め、そこに編入されえない自らを外部に措定しながら論述を開始する点において共通し

たスタンスを有しているといえる。いわば、彼らはみな、少女らのコミュニケーションによって

交換される支配的な読みを想定し、それに対するオルタナティブな読みとして自説を提示してい

たのである。

このような整理を行えば、本論の指摘する「ねじれ」が何を意味するかは明らかであろう。す

なわち、少女マンガをめぐる言説空間が抱えるねじれとは、オルタナティブな読みとして提示さ

れた男性評論家による言説が、状況としては支配的な言説としての地位を確立していくという、

言説内容と状況とのずれなのである。

そして、この点を踏まえれば、90年代以降、それまで以上の量と厚みをもってオーバーグラン

ドな領域に浮上してきた、エッセイ形式でつづられる女性による少女マンガ論の意義もまた明確

化されるであろう。90年代以降とりわけさかんとなる、エッセイ形式でつづられる女性による少

女マンガ論とは、このねじれた言説布置に対して異議を申し立てる、女性による言説の奪還行為

であったといえる。男性たちが「少女」の「感性」によって読み解かれる正当な、支配的な読み

を想定し、それに対してオルタナティブな読みとして自らの少女マンガ論を展開していったのに

対し、女性たちは――男性たちが想定しながらも、その内実を代弁／表象しえなかった――「少

女」の読みの実態を前景化するものであった。さらに、少女（女性）であることを語りの根底に

据え、少女（女性）としての「感性」や「経験」を通して語るその記述の前提には、「読者―作

者共同体」というよりも「読者―テクスト―作者共同体」とでも呼びうるような、少女（女性）

たちの共同性を醸成する場として少女マンガが措定されており、「女性性」を表現し、享受し、

共有し、規範化するメディアとして少女マンガは少女（女性）と不即不離な関係にあるものとさ

れていた。「少女マンガが映す心のかたち」という藤本の著作のサブタイトルがいみじくも表し
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ているように、少女マンガとは、彼女らにとって「私たち」の「内面」が投影され、それを「私

たち」の感性をもって読み解く、彼女らの自画像なのである。

以上のように、少女マンガをめぐる言説空間では、男女間のジェンダーポリティクスの軋轢を

孕み、ときに衝突し、ときにねじれを生み、ときに補完しあいながらも、「少女のために少女の

内面が描かれる少女マンガ」という言説が強化されてきた。このいささか表現主義的な少女マ

ンガ定義が今後も少女マンガ論の基底をなしていくのか、それとも、そこからの脱却が図られて

いくのか、それは少女マンガについて言葉を紡ぎだしていくわれわれの手にかかっているであろ

う。
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