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Summary

In this paper, I try to explore the culturally specific roboethical issues 

concerning the military adaptation of the advanced robot technology in America.  In 

the country where a right to bear arms is constitutionally protected, it is possible to 

see the military usage of the robot technology as just its extension.  Furthermore, 

violence is a matter of everyday fact for most Americans, therefore, probably there 

is no roboethical concerns regarding the military usage of the robot technology for 

them. 

Among the variety of the robot technology adopted as the military technology, 

some are regarded as the positively valued robot technology to protect the lives 

of the soldiers in the battlefields, therefore not seen as any negatively valued 

technology.    

Yet, among the Unmanned Vehicles Systems, the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

such as the Predator incurs the heated roboethical debate since the soldier/pilot 

feels like using a video game when controlling it thousands miles away from the 

battleground to kill the enemy. 

Examination of the bodily images between a soldier fighting in the battle 

ground and another sitting on the chair in front of the screen shows the dramatic 

change in the meanings attached to the soldier’s body.  If the former represents the 

traditional image of the strong fighter, the latter represents a new kind of a soldier.  

For the latter, it does not require any strong muscular body for a soldier to learn to 

control UAV, and even to kill enemies thousands miles away.  

Yet, a question arises concerning who a soldier controlling the Predator is; 

could he become a hero by killing many enemies from thousands miles away?  It is 

no longer a place for a soldier to prove him/herself as a hero.   

アメリカにおけるロボット技術の
軍事利用に関するロボエシックス的一考察

The Military Usages of the Robot Technology 
and Their Roboethical Issues in America

木村 武史
KIMURA Takeshi
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Ⅰ．初めに

現在、世界各国で次世代ロボット技術の開発が進展している。次世代ロボット技術とは、今ま

でのロボットが主として工場内において製品組み立てなどで稼働するように作られてきたのに対

して、社会的場面において人間と空間を共有して作業を行ったり、人間を支援するためにデザイ

ンされているロボットのことを指す。このように工場という区分された空間から人間のいる空間

へとロボット技術が浸透してくるのを前にして、ＥＵを初めとして世界各国では、ロボットと人

間の関係に関わる議論が活発になされている。特に、ロボット技術応用の倫理的課題について取

り上げられ、2003年以降、ロボエシックスという分野が生まれてきている1。

日本では、ロボットの平和利用という観点が研究者の間で強く共有されているので、福祉用ロ

ボットやレスキューロボット、海底探査用ロボットなどがある。いうまでもなく、癒しロボッ

ト「パロ」や人支援ロボット「ＨＡＬ」などもよく知られている。アメリカにおいても多様な

ロボットが開発されており、宇宙開発などでの取り組みを初め、既に実用化された手術ロボット

「ダビンチ」などもある。2ロボット技術（以下、ＲＴ）が人のために上手く開発され、利用され

ていると言ってもよいであろう。

ところが、同じ「人のため」という理由でＲＴが軍事利用されようとしている。現在、アメリ

カ軍やイスラエル軍がロボット技術を戦場で利用していることはよく知られるようになってきて

1  拙論において、ロボエシックスの概要について若干触れた。この論文は、日本学術振興会「人文社会科学振興
プロジェクト研究事業」において、生命と機械の融合が進行する現代社会における生命観を取り上げた実験的
プロジェクトから示唆を受けて考えた論考である。木村武史、「ロボットの神話学とロボエシックスの萌芽」、
松村・山中編『現代と神話』、リトン、329-350 頁、2007 年。

2  2010 年 9 月 23 日、名古屋大学付属病院は、内視鏡手術ロボット「ダビンチ」を使用した手術を受けた患者が
死亡したと発表した。医療過誤に当たるかどうかは不明として、「ロボット」を使った手術での失敗が公表する
に値するということは、「ロボット」を利用した手術そのものに社会的価値があるからだといえる。「ロボット
手術後、死亡…名大病院 がん切除中、膵臓損傷 名古屋大学医学部付属病院（名古屋市昭和区）は、内視鏡
手術ロボット「ダビンチ」を使い、遠隔操作で胃がんを切除した 70 歳代の男性患者が 5 日後に死亡した、と
22 日発表した。同病院は「ロボットに不具合はなかった」とする一方、「患者の死亡と手術との因果関係は不
明」とし、厚生労働省のモデル事業で診療関連死の原因究明を行う第三者機関に調査を申請した。松尾清一院
長らによると、男性は今月上旬、胃前庭部の早期がん切除手術を受けた。手術中に膵臓を損傷し、縫合したが、
翌日に腸管壊死が発生。さらに筋膜炎も併発し、5 日後に多臓器不全で死亡したという。ダビンチは米国製。3
～ 4 本のアーム（腕）の先端に内視鏡や電気メス、鉗子を取り付け、医師は数メートル離れた操縦席で、手術
部位の立体映像を見ながら操作する。メスなどを操る際の手ぶれを補正する機能などもあるため精度の高い手
術が可能とされる。欧米や韓国では計 1 万台以上が稼働しているが、国内では保険診療の適用外のため、今年
3 月現在で計 13 台にとどまっている。同病院も 3 月に導入したばかりで、胃の手術としては今回が 4 例目。
導入初期のため、数百万円とみられる手術費用は無料としていた。胃の手術への活用は当面中止し、外部有識
者を招いた院内調査委員会でも検証するという。松尾院長は『ご遺族に哀悼の意とおわびを申し上げる。ロボッ
トによる先進医療は国内でも広がっていくべきで、だからこそ事実を公表し、検証する必要があると考えた』
と述べた。」（2010 年 9 月 23 日 読売新聞）
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いる。また、実際に実現化されるのかどうかは別にして、韓国のようにロボット軍隊の創設に言

及する国まで表れている。これらのＲＴの軍事利用は、日本のロボット研究者のＲＴの軍事利用

に対する嫌悪感、拒否感とは対照的である。それは一つに日本のロボット研究者が持つ文化的理

由によると思われる。ロボットは平和利用・福祉利用のために用いるべき技術である、というロ

ボット工学者の良心と言ってもよいであろう。ただし、現在、日本においても自衛隊などでＲＴ

を利用した軍事兵器の導入を検討しているといわれており、3企画・設計・開発の観点からのみな

らず、社会的応用の観点からも広く検討しなくてはならない事態が生まれつつある。

では、積極的にＲＴを軍事利用しようとしているアメリカはなぜＲＴ導入を推進しているので

あろうか。技術が単に成熟したから、というだけでは十分な説明にはならないのではないだろう

か。日本のＲＴが平和利用を志向しているのは社会文化的背景があるからだといえるならば、ア

メリカがＲＴを軍事的に積極的に利用する背後には何らかの文化的理由があるのではないだろう

か。アメリカ合衆国国防総省は2007年に「Unmanned System Roadmap 2007-2032」を発表し、

2032年までに陸海空軍全てにＲＴを利用した軍事兵器を装備することを目指している。このよう

に大規模にＲＴを軍事利用とするのには単に技術革新が可能であるというだけではなく、他の要

因もあるように思われる。

Ⅱ.アメリカ研究とロボエシックス

アメリカ社会の歴史を紐解けば、戦争と争いの歴史だったと言ってもよいであろう。(油井、

2008：5)そして、場合によっては自らの正当性を証明するために暴力、力に頼ることが当然であ

ると受け止められる歴史伝統があり、暴力が文化の中核に深くしみ込んでいる社会であると言っ

てもよいかもしれない。そのような文化的背景を持っているアメリカで最先端技術であるＲＴを

軍事に利用しようと考えることは、それほど違和感を覚えないかもしれない。ただ、今日ではＲ

Ｔを利用した軍事兵器を世界各国が購入、導入しているし、イスラエルも独自に開発している。

それゆえ、単にアメリカ社会の文化独特の問題であるということはできないが、取り敢えず、ア

メリカではなぜそれほど急進的に軍事技術のロボット化を推し進めようとしているのか、という

問いはアメリカ研究の一環としては無意味ではないであろう。

ＥＵを中心にして始まったロボエシックス（Roboethics）の議論を初めとしてロボット研究者

の間では、ロボット技術一般が軍事利用されることに対して極めて強い懸念が抱かれている。ア

メリカにおいても推進派の議論と慎重派の議論があると言っても良いであろう。

だが、従来軍事的に利用されてきた技術とロボット技術とは一体どこが異なるというのであろ

うか。ＲＴがある意味では最先端の技術であるために、その開発に携わっているロボット工学者

3 2009 年 4 月 13 日放映のＮＨＫ「クローズアップ現代」「“ 日本ロボット ” はどこへ～問われる軍事利用」にお
いて、自衛隊でもロボット技術の導入を検討していると、述べている。
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が研究者の社会的責任という観点から関心を抱いているだけなのであろうか。人間が開発してき

た道具、技術は両刃の剣であり、善悪どちらにでも用いることができた。ＲＴもその一例にしか

過ぎないのではないだろうか。そして、そもそもアメリカのような歴史と文化を持つ社会におい

ては、ＲＴも多くの軍事技術として利用する一つの技術にしか過ぎず、独自の論理によってＲＴ

開発が進められ、応用されるだけなのではないだろうか。また、戦時においては日常とは異なる

論理と法が支配しており、日常の中で考えられ、議論される遵法と倫理とは異なっているという

ことも忘れられない。日常の常識とは異なる国際戦時法に従う限りにおける適法性と倫理性の中

では技術開発も軍事活動の目的に利用される手段でしかないという面があるということも実際問

題として認めておく必要はあるだろう。だが、それがそのまま何でも最先端技術を軍事利用する

ことを是とすることではないことは明らかである。最近では無人機による攻撃は国際法に違反す

るのでは、という声も出てきている。また、アメリカのように闘うことが文化の規範となってい

る社会では、無意識的な文化レベルにおいて強い論理が働いているという認識も考えなくてはな

らないであろう。

本稿では、このロボエシックスの問題とアメリカ研究の交差する場面として、アメリカ社会に

おけるロボット技術の軍事的利用の問題について取り上げることにしたい。4その際、筆者の基本

的な学問的分野である宗教学からの特殊な視点が含まれることは否定できないであろう。

宗教学的基盤の上、アメリカの文化的問題としてのロボット技術の軍事利用の問題を、特に倫

理的側面との関係で取り上げることにする際、アメリカに特殊な文化的問題と他国におけるロ

ボット技術の軍事利用に通底する一般的問題とは区別しておきたい。世界各国でＲＴの軍事利用

は進んでいるのは確かであるが、ここでは両者は交差する次元があることを認めつつ、あくまで

アメリカ的文脈における特徴を洗い出すということを目的とする。それは同時に技術開発の方向

付けをする社会文化的な文脈を明らかにすることにも通じる。

そもそも宗教学者がなぜ、ＲＴの軍事利用の倫理的課題を取り上げようとするのか。通常の宗

教の定義に従えば、技術と軍事は宗教的な事柄ではないと考えられている。だが、現在の宗教学

の観点からは、現代社会においては組織的形式を取った宗教だけが宗教的意義を担っているわけ

ではない。特に、世俗化したとされる現代社会においては、宗教的な意味は隠された形で存続し

ている。また、政教分離が政治的原則であるアメリカ社会においても、見えない宗教とか個人化

した宗教とか、そのような意味においてはではなく、世俗的現象の影に隠れた形で宗教的な意味

4 筆者は 5 年ほど前から現代社会と科学技術の問題としてロボエシックスに取り組むようになった。その後、筑
波大学 GCOE「サイバニクス：情報・人間・機械の融合・複合」研究プロジェクトに関わりながら、ロボエシッ
クスの問題を展開させている。筑波大学大学院システム情報研究科田中文英氏との共同研究では、幼児教育に
おける補助教材としてのロボットの利用について、主に思想的・文化的観点から取り組んでいる。Fumihide 
Tanaka and Takeshi Kimura, “The Use of Robots in Early Education: A Scenario Based on Ethical Consideration,” 
The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, RO-MAN 2009, pp. 
558-560 (2009). 
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合いが継続しているといってもよい。本論のテーマとの関連では、神話・伝承を紐解けば争い、

戦争が主題となっていることがよくあるという点を指摘しておきたい。争いを通じて英雄が誕生

してくる。その際の武器が象徴的な意味合いを帯びてくることもある。闘いはそれを通じて人間

の生き方、あり方を明らかにする文化的行為であり、暴力にも何らかの意味を開示する力が込め

られている。現代アメリカにおいては映画「スターウォーズ」やテレビシリーズ「スタートレッ

ク」などがポピュラー文化の領域で、戦さと技術が新たな物語を形成していることが知られている。

ＲＴを搭載し、自ら判断して敵を攻撃する軍事用無人機の登場もそう遠くないとされる。だ

が、英雄が誕生した伝統的な神話や現代の大衆文化の物語と異なり、ＲＴの軍事利用においては

人間の英雄は誕生するのだろうか。戦争で貢献した軍人を英雄にし、ポピュラー文化においても

善のために戦う人物が英雄となる社会において、ＲＴの軍事利用によって戦に参与する兵士は英

雄となり得るのだろうか。このような問いが持つ意義に考察を加えることは現代世界の宗教的状

況を解明することに寄与するとも考えられる。また、ＲＴの開発は、現在では人工知能や人工生

命の開発なども密接に関連してくる分野であり、全知性の問題なども絡んでくることは明らかで

ある。さらに、最近のＲＴの進展を見てみると、身体と機械の融合という観点から、より重要な

問題が含まれているといえる。過去の歴史を紐解けば、技術の革新が社会のあり方や宗教的意義

にも影響を与えてきたのは周知のことであり、現在進行形のＲＴの開発が今後どのような宗教的

意味を解明していくのかは、興味深いところである。

このような観点から、以下ではアメリカにおけるＲＴの軍事利用について若干の考察を加える

こととしたい。

Ⅲ．アメリカの文化的価値としての武器

アメリカにおけるＲＴの軍事利用を考察する上で考慮しなくてはならないのが、その歴史的・

文化的背景である。アメリカの歴史を紐解けば、アメリカが暴力を通して戦争・紛争に勝利する

ことによって形成されてきたことが分かる。それは20世紀のアメリカに留まらない。その成立

の初めから対立と暴力がアメリカ自身の性格を特徴付けていたと言ってもよい。ヨーロッパにお

けるカトリックとプロテスタントの対立はアメリカ・プロテスタンティズムにとって抜き差しな

らぬ重要な核心としての反カトリック主義を抱え込むこととなった。(Mathisen, 2006: 30-46)プ

ロテスタンティズムは少なくとも一定の勝利を獲得したといってもよいであろう。北米大陸とい

う領土に関わる対先住民関係では、友好的な関係が時にはあったことも確かであるが、大部分に

おいては対立的な関係に終始していた。その対立関係はアメリカ側の暴力による抑圧という形で

収束されることになったのは良く知られている。つまり、アメリカが社会として存在し得る空間

的・場所的な根拠も暴力を通じての勝利によって獲得したといえる。そして、そのように獲得さ

れた空間・場所の自然環境も暴力的に改変されてきたということもできるであろう。更には、植

民地社会並びにアメリカ合衆国の経済的基盤に関しては、奴隷制度という極めて暴力的な制度に

よって維持されていたことは言うまでもない。制度的な暴力だけではなく、直接的な暴力も行使
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されていたことは敢えて述べる必要はないであろう。そして、13植民地から独立した国家であ

るアメリカ合衆国へと変わったのは、独立戦争に勝利することによってである。戦争という暴力

による対立を勝ち抜くことによってアメリカは歴史的に成立したのである。その独立が「自由」

のためというイデオロギーがあったとしても、その「自由」は武器（銃）によって獲得されたと

いってもよい。それゆえ1791年に追加された憲法修正第二条には次のように記されている。「規

律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵し

てはならない。」武器（銃）を持つことが如何にアメリカの文化・精神にとって重要であるかが

分かる。別の言い方をするならば、アメリカ人の文化的アイデンティティには、それは法的な基

盤も持つが、武器を持つという自己イメージが不可分に組み込まれていると言ってもよいであろ

う。そして、「自由」というアメリカの政治イデオロギー的価値がアメリカそのものの存立の根

拠とされ、自由を守る兵士、自由を守る武器、勝利を導く武器というイメージが強力な象徴と

なっていると言ってもよいであろう。

さて、次に兵士の身体的イメージと武器の関係について若干言及しておこう。兵士が士官学校

等での訓練を通じて兵士としての身体を身につけていくことはよく知られている。だが、精神的

な面では必ずしも戦場のストレスに耐える強靭さを持つことができるわけではない。この精神的

な面についてもＲＴの導入の意義を考える上では重要である。というのも、ロナルド・C・アーキ

ン（Ronald C. Arkin）が強調するように、人間の兵士は戦場のストレスに耐えられずに非戦闘員

である市民に危害を加えてしまうことがあるが、ＲＴを搭載したロボット兵士にはそのような心

的弱さがないので、そのような人間の兵士がする過ちを犯すことはない、という前向きな倫理的

意義を認めることもできる。(Arkin, 2009:29-36)この問題は後に詳しく取り上げることにする。

ここではまずＲＴ技術導入以前と以後の兵士の身体イメージが如何に変化するのかについて簡単

な考察を行うことにしたい。

近代以前はともかくとして、20世紀以降のアメリカ兵士の身体的イメージは強靭、屈強という

ものである。厳しい訓練に耐え、如何なる過酷な環境、状況にも耐えうる強い身心を鍛え上げな

くてはならない。そのようなイメージは大衆向けの映画などにも利用されており、Ｓ・スターロ

ンの「ランボー」などはそのよい例であろう。

ところで、ＲＴが導入された以降の兵士の身体的イメージはそれらとは随分と異なる。以前の

要素が消滅したというのではなく、新たな身体的位相が加わったと言ってもよいであろう。それ

は、ＲＴというものが持つ技術的特性であると言ってもよい。ＲＴには兵士の身体的機能の代替

という側面もある。同時に、知覚的・感覚的機能の拡張、軍事力の知能化という側面がある。無

人戦闘機（UGV(Unmanned Ground Vehicle), UAV (Unmanned Aerial Vehicle)）の操縦などが最も

よく知られた例である。遠く離れた地から遠隔操作をして攻撃をする。兵士は戦場という空間に

身を置くことなく戦闘をする。例えば、会社iRobotなどが製作した軍事ロボットを兵士が遠隔コ

ントローラーで操作する様子を想像してみよう。その姿は「戦う」身体ではなく、手元にある機

器を操作する身体である。そして、「戦い」に使うのは主に「頭脳」であり、遠く離れたところ

にある軍事ロボットが兵士の「戦う」身体の代わりをしている。生身の人間と直接戦っているの
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ではないが、敵を殺すことができる。このような非対称的な戦闘関係に対して批判がなされてい

る。それは、兵士が操作する遠隔コントローラーがゲーム機と同等のものである、ということ、

そして、兵士が目にする情報が肉体をもった人間を示すのではなく、情報化されたイメージであ

るからといえる。実際のゲームにも戦闘ゲームがあり、そこでは相手を殺害するという場面が幾

度も登場するが、実際の戦争状況では生身の人間がその先にいるのもかかわらず、兵士が認識す

る領域ではその生身の人間は感知されず、ただ画面上の像としか認知されない、ということに由

来する問題であると思われる。

つまり、殺害を伴う闘いとは直面した生身の「人間」対「人間」が基本的な闘いの関係であ

る。その理由は相手の生命を奪うという行為には少なくとも真摯な態度が求められており、「戯

れ」で行うべきではない。現代社会では人間の「生命」に僅かならが残った神聖さを見出そうと

しており、敵であれ人間である以上「生命」を持つ存在であるから、その神聖さに危害を加えよ

うとする以上、真摯な態度が要求されるべきである。このような考えが背後にあると思われる。

もし、アナロジーが許されるならば、かつて日本の戦国時代において刀や槍等の武器で戦うの

が正当な闘い方であったのが、いわゆる飛び道具（銃）で相手を離れたところから打つことが

「卑怯」とされた。自らの命を危険に晒すことなく相手の命を奪おうとするのは武士の風上にも

置けないと。このように闘い方の規範的型が共有されている社会においては新しい武器の導入は

古い規範を破壊するものとして受け止められる。

だが、翻ってアメリカ合衆国においてはその成立の時からして「飛び道具」が正統な道具で

あった。独立戦争の時には既に拳銃だけではなく、大砲もあった。そして、アメリカ合衆国が西

進していくに従って、広大な西部における闘いにおいては「銃」は必須の武器であった。単にフ

ロンティア精神がアメリカ合衆国の拡大を可能にしたのではない。広大な空間における闘いに勝

利できる武器を携えていたのである。その意義は現代においては西部劇のイメージにおいて更に

強化されたと言ってもよいであろう。

そして、武器が相手を倒すだけではなく、自らと味方を守る道具でもあるという点を忘れるこ

とはできないであろう。鉾と盾の両方を古代の中国の兵士は持っていたことは言うまでもない。

だが、銃は相手の攻撃を防ぐことはできない。銃は鉾の役割の延長であるといえる。では、盾は

何であろうか。強固な防護服であり、鉄砲でも貫通できない分厚い鉄板を持つ装甲車である。そ

して、空間的な距離である。相手の攻撃が届かない所に身を置くことが最も有効な防御であろう。

さて、上述のＲＴを利用した軍事技術の操作においては対人的関係が希薄化し過ぎていると

いう批判がなされているが、では、今までに開発された近代兵器はそうでなかったのであろう

か。否。航空機による爆撃は何百メートル下にいる人間（兵士であれ、非戦闘員である市民であ

れ）の存在は一切具体的に感知することはなかったであろう。核兵器に至っては、その凄まじい

威力と放射能の後遺症を考慮するならば、人間を人間と見なさない武器であるともいえる。それ

ゆえ、最新の技術であるＲＴの軍事技術利用を評価しようとする際に、過去のこのような兵器開

発の文脈を無視することはできないであろう。また、歴史的に与えられた論理のもとで新しい技

術を利用、開発するのであるから、既に述べた幾つかの文化的論理に従ってＲＴ利用の武器を企
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画、製造するならば、その機能を最大限に利用するのは、ある意味では、当然であるといえる。

このように見てくると、ＲＴを利用する新しい軍事兵器に見られる文化的コードは、従来のそ

れとそれほど異なっていないように思われる。ただ、幾つかの主要な戦争の文脈と技術的な違い

がある。戦争の形態が国家間の対立から国家とテロとの対立など、従来とは異なる戦争の仕方が

求められるようになっている点などである。多様な状況に対応できるような技術としてＲＴは極

めて有効だと思われるのである。このような新しい状況がＲＴの軍事利用を促進させているとい

える。そして、もう一つの技術的な文脈は、それはアーミン・クリシュナン（Armin Krishnan）

が「殺人ロボット」などと呼ぶように人工知能を備え、自ら判断して殺人を行う軍事ロボットの

出現可能性がよく示している。人間の判断を介在することなしに殺人を行うロボットを利用する

ことの法的・倫理的問題などが含まれてくるからである。(Krishnan, 2009: 15-20)現時点ではま

だそのレベルの軍事ロボットが完成したという報告はなされていないが（無人攻撃機プレデター

Ｂ、MQ-9Aがそれに近い機能を持つと言ってもよいかもしれない）、ＲＴの進歩を考慮するなら

ば、近未来に自律的に殺人の可能な軍事ロボットが誕生する可能性は否定できない。もし、韓国

やイスラエルが創設を目指すと公表したロボット軍隊がこのレベルのＲＴならば、既に国家的な

意志のもとではその方向性が取られているといえる。

Ⅳ．ロボット技術の戦争利用

さて、アメリカにおけるＲＴの軍事利用の文化

的・倫理的問題を考察するために、ある程度具体

例に即して見ていくことが必要である。というの

も、軍事利用され得るRTは多種多様である。その

中には技術的には興味深いが、一見すると倫理的な

問題を提議するかどうか、明らかではないものも

ある。例えば、ボストン・ダイナミック社の「ビッ

グ・ドッグ（Big Dog）」などはその一例であろ

う。（図１）現時点では「ビッグ・ドッグ」はまだ

軍事用には利用されていない。（Boston Dynamics, 

2008:1-22）しかも、軍事作戦が展開されている過

酷な環境の中での荷物運搬などを想定したものであ

る。5おそらく技術的には非常に興味深いと思われるが、筆者はその技術の革新性の評価をする立

場にはない。だが、現在の形態では対人的に危害を加えることは想定されていないが、将来的に

図 １．Marc Raibert, Kevin Blankespoor, Gabriel 
Nelson, Rob Playter and the BigDog Team, 
“BigDog, the Rough-Terrain Quaduped Robot,”  
Fig 2. 雪に覆われた坂を昇るテスト中の「ビッグ・
ドッグ」（ボストン・ダイナミック社の許可のも
の掲載））

5 Fox News, “Robots Take Center Stage in U.S. War in Afghanistan,” 2009 年 3 月 23 日、「ビッグ・ドッグ」が
無人ヘリコプターとともにアフガニスタンでテストされたと報告している。」(http://www.foxnews.com/
story/0,2933,509684,00.html、2011 年 2 年 16 日アクセス）
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はここで応用されているＲＴを対人戦闘などにも利用される可能性があることは否定できない。

カメラと銃を搭載すれば、容易に山道を登っていくことができるので、山中に潜む敵などの偵察

や攻撃に使われる可能性もある。人工知能を搭載し、自己判断で動く生命体を攻撃するように整

備されたら、それこそ山中や岩場などを進み、戦闘員、非戦闘員の区別なしに生命体あるいは動

く物体は攻撃するという風にプログラムされるかもしれない。だが、現在の形の「ビッグ・ドッ

グ」にはＲＴの軍事利用に関わる倫理的問題があるとは表面的には言えないであろう。このよう

な例から明らかなように、ＲＴの軍事利用の倫理的問題は境界が曖昧で、常に揺れ動いていると

言ってもよいかもしれない。

また、ロボット兵士を造ると公言した韓国などに見られるように、ハイテク、ＩＴ、ＲＴを利

用して自律型のロボット兵士を各国が目指している可能性は否定できないであろう。Ｐ・Ｗ・シ

ンガー（P.W.Singer）が述べているように、ＲＴ利用の軍事武器は戦争の仕方を根本的に変革す

るほどインパクトのあるものなのだろうか。(Singer, 2009: 11)現在の研究の進行状況から近い将

来、「人工知能」を持ち、完全に自律的に破壊活動を行い得るＲＴ搭載の武器が開発され、利用

される可能性は否定できない。だが、少なくとも現時点ではそこまでは至っていないとするなら

ば、現時点における問題の限界を見極めておくことも必要である。それゆえ、まず、具体的にＲ

Ｔを利用して開発されたＲＴの軍事利用の実例を検討してみることにしたい。

アメリカで開発されているＲＴを利用した武器は陸海空軍全体に用いられていることを想定し

ているので多岐にわたる。ここでは全てを網羅することはできないので、本稿に関係あると思わ

れる機種を幾つか取捨選択してみることにする。例えば、地上における戦闘において利用される

ＲＴ利用の無人陸上機（Unmanned Ground Vehicles、以下、UGV）についてはグローバル・セ

キュリティ社（Global Security Co. Ltd..）が公開している機種を参考にして考察を加えていくこと

にする。6

まず、その大きさに従って、四つの種類に分類されている。１.軽量（Light）、２. 中型

（Medium）、３. 重量（Heavy）、４．大型（Large）ここでは主に最初の二種類を取り上げるこ

とにする。というのも、それらが既に実践的に利用されており、それらを利用することの倫理的

意義が明らかであると思われるからである。

第一の軽量級のものは兵士が持ち運びできる大きさと重さである。市街地や街中などでの任

務に用いられることが想定され、MPRS/URBOT (Man Portable Robotic System)と呼ばれる機

種である。1990年代後半に第一世代が開発され、99年の実地試験を通して改良された。先の

「Unmanned Systems Roadmap 2007-2032」でもＲＴを利用する際に最も求められる軍事機能と

して挙げられている。偵察、監視、地雷対策などの役割を担う。

Small Unmanned Ground Vehicle (SUGV)は15キログラムほどの重さの携帯可能なロボットシス

6 Global Security org. http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/ugv.htm （2011 年 1 月 7 日アク
セス）
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テムである。

それをコントローラーで遠隔操作をして、障害物

や危険物を調べる役目を果たす。（図２）用途に応

じて様々な機能を付け加えることができるが、偵

察、監視、攻撃を行うことができる。人間の兵士

は後方でSUGVを操作をすることによって危険に身

を晒すことなく建造物の中の調査等をすることがで

きる。更に発展したものとしてCOBRA(Combined 

Operations Battlefield Robotic Asset)がある。これ

は兵士に代って市街地にある下水システムや地下ト

ンネルなどに送り込まれ、危険が潜んでいないかど

うかを偵察し、安全を確保するのに役立つ。

これらの軽量級のＲＴ利用の軍事武器をどのよう

に考えることができるのだろうか。市街地などでパ

トロールしている兵士からすれば、敵が潜んでいる

かもしれない建物や地下下水道などに自ら立ち入る

ことなく、これらの小さいが有能なＲＴを利用する

ことができれば自らを危険に晒すことなく任務を遂

行できる。この意味では、自国の兵士の生命、身体

を守るのに寄与しているという意味で、現時点では

極めて倫理的であるということもいえるだろう。

さて、次に中型サイズのＲＴ利用の兵器を見てみ

よう。

Multifunction Utility/Logistics Equipment Vehicle 

(MULE)UGVは中型のＲＴ機で、輸送、空中からの

攻撃、地雷の爆破といった任務を行える。（図３）

特に、地上戦において歩行で移動する兵士の荷物を

運び、支援するなどの補助的役割を期待されている。

また、接近戦などでは武器を搭載して攻撃をする。

ジェネラル・ダイナミック社の兵器部門である

イーグル・エンタープライズ社は、IT技術を利用し

て情報戦術の優位性を獲得し、地理的に分散してい

る兵団に十分な情報を提供するネットワークを介し

て戦略上優位な立場に立つ戦術を可能にするＲＴ

技術を開発している。そのObjective Force Warrior 

(OFW)にはRobot Infantry Support System (RISS)

図２．下記の写真は、ロボット掃除機を作製、
販売している iRobot 社が開発した SUGV であ
る。iRobot 社ホームページ（http://www.irobot.
com/gi/ground/SUGV/）（2011 年 1 月 7 日 ア ク
セス）（iRobot 社の許可のもと掲載）

図 ３．Multi functional  Uti l i ty/Logist ics 
Equipment Vehicle (MULE) UGV, (http://www.
globalsecurity.org/military/systems/ground/
fcs-mule.htm)（2011 年 2 月 17 日 ア ク セ ス ）

（GlobalSecurity.org の許可のもと掲載）

図 ４．General Atomics Aeronautical (http://
www.ga-asi.com/resources/image_library/
predator.php)（2011 年 2 月 18 日 ア ク セ ス ）

（General Atomics Aeronautical 社に掲載許可申
請済）
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（歩兵支援ロボットシステム）がある。その役割として期待されているものとして、水や銃弾な

ど長距離を運ぶと兵士の負担になる荷物などを替って運搬することがある。

さて、UGVから離れて、現在問題とされている無人機を見てみよう。無人機システムの中でも

無人航空機（Unmanned Aerial Vehicles）は議論を呼び起こしている機種である。最も良く知ら

れているのがジェネラル・アトミックス社の無人航空機プレデター（Predator）であろう。（図

４）当初は偵察用に作成されたが、1990年代半ばからミサイルを搭載できるように改良された。

その後、更に改良された機種がイラクやアフガニスタンで偵察や攻撃に加わっている。

このように米軍がイラクやアフガニスタンで改良型のプレデターを利用していることが知られ

ている。現在の日本では戦争という事態を想定していないので、このような状況でのＲＴ利用に

ついての倫理的価値判断はほとんど行う必要はないかもしれないが、アメリカのように実際に戦

争を行う国では、このようなＲＴの軍事利用は意味あるものとして受け止められても当然であろ

う。

ロボット技術の軍事利用の問題はそれ自体だけを取り上げても問題の本質は見えてこないであ

ろう。というのも、それは暴力と技術といった大きな問題の現代的展開の一部であるといえるか

らである。もし、ここで問題を敵である相手の戦闘員を殺すというのが軍事目的であるとした

ら、身体能力を武器として用いる諸々の武術と遠隔操作によるUAV（Unmanned Air Vehicle、無

人航空機）による対人攻撃の差に倫理的問題を見出すとするならば、前者が少なくとも表面的に

は対等であり、対称的な関係であるのに対して、後者は不平等であり、非対称的である、という

ことができるであろう。だが、この非対称性そのものが対テロ戦争の特徴として挙げられてお

り、それに対する対処方法としてRTの利用の意義が語られていることを考慮するならば、考察は

幾分か慎重にする必要があると考えられる。

Ⅴ．ロボット技術利用の軍事兵器の価値は？

これらのＲＴを利用した軍事機器・兵器はどのように有効なのであろうか。小型の兵器が市街

地での戦闘などで兵士が晒される危険を低減できる、という可能性は理解できる。最新の武器を

利用する側が自らの兵士の安全を優先的に考慮するのは当然と言えば当然であり、非難すること

はできないであろう。最新の技術を利用することによって自国の兵士の安全がより高められるな

らば、それらを利用することを批判する理由はあまりないのではないだろうか。むしろ、そのよ

うに利用できる技術があるにもかかわらず導入しようとしない、ということについては批判され

ることになるかもしれない。このようにＩＴやＲＴの軍事利用の積極的な意義を認めることは可

能であろう。

さて、ちょうど本稿を準備している最中、アフガニスタンで罪のない市民をふざけて手榴弾で

殺害した５人の若いアメリカ兵のことがニュースとなっていた。ヴェトナム戦争の悪夢を思い起

こさせる事件とニュース・キャスターは取り上げている。兵士の弁護士はビデオで録画されてい

る証言は薬を飲みすぎた影響があり、信用はできないと反論している。このニュースの真意はま
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だ不明であるが、戦場でのストレスから逸脱した事件を起こしてしまう兵士がいる、そのような

行為はＲＴを軍事利用することによって大幅に減らすことができるというアーキンの主張を思い

起こさせるものである。当然、ニュースではＲＴの軍事利用については言及していない。だが、

同様の事件はアメリカが関係している軍事衝突に限らない。最近ではイスラエルのガザ侵攻に

おいてもイスラエル兵がパレスチナ市民を非武装民と知りながら殺害したというニュースがあっ

た。

戦場における強度の緊張とストレスからこのような行為に走ってしまう若い兵士はいなくなら

ない。弱者である市民と武器を持った兵士との間の支配と暴力の非対称的な構造がどこでも起き

る限り、同様の問題は決してなくなりはしない。長期間戦場に送られ、過度なストレスに置かれ

ている状況で、自らの精神的ストレスに対応できない兵士は数多くいるであろう。当然、兵士達

は非戦闘員である市民を攻撃してはならないという「交戦規定（Rule of Engagement）」は知っ

ているだろうが、その規則が歯止めとして有効に働かないこともある、というのは実情であろ

う。ＲＴの軍事利用との関連でいうならば、地上で自国の兵士が「敵」と直面しなくてはならな

い状況がなくならない限りは、どれだけ最新のＩＴやＲＴを部分的に利用したとしても、兵士が

非戦闘員である市民を意味なく殺害するという事件は起きてしまうであろう。このように人間は

戦場のストレスに耐えられずに犯罪を犯してしまうことがある、だが、ロボット兵士にはそのよ

うなストレスは感じないので、この類の犯罪は起こさないのでより人道的である、というアーキ

ンの主張も部分的には考慮できるのかもしれない。だが、全ての地上の軍事作戦あるいは安全確

保のためのパトロール等をＲＴを利用した軍事機器に代用できるのではないから、ＲＴの軍事利

用の有効性を主張する際に言及している理由は限定的なのではないだろうか。

戦場で兵士が抱えるストレスから生じる暴力について考えるには、兵士の自殺の問題を抜きに

して考えることはできない。アメリカのイラク戦争では、UAV（Unmanned Aerial Vehicles）のプ

レデターなどが導入されたことで、ＲＴの軍事利用の歴史にとっては重要な戦場であったが、同

様に、兵士の自殺数の多さでも特筆に値する。2007年には５人に一人の兵士が自殺を試みようと

していたと報告されている。(CNNUS, 2008)

もし、多くの識者が危惧しているように、ＲＴの軍事利用が戦争を安易に始めさせてしまうよ

うになるならば、どれだけＩＴやＲＴを応用した軍事兵器や将来的に導入されるようなロボッ

ト兵士が投入されたとしても、やはり人間の兵士は動員されざるを得ない。もしそういう状況

になった場合、たとえＲＴによって兵士が晒される危険度を軽減するとしても戦場のストレスか

ら兵士が完全に解放されることはない。特にアメリカが取り組んでいる対テロ戦争やアメリカ本

土を防衛するという明確な意義のない戦争に従事するようになる兵士達が受ける精神的ストレス

はかなり大きなものであろう。そして、軍に志願する若者が経済的理由や戦争の民間委託などに

よって仕事として戦場に赴くようになる傾向が強まるならば、問題はもっと深刻化するのではな

いかとも思われる。

また、アメリカの対テロ戦争に関しては、民間の戦争請負会社には多くの業務を任すように

なってきているが、これらの会社が将来的に民間の兵器会社と直接武器の取り引きをするように
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なり、ＲＴ兵器を採用するようになってきたら、このような戦争請負会社のもとで仕事として働

く兵士が受ける精神的ストレスが引き起こすであろうROEに反する行為などはどのように裁かれ

るのであろうか。軍に所属する兵士である限りは違法な行為は処罰の対象になる。ＲＴを利用し

た軍事兵器やロボット兵士の導入は人間の兵士が受けるストレスによる違法行為を減らすことが

できるというアーキンの議論は十分に検証する必要がある。

さて、何種類ものロボット兵器が持つ問題の中で、人々が注目する問題の一つが最初に言及し

たようなゲーム感覚で殺人を行う、という問題であろう。

「イラクやアフガニスタン上空で飛んでいる無人航空機はアメリカ、ネヴァダにある基地

の（無人航空機）の操縦室に座っているパイロットによって操作されている。操縦室からの

戦闘について、ある兵士は次のように述べている。『まったく無菌状態のようだ。戦場に

いる時ほどの感情は感じない。』別の兵士は次のように言う。『全くビデオ・ゲームのよう

だ。相手を実際に殺したくなる。でも、とてもかっこいい。』」(Singer, 2009:a caption for 

a photo inserted between 308-309)

無人航空機を操縦し、敵の兵士を実際に攻撃した時に、ネヴァダにいる兵士が何を感じ、どう

思ったかは難しいところである。これらの兵士は上官からの命令で任務を遂行しており、画面を

通して人間である敵の兵士を殺害する、という経験を、ビデオ・ゲーム上で闘い、相手を倒すと

いう操作とほとんど同じであった、ということを述べているだけなのかもしれない。だが、本質

的な問題はどこにあるのであろうか。ビデオ・ゲームをするように戦争を行っているというアナ

ロジーにあるのであろうか。あるいは、実際にビデオ・ゲームをするように行えるという技術の

発展にあるのであろうか。

では、このような無人航空機によって攻撃される側はどのように感じているのであろうか。ア

フガニスタンで現地のアフガン人がアメリカの無人航空機についてどう思っているかは知ること

ができないが、他の地域での利用例から少し知ることができる。レバノンで無人飛行機が投入さ

れたが、現地の一般の市民はイスラエル軍が利用した無人航空機をどのように見ていたのか。ベ

イルートにあるアメリカン大学イサッム・ファーレス公共政策・国際関係機構の所長であるラー

ミ・フーリ博士によれば、一般の市民はイスラエルの冷酷さ・冷血さの表れであり、自分たちと

直接闘いに来られないほど臆病になっていると見なしている。(Singer, 2009: 309)ここに見られ

る非対称性の問題がどこにあるのか、ということをよく示している。レバノンの市民は、イスラ

エル人を少なくとも「人間」と見なし、その人間性が臆病にある、と見なしている。おそらくレ

バノンの文化的価値の枠組みでは男性が「臆病者」とされることが最も低い評価の一つとなって

いるのではないだろうか。他方、イスラエルのUAGパイロットは「ビデオ・ゲーム」のようだ、

ということにより、画面に映し出されている「人間」の姿に実際の人間を見ていない、というこ

とになる。無人航空機による攻撃を受けている側の市民の方が人間性をより保全しているが、イ

スラエル、アメリカ人パイロットは、自らの人間性を失っているかのようにも聞こえる。アメリ
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カ兵にとっては「臆病者」と呼ばれても一向に意に介することはないであろう。

だが、問題はユッタ・ウェーバーも指摘しているように、無人航空機による攻撃によって非戦

闘員である市民の犠牲が急激に増加しているということである。(Weber, 2009:85)パイロットが

操縦する戦闘機による誤爆も多いであろうが、それとともに新たに導入された無人飛行機によっ

て、それまでは起こり得なかったであろう数多くの市民の犠牲が起きている。

もし、このように市民の犠牲数の急増がUAVの導入によるのであるならば、人間の生命の価値

の取り計らい方について議論する必要がある。ここでは取り敢えず、アメリカがイラク、アフガ

ニスタンで戦争を遂行しているという仮定で議論をしてみることにしたい。アメリカのネヴァダ

州でUAVを操縦しているアメリカ兵の命の価値、イラク、アフガニスタン等の地上戦で命を賭け

ているアメリカ陸軍の歩兵、そして、UAVによって誤認され攻撃を受け殺されてしまったイラク

やアフガニスタンの市民たちとその遺族たち。RTの軍事利用を推進しようとする立場が人間の

兵士の心理的負担の軽減や製造費の削減等積極的と判断される理由を挙げているが、Unmanned 

Systemとして陸海空軍全体にRTを導入しようとしている状況で、地上戦に従事するアメリカ兵に

よる非人道的な行為が少なくなるという理由を唱えながら、UAVによるイラク、アフガニスタン

等の市民の誤爆による殺害件数が急増しているならば、両者の間に均衡を認めることはできるの

であろうか。

アーキンが念頭に置いているのは次のような状況であろう。戦場のストレス下に置かれている

アメリカ兵が目の前にいる戦闘員ではないしテロリストでもない非武装の市民を殺害をする、と

いう事態が起きてしまうが、ロボット兵士あるいはRTを利用した兵器を上手に利用することに

よってそのようなアメリカ兵による犯罪をなくすことができる、というものである。では、この

ような状況とUAVの導入によってアメリカ、ネヴァダにいるUAVの操縦士が非武装の市民を誤爆

するということとを並べた時、前者はそれほど積極的な意味を持つのであろうか。当然、ここで

は用いられるRT利用の兵器は異なる。一方がUGVであるのに対して、他方はUAVである。後者が

テレビ・ゲームのように兵士だけではなく、市民をも殺害してしまう、ということが懸念されて

いるわけである。前者は、初めに言及したように手榴弾や銃による後者による一般市民の殺害の

犯罪性、非倫理性が問題となるのに対して、後者は空からの爆撃によるものである。後者の破壊

力は前者の比ではない。7巻き込まれる人数も多数になるし、物的被害も甚大となる。

ここで改めて自国の兵士の生命を守るため、という立場の正当性について考えなくてはならな

い。当然、現在のアメリカのように単に自国の領土を守るためという旧来の戦争とは全く異なる

次元の戦争に従事している国においては、戦争の意味合いも、それに参加するアメリカ人の若者

7  2008 年のイスラエルによるガザ地区攻撃に際して行われた市民をも含む無差別攻撃の悲劇的な状況に関して
は、カイロ在住の研究者からのメールで筆者も目にすることとなった。大人だけではなく、子供までも含めて、
一般市民が爆弾によって殺害されることと、兵士の命の安全のために UAV を用いることとの間には、倫理的に
は断絶があると言わざるをえない。兵士は少なくとも戦うことが任務であり、仕事である。兵士となることに
は自らの命が危険に晒されることを受け入れていることを意味する。
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の意識も違うであろう。特に、自国一国のために戦うというのではない場合には、異なる評価が

必要となってくる。そして、自国の兵士の死亡数が多ければ多いほど、兵士の安全を確保しなく

てはならない、という意見が増えていくのは当然のことと思われる。その際に大型のUAVなどが

利用できるならば当然利用しよう、という判断がなされても多くの場合は受け入れられるのであ

ろう。

だが、数千キロ離れ、安全が確保された操縦室からUAVを操縦し、兵士であれ一般市民であれ

殺害してもいかなる良心の呵責も感じないような人間を生み出す、創りだすことがアメリカに

とっても国際社会にとってもよいことなのであろうか。そのような兵士の記憶に残るのはただ画

面に映った対象（人間のような姿を示しているが、個人的な人格とは認められない）を、その上

空を飛行しているUAVで攻撃した際に生じた爆発の光だけであろう。そこには人の生も死も記憶

として残らない。人間の生死に何の感情も抱かない不気味な人間を造り出すだけになるのではな

いか。8

そのような人間を造り出すことにアメリカの宗教は如何なる判断をすることができるのだろう

か。敵であれ人を殺したことを罪とも悪とも感じない人間とは如何なる存在なのであろうか。

Ⅵ．終わりに

本稿ではアメリカという一つの社会に焦点を当てて、最先端技術の一つであるロボット技術の

軍事利用について考察を加えた。ロボット開発に関しては、大衆文化での想像と実際のＲＴ開発

とのギャップなどがあるが、様々な分野で導入されれば人間社会と文化が大きく変化することが

予想される。ロボット研究者の間ではロボット技術の軍事利用に関して深い懸念が表明されてい

るが、非常に難しい問題も孕んでいることは間違いない。倫理的議論を始めると堂々巡りに陥っ

てしまうこともあるし、如何なる倫理的議論を進めたところで、アメリカ国防総省などが全軍の

ロボット化を計画しているところでは、人文系の研究者の声などはほとんど意味を持たないであ

ろう。そのようなところで考察を加えても意義がないという揶揄されるかもしれない。だが、少

なくとも人文系の研究は社会の動向に対して何らかの批判的コメントをする必要がある。それが

期待される役割の一つでもあるわけだから。

もしRTの軍事利用によって戦争に勝利する、あるいは将来ロボット兵士が導入され、ロボット

兵士の活躍によって戦争に勝利するようなことが起きたら、ロボット兵士が「英雄」となるので

あろうか。このような問いかけも無意味ではないのではないだろうか。

8  シンガーは、UAV を操縦する兵士にも心理的負担はあると述べている。特にアメリカ軍の同僚が殺害されるの
を見ることから起きる心理的ストレスや家庭生活とのバランスも考慮しなくてはならない新しい課題である。

（Singer, 2009:345-347）
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This article examines the role of the “welfare-to-work” program in helping 

welfare recipients to find a job in Los Angeles, California, after the enactment of 

the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) of 

1996. In August 1996, President Bill Clinton signed the act to “end welfare as we 

know it.” It initiated a radical welfare reform which replaced the old entitlement-

based Aid to Families with Dependent Children (AFDC) with the Temporary 

Assistance to Needy Families (TANF). The PRWORA imposes a five-year lifetime 

limit on cash benefits for welfare recipients who are required to find a job within 

two years after they start receiving TANF. 

The PRWORA gives state and local governments the right to implement 

their own “welfare-to-work” programs and make welfare recipients participate 

in certain job search activities under their own discretion. In 1997 the State of 

California enacted the California Work Opportunity and Responsibility to Kids Act 

(CalWORKs) which forces welfare recipients to take part in the workfare program 

called Greater Avenues for Independence (GAIN). California has the largest number 

of TANF families in the United States and the racial and ethnic composition of 

welfare recipients is diverse. More than 80% of welfare recipient in California are 

women with dependent children and many of them are undereducated. As these 

circumstances indicate, welfare recipients face many difficulties in finding jobs, 

even though the GAIN strives to provide participants with an opportunity to develop 

basic job skills and assist them with job hunting. As a result, once the two-year time 

limit is up, most of them leave welfare with low wages and unskilled part-time jobs. 

Since the GAIN provides neither long-term job training nor higher education for 

welfare recipients, it rarely leads to better employment opportunities with higher 

earnings. 

The first section of this article explores what kinds of assistance welfare 

カリフォルニア州における福祉改革と就労支援
―女性福祉受給者の低賃金労働への就労に着目して―

“Welfare-to-Work” in California
: Gender and Employment of Welfare Recipients

佐藤 千登勢
SATO Chitose
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recipients receive in the “welfare-to-work” program of the GAIN and to what extent 

such assistance is useful for welfare recipients, most of whom are minority women, 

in obtaining a job. The second section discusses how many of welfare recipients 

actually leave welfare for work and how the characteristics of the welfare system 

affect their employment in California. The third section examines employment 

patterns among welfare leavers in Los Angeles County from the late 1990s on and 

the fourth section deals with the problems of their employment in conjunction with 

the conditions of the local labor market in Los Angeles. The final section takes up 

the issue of subcontracting the “welfare-to-work” programs to temporary assistance 

agencies and its influence upon the employment of welfare recipients.  

近年のアメリカにおける福祉改革は、1996年の個人責任と就労機会調整法（Personal 

Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act: PRWORA 以下、福祉改革法とする）

の制定に始まった。同法は９条から成り、改革の中心は1935年の社会保障法の制定以来、連邦

政府の公的扶助として子供のいる貧困家庭へ給付されてきた要扶養児童家族扶助(Aid to Families 

with Dependent Children: AFDC)を廃止し、それに代わるものとして貧困家庭への一時的扶助

（Temporary Assistance for Needy Families: TANF）を新たに導入することにあった。TANFは特

別な理由がない限り、基本的に受給期間を生涯で５年に制限し、受給開始から２年以内に就労す

ることを義務付けている。そのため福祉受給者の就労を支援し、経済的な自立を促すことによっ

て、できるだけ早く福祉への依存を断ち切らせることが行政側の最大の目的とされるようになっ

た。しかし学歴が低く職業経験も乏しい福祉受給者を就労させることは容易ではなく、結果とし

て単純な事務職、サービス業、小売業を中心とした低賃金労働が、福祉を離れた人々の大きな受

け皿となっている。

本稿では1990年代後半以降のカリフォルニア州、なかでもロサンゼルス郡を事例として取り上

げ、そこで福祉受給者がどのような就労支援サービスを受け、いかなる仕事に就いているのか、

またそれが福祉制度の特徴や地域的な労働市場が抱えている問題とどのように関連しているのか

を考察していく。

カリフォルニア州のロサンゼルス郡を事例として取り上げる理由は、次の点にある。まず同州

＊本稿は、アメリカ学会第 44 回年次大会部会Ｂ「国際労働力移動とアメリカ」（2010 年６月６日、於大阪大学）
での報告を大幅に加筆・修正したものである。当日、貴重なコメントや感想を寄せてくださった方々に感謝の意を
表したい。
1  2000 年の国勢調査によると、ロサンゼルス郡の人口の 45％がラティーノ、31％がヨーロッパ系、12％がアジ

ア系、10％が黒人である。また同郡の人口の 36％を占める 350 万人が外国生まれであり、29％が英語力に問
題があり、25 歳以上の成人の 30％が高校を卒業していない ( http://factfinder.census.gov/ 2010 年９月 25 日 )。
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には全米の福祉受給者の8％が居住しており、福祉受給者に対する就労支援プログラムに、全米で

最も多くの補助金が連邦政府から支給されている（Monsma, Soper 2006: 38; Burns et.al. 2003: 

8）。またロサンゼルス郡は人口の人種・エスニック構成が多様であり、貧困は非ヨーロッパ系

や移民に偏在している。同郡のTANF受給者の人種・エスニシティを見ると、1999年10月の統

計でラティーノ53.4％、黒人30.3％、ヨーロッパ系11.0％、アジア系5.0％（うちカンボジア系

1.5％、ヴェトナム系1.1％）、先住民0.2％となっている(Moreno, et.al. 2002: 25) 1。

こうした状況は、ロサンゼルス郡の福祉受給者の就労支援が非常に困難なことを意味してお

り、福祉と雇用という２つの政策領域がどのように接近し、相互作用を及ぼし合っているのかと

いう問題を明らかにするには同郡は格好の研究対象となる。またカリフォルニア州の福祉受給者

の81％は女性であるため、就労支援が抱える問題をジェンダーと人種・エスニシティの観点から

見ることもできる(Monsma, Soper 2006: 56)。

本稿ではまず第Ⅰ節で1996年の福祉改革法の下位立法としてカリフォルニア州で制定された

就労機会と子供に対する責任法 (California Work Opportunity and Responsibility to Kids Act : 

CalWORKs) がどのような就労支援を行っているのかを概観し、第Ⅱ節でそうした支援を受けた福

祉受給者の中で、実際どれほどの人が就労しているのか、同州の福祉制度の特徴に着目しながら

検討する。つづく第Ⅲ節では福祉を離れた人が従事している産業や職種を明らかにし、第Ⅳ節で

は、福祉を受給していた女性の多くが就いている低賃金労働をめぐる問題を、ロサンゼルス郡の

地域的な労働市場との関連で考察したい。最後に第Ⅴ節では、就労支援サービスが民間委託され

ている状況に目を向け、特に近年、福祉受給者が就く仕事に派遣労働が増えていることの問題点

を論じる。

Ⅰ．福祉から就労へ

カリフォルニア州は全米でも早い時期に、福祉受給者の就労を促すための総合的なプログラム

を導入した。その始まりは、職業訓練の実施、求職活動の支援、公共サービス部門での雇用の促

進などを目的として1985年に設立された「自立への大道」(Greater Avenues for Independence: 

GAIN)であった。GAINは、各郡の公的社会サービス省(Department of Public Social Services: DPSS)

が実施し、具体的な就労支援の内容や施行上の細則を、各郡の判断でそれぞれの地域の実情に応

じて決めることができる。GAINの発足当初からリバーサイド郡が、職業訓練や教育よりも、出

来るだけ早い時期に福祉受給者を仕事に就かせることを重視するプログラムを採用し大きな成果

をあげた。このように人的資本への長期的な投資に重点を置くのではなく、可能な限り早く就職

を決めさせるワークフェア政策は「リバーサイド方式」と称されて高い評価を受け、その後、カ

リフォルニア州の他の郡でも導入されるようになった(久本 2006: 73; 木下 2008: 87; Freedman 

et.al. 2000: ES-7; 小林 2010: 108)。

こうしたGAINの就労支援は、1996年の福祉改革法の下で1998年１月にカリフォルニア州で制

定されたCalWORKsへ継承された。CalWORKsの就労支援は、「福祉から労働へ」(Welfare-To-
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Work : WTW)とよばれ、GAINよりもさらに予算が増額され、託児など就労支援サービスの種類も

増やされた。また、妊娠している、１歳未満の子供がいる、健康上の問題がある、薬物依存症で

ある、家庭内暴力の被害者であるなどの理由で免除された者を除き、福祉受給者は就労支援を受

けることが義務付けられるようになった(Kelch 2002: 13)2。

カリフォルニア州には58の郡があるため、58の異なる就労支援サービスがあることになるが、

就労支援は基本的に次の手順で進められる(Kelch 2002: 14)。まず各郡の福祉事務所で行われる

オリエンテーションに受給者を参加させ、就労支援プログラムの概略を理解させる。同時にケー

ス・ワーカーが受給者を個別に面接し、家庭環境、身体的・精神的な病気、家庭内暴力の有無な

どを聞き出す。具体的な就労支援は、４週間にわたり職業クラブ(Job Club)で行われ、最初の１週

間で就職への心構えから履歴書の書き方、面接の受け方などを学び、その後３週間、実際に就職

活動をする。もし３週間後に仕事が決まっていなければ、何が問題であるのかを明らかにするた

めの評価が行われ、ひとりひとりの事情を考慮した就労計画が立てられる。また精神疾患や薬物

依存、家庭内暴力などが就労を妨げていると見られる場合は、カウンセリングや治療が行われる

（木下 2008: 88-89; 久本 2006: 74-75; 小林 2010: 104-106)。最終的に職を見つけなければなら

ない期限は、1996年福祉改革法の成立時にすでに福祉を受給していた人は24ヶ月、新規の申請者

は18ヶ月とされている(Marchevsky, Theoharis 2006: 113)。

職業クラブのスローガンは、「まず就職しよう、そしてより良い仕事を見つけ、キャリアを積

もう」(Get a Job, a Better Job, then a Career)であり、参加者は特別な理由がない限り、仕事を

より好みしてはならないと指導される。最低賃金の仕事でも、本人の努力次第で、将来のステッ

プ・アップにつながるのだから、積極的に仕事を見つけなければならないと教えられる。高校卒

の資格を得るための教育や外国語としての英語教育、職業訓練などを受けることを希望する者に

も、まず仕事を見つけ、経済的に安定してから、夜間や週末に学校へ通い勉強するよう説得する

(Marchevsky, Theoharis 2006: 122, 127)3。

また職業クラブでは、福祉受給者に対し厳しい規律が定められている。時間を厳守する、就職

活動にふさわしい服装をする、積極的にプログラムに参加する、他人を批判しない、飲食の禁止

などのルールに加えて、毎日必ず職業クラブに顔を出してから就職活動へ向かうなど細かい規則

がある(Marchevsky, Theoharis 2006: 128-130,138-139)4。

職業クラブでは、就職活動の成功の45％はどのような服装をし、どのような書類を提出し、面

接でどのように話すかにかかっているとされ、福祉を受給している女性はこうした就職に必要な

「ソフト・スキル」が欠如しているために就労できないと考えられている。そのため、求職票や

2 正式には CalWORKs 成立後の就労支援は WTW であるが、ロサンゼルス郡では、今日に至るまで就労支援を
LA GAIN と呼んでいるため、本稿でも以下、WTW ではなく GAIN という名称を用いる。

3 実際に職業訓練や教育を受けることができるのは GAIN 参加者の３分の１未満であり、いずれも 12 ヶ月以内の
プログラムに限定されている。多くの GAIN 参加者が希望するのは、看護、会計学、教職、コンピューター・
プログラミング、セラピーなどのコースであるが、それらは２年ないしは４年間、大学や専門学校に通わなけ
れば資格が取れないため、GAIN の就労支援では勧められない (Seccombe 2010: 170)。



21

Area Studies Tsukuba 32 : 17–38, 2011

履歴書の書き方を指導したり、模擬面接をビデオにとり、面接の練習をすることに多くの時間が

割かれる。さらに成功の35％は面接の内容にあるが、それについても、いかに面接者に好感を

与えるかが決め手になるという。理想とされるのは、勤勉で、長時間、困難な仕事にも耐える男

性的な労働者像に、愛想がよく、親切で思いやりがあり、自己を犠牲にして働くといった女性的

な資質をプラスした人物である。それに対し「ハード・スキル」、すなわち仕事に関する専門的

な知識や経験、職歴などは、就職活動が成功する要因のわずか10％を占めるにすぎないという

(Korteweg 2002: 8-9, 11-13)。

職業クラブでは面接で積極的な姿勢をアピールするために、「できません」「しません」と

いった否定的な表現や、「多分」「努力してみます」のようなあいまいな言葉を使わないように

する訓練が繰り返し行われる。これらに加えて、遅刻、欠勤、病気などを話題にしないことや、

職を「解雇された」ではなく、仕事の「契約が終了した」と言うことなどが教えられる。面接

で使ってはいけないこれらの言葉を「レッド・フラグ・ワード」と呼び、模擬面接で誰かがこ

うした言葉を使ったら、他の参加者が布製の赤い旗をあげて注意を喚起することになっている

(Korteweg 2002: 9)。

就職の面接では「私はこれまでさまざまな困難に直面してきましたが、強い意志でそれらを乗

り越えてきました」といった表現を多用し、福祉への依存を断ち切ろうとする姿勢を前面に押し

出すよう指導される。雇用情勢など個人の力では解決できない構造的な問題には触れず、福祉

への依存は、個人の内面的、精神的な力によって断ち切ることができると教えられる(Korteweg 

2002: 18-19)。

また職業クラブでは、母親が働くことは、子供の精神的な発達にも良いことであり、経済的に

自立し、子供のロール・モデルにならなければならないと教えられる。ただし面接で子供のこと

に話が及んだ場合、面接者が期待しているのは、信頼できる託児所があり、子供が病気の時も常

に安心して子供を預けられる所があるという答えであり、母親としての役割よりも仕事を優先で

きることをアピールするよう指導される(Korteweg 2002: 23-25)。

Ⅱ．福祉受給者の就労率

こうした就労支援を受けて、カリフォルニア州では実際どれぐらいの福祉受給者が就労してい

るのだろうか。以下では、まず少なくとも連続して２ヶ月間、現金給付を受けていない元受給者

を「福祉を離れた者」(welfare leavers)と定義し、詳しく見てみたい。ここでまず注目すべきこと

4 服装に関しても細かい規定があり、就職活動にふさわしくない服装をして来た者は、直ちに着替えて来るよう
に指示される。参加者の側からは、服装の規定への不満が多い。就職活動に必要な洋服を買うための補助が 50
ドルまで出るが、スーツを買っても、企業訪問や面接を終えたら、それを着る機会はない。彼女たちが就く仕
事の大半は飲食店やスーパーなどの店員、清掃員、病院の下働き、ビルの管理人、工場労働者などであり、勤
務先にスーツを着ていくわけではないからである（Marchevsky, Theoharis 2006: 130; Flaming, Kwon, Burns 
2002: 42, 54, 55, 63-66）。
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は福祉を離れた者が皆、就労しているわけではないという点である。カリフォルニア州サンタモ

ニカのシンクタンクRAND(Research and Development Corporation)の調査によると、カリフォル

ニア州では1991年に福祉を離れた者のうち、実際に就労した者は３分の１未満にすぎず、福祉改

革法制定後の1999年にはその比率は50％まで上昇した。しかし州経済が活況を呈していた1990

年代後半でも、福祉を離れた者の半数は就労しておらず、福祉を離れた者イコール就労者という

等式は全く成り立たない。また全国的には1999年に福祉を離れた者の63％が就労しており、カリ

フォルニア州の就労率はかなり低くなっている(California Budget Project 2003: 3-5)。 

さらにカリフォルニア州の中でもロサンゼルス郡の福祉受給者の就労率は特に低い。福祉受給

者の就労率は1996年の41％から、福祉改革後の1998年第３四半期には47％へと上昇したが、好

景気であった1990年代後半でもこの程度の上昇率にとどまっている。それに対しロサンゼルス郡

以外の地域では、就労率はこれよりもかなり高く、1998年に福祉を離れた者の就労率は、サン・

マテオ郡、サンタ・クララ郡、サンタ・クルーズ郡で61％、アラメダ郡、コントラ・コスタ郡で

67％、ソノマ郡で69％となっている。これらのことから、カリフォルニア州内でもロサンゼルス

郡は特に就職が困難な地域であることがわかる(California Budget Project 2003: 4-5)。 

福祉から離れることが必ずしも就労には結びつかず、いったん就職してもじき退職ないしは失

職する人もいるため、福祉受給を再申請するケースも少なくない。RANDの調査では、カリフォ

ルニア州で1999年に福祉を離れた人の15％が福祉に舞い戻っている。全国的には１年以内に福

祉の受給を再開した人の比率は20％であるので、カリフォルニア州の比率はそれよりも低い。し

かしロサンゼルス郡を見ると、この比率は非常に高く、1998年の後半に福祉を離れた人が翌年、

少なくとも１ヶ月、福祉に戻ってきた比率は31.5％にも上っている。福祉を再び受給するよう

になった理由としては、学歴がなく職歴が乏しいため良い条件の仕事に就けず、いったん就職し

たが長続きしなかった、体調を崩した、幼い子供の面倒を見なければならない等があげられてい

る。また人種・エスニシティ別に見ると、福祉に戻った人の比率は黒人は32.2％、ラティーノは

24.1％、ヨーロッパ系は12.7％となっており、黒人、次いでラティーノに就労と福祉を行き来す

る人が多いことがわかる(California Budget Project 2003: 11)。 

このように福祉受給者の就労率が低い理由としては、同州は失業率が他州に比べて高く、就労

そのものが容易ではないということに加えて、CalWORKsの支給条件が寛大であるという制度上

の問題もある。CalWORKsは他州のTANFに比べて給付水準が高く、1998年には１ヶ月の最高給

付額は子供が３人いる家庭で565ドルとなっており、全米第５位であった。この給付額は2000年

には626ドルとなり、全国平均の421ドルに比べるとかなり高い(Zimmermann, Tumlin 1999: 88; 

Montgomery 2002: 25)。

またCalWORKsでは勤労所得の最初の225ドルまでは給付額が減額されず、それ以降も１ドル

の所得につき0.5ドル減額されるだけであり、就労による給付の減額という点では全米でも最も優

遇されている(Coe et.al. 1998: 3) 。その上、CalWORKsの受給期限は最長５年間であり、他の20

州よりも受給可能な期間が長い。さらに41州では親の受給期限が過ぎると子供も受給資格を失う

が、カリフォルニア州では５年の受給期限を過ぎても給付が停止されるのは親だけであり、子供
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への給付は続けられる(Klerman, Reardon, Steinberg 2002: 19)。福祉改革法の規則に従わない人

への罰則に関しても、カリフォルニア州では現金給付が減額されるだけであり、他州のように給

付が中止されることはない(California Budget Project 2003: 2)。

こうした制度上の特徴から、カリフォルニア州では他州に比べて福祉を完全に離れる人の比

率が低く、就労しながら福祉を受給する人が多くなっている。MDRC(Manpower Demonstration 

Research Corporation)が全米４都市（クリーブランド、マイアミ、フィラデルフィア、ロサンゼ

ルス）で1995年５月に福祉を受給していた18歳から45歳のシングルマザーを1998年と2001年

に追跡調査した報告書によると、表１に見られるように、就労しながら福祉を受給している人の

比率は、ロサンゼルスで1998年に25.3％、2001年に19.6％であり、他の３都市に比べて非常に

高くなっている。それに対し、就労し完全に福祉を離れた人の比率はロサンゼルスでは37.6％で

あり、他の３都市よりもかなり低い(Polit et.al. 2005: 110, 116)。

次にこうした状況を収入との関連で見てみたい。全米12州でシングルマザーと子供２人の世帯

について、①不就労、②最低賃金（時給5.15ドル）で週20時間のパートタイム労働、③最低賃

金で週35時間のフルタイム労働、④時給９ドルでフルタイム労働、の４つの場合の月収を比較

した調査によると、以下のような結果になっている。（ここでいう月収とは、勤労所得、TANF

（カリフォルニア州ではCalWORKs）の現金給付、フードスタンプの合計にＥＩＴＣ5などを考慮

し税金を差し引いた手取額を指す。）カリフォルニア州では①の場合、月収（CalWORKsとフー

ドスタンプの給付額）は825ドルであるが、②では月収（税金を差し引いた勤労所得と減額され

たCalWORKs、フードスタンプの合計）は1,226ドルとなり、①よりも49％増加する。しかし②

5 EITC(Earned Income Tax Credit) は還付可能な勤労税額控除。

表１ ４都市の福祉受給者の状況（2001年 単位：％）
( 出典： Polit et.al. 2005: 116)

クリーブランド マイアミ フィラデルフィア ロサンゼルス

福祉は受給せず就労し

ている
67.4 59.8 49.4 37.6

就労しながら福祉を受

給している
3.5 2.8 9.7 19.6

就労せず福祉を受給し

ている
8.9 8.8 22.3 30.2

就労せず福祉も受給し

ていない
20.2 28.7 18.7 12.7
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のパートタイム労働から③のフルタイム労働へ移行しても、月収（同前）の増加率は18％にとど

まり、12州の中でミシガン州に次いで低い伸び率となっている。さらに同じフルタイム労働でも

③の最低賃金から④の時給９ドルへ移行しても、月収（同前）の増加率はわずか４％にしかすぎ

ず、12州の中で増加率は最低である(Coe 1998: 2; California Budget Project 2003: 2)6。

このように働かず、完全に福祉に依存している状態から、パートタイムで働くようになると月

収が大きく増加し、生活水準も向上する。しかしその後は、賃金の上昇やフルタイムの勤務への

変更によって月収そのものは増加するが、カリフォルニア州では他州に比べて増加率はそれほ

ど大きくない。逆に働きに出ることで新たに負担しなければならないコスト、すなわち通勤用の

洋服代、仕事に必要な用具代、外食代、支給されない交通費や託児費用などがかえって増えるた

め、それらを相殺するとそれほど生活は楽にはならない7。

Ⅲ．福祉受給者と低賃金労働

それでは就労支援を受けて実際に就職した福祉受給者は、どのような仕事に就いているのだろ

うか。カリフォルニア州雇用省(California Employment Department) とロサンゼルス郡のDPSSの

データをもとに1998年にGAINに参加した160,782人について、３年後の雇用状況を追跡した調査

を見てみたい。それによると2001年の第三四半期にGAIN参加者が多く就業していた産業は、医

療・保健(14.1%)、 小売業 (13.9%)、事務・補助サービス(13.3%)であった。これを職種別に見る

と、医療・保健では看護助手や介護ヘルパー、小売業では飲食店やスーパー、ディスカウント・

ストアの店員、事務・補助サービスでは事務員、警備員、清掃員、管理人などが多い。こうした

職種は典型的な「女性の仕事」であり、GAIN参加者の８割以上が女性であることを反映している

(Burns et.al. 2003: 147, Table 24)。

福祉受給者の就労状況を、さらに人種・エスニシティ、アメリカ国籍の有無で分類したのが表

２である。それによるとアメリカ国籍をもつラティーノや黒人は、医療・保健、事務・補助サー

ビス、小売業の３つに比較的均等に就労しているのに対し、ラティーノとアジア系の移民は、ア

パレル・繊維産業などの手工業に従事する人が多いという特徴が見られる。また賃金区分を見る

と、GAIN参加者が就労している産業は低賃金に分類されるものが圧倒的に多い。中レベルの賃金

区分でGAIN参加者が比較的多く雇用されているのは医療・保健だけであり、アメリカ国籍を持つ

ラティーノと黒人が多い(Burns et.al. 2003: 152, Table 24)。

この調査では1998年と2001年の両時点で仕事をしていた人について、３年間でどれほど就労

状況が変化したのかも明らかにされている。それによると全体的に就労状況は３年間でかなり向

6 8.50 ドル以上の時給で週 40 時間以上働くと CalWORKs の受給資格はなくなる (Polit et.al. 2005: 146)。
7 特にフルタイム労働で最低賃金から時給９ドルへ移行した場合の収入の増加率は、カリフォルニア州が４％で

あるのに対し、アラバマ州とテキサス州は 20％、ミシシッピ州は 22％となっており、カリフォルニア州との
差が非常に大きい (Coe et.al. 1998: 4, Figure 2)。
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表２ GAIN参加者の雇用状況（2001年第三四半期 単位：％）
（出典：The John Randolph Haynes, Dora Haynes Foundation 2003: 152)

全体 アメリカ
国籍を
持つラ

ティーノ

ラティー
ノ移民

黒人 アジア系
移民

アメリカ
国籍を持
つヨー

ロッパ系

ヨーロッ
パ系移民

高賃金の産業 14.1 14.5 8.1 17.1 10.6 15.8 13.5

専門、科学、技術
サービス 3.2 3.5 1.9 3.3 1.3 4.7 3.6

金融・保険 32 3.8 1.4 3.7 2.1 3.4 3.3

情報 2 1.7 1.2 3 0.6 2.4 1.2

製造業（高技術） 0.9 0.8 1.3 0.3 4 0.8 0.6

行政 3.7 3.8 1.4 5.7 1 3.2 4.5

芸術・娯楽 1.1 0.9 0.9 1.1 1.6 1.3 0.3

中程度の賃金の産
業 35 37 35.7 36.4 20.1 37.3 30.6

卸売業 3.7 4.3 5.4 1.5 3.7 4 4.4

建設 2.3 2.3 3.9 1.1 1.8 3.1 3.5

交通・倉庫 3.9 3.8 2.5 6 1.2 2.8 2

不動産 1.6 1.7 1.6 1.3 0.6 2.4 1.7

機械・金属 1.4 1.4 3.3 0.3 1.4 1 1.4

その他の製造業 3.4 3.7 8 1 2.7 2.1 2.5

医療・保健サービ
ス 14.1 15.3 8.4 18.9 7.2 12.6 11.1

教育 4.6 4.5 2.6 6.3 1.5 9.3 4

低賃金の産業 46.2 43.7 50.9 41.3 65.7 40.8 51.4

小売業 13.9 15.8 10.5 12.1 9.8 17.6 14.7

手工業 4.1 2.4 8.7 0.5 21.6 1.9 8.3

その他のサービス
業 7.5 5.6 6.5 7.4 14 8.5 18.4

事務・補助サービ
ス 13.3 12.6 16.4 16.4 8.6 3.5 5.6

宿泊・飲食サービ
ス 7.4 7.3 8.8 4.9 11.7 9.3 4.4
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上していることがわかる。とりわけフルタイム勤務で週35時間以上働いている人の比率は58％か

ら73％へと大きく増加し、平均時給は7.09ドルから8.45ドルへ、平均週給も230ドルから313ド

ルへと上昇している。また勤務先で健康保険に加入している人の比率も22％から31％へと増えて

いる。時給7.50ドル以上で健康保険のあるフルタイム労働についている人を見ると、この間12％

から25％へと上昇している。こうした調査結果は、福祉を離れ、継続的に働くことによって、あ

る程度の人がより良い条件で働くことができるようになっていることを示している。しかしその

一方で、調査対象の47％はフルタイムで働いていながら、依然として時給は7.50ドル未満にとど

まっており、生活水準が大きく向上したと見ることはできない(Polit et.al. 2005: 123, Figure 43, 

125, Table 43)。

上述のMDRCの調査でも、福祉を離れひとたび就労すれば、多くの人が継続的ないしは断続的

に働いていることが明らかにされている。2001年の調査前48ヶ月のうち働いていた月数を見る

と、36ヶ月から48ヶ月が36％、13ヶ月から35ヶ月が32％となっている(Polit et.al. 2005: 118, 

Figure 4.2, 116, Table 4.2)8。しかし働き続けている場合でも、ひとつの仕事にずっと従事してい

る人は21％と少なく、35％の人は３つ以上の職に就いていた(Polit et.al. 2005: 119)。転職した

人の中には、より良い仕事が見つかり職を変えた人と、仕事が長続きせずに職を転々としている

人の双方が含まれるため、この数値の評価は難しい。また仕事が長続きしない場合も、それが本

人の責任であるのか、あるいは雇用者側の事情によるものであるのかは不明である(Hotzer, Stoll 

2001: 63)。

次に実際に就労したGAIN参加者へのインタビューから、仕事の実情をいくつか紹介したい。ま

ずラティーノの移民で５人の子供を持つアンジェラ（42歳）は、1998年には新しい患者を紹介す

ると歯科医から報酬が支払われるというアルバイトで現金収入を得ているだけで、子供が小さい

ため福祉を受給しながら育児に専念していた。しかしCalWORKsの規定により、翌年には銀行の

清掃員として働き始めた。しかしそれだけでは生活に十分な収入を得られなかったため、派遣会

社に登録し、そこから週３日夜勤の仕事を紹介してもらい、清掃の仕事と両立させていた。

その後、アンジェラはロサンゼルスのＧＴＥ社（General  Telephone & Electronics 

Corporation）にフルタイムの事務員として就職することができ、ようやく生活は安定した。しか

し同社がヴェライゾン社に買収されるとただちに解雇された。失業後は2001年から、パートの看

護助手として週23時間、病院で勤務するようになったが、収入を補うために週10時間ほど、銀行

の清掃の仕事も再開した。またアルバイトとして、隔週で夫の上司の自宅の掃除もした(Polit et.al. 

2005: 119-120)。このようにアンジェラの場合、大企業の安定した事務職に就くことができたの

はわずか数年であり、その前後はいずれも複数のパート労働を組み合わせて何とか生計を立て、

福祉に舞い戻らないようにしていた。

8 福祉を離れた人の勤続率は一般の労働者と比較してもそれほど低くはなく、若年で熟練度の低い労働者で見る
と、むしろ福祉を離れた人の方が勤続率が高い (Holzer, Stoll, 2001: 63)。
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また本人がフルタイムの仕事を希望しても、雇用者側の事情により不安定な就労を強いられる

ケースも多い。ラティーノの移民で６人の子供を持つマルガリータ（44歳）は、1998年に福祉

を離れ、週25時間、時給5.75ドルでヒルトンホテルの清掃員として働き始めた。2000年までに

３ヶ所のヒルトンホテルで清掃の仕事をし、労働時間も増やしていったが、時給は変わらず、健

康保険や年金もなかった。またフルタイムでの勤務を基本としていたが、シーズンによってホテ

ルの利用客数が変動するという理由でパート勤務にされることもあり、収入がたいへん不安定で

あった(Polit et.al. 2005: 124)。

ラティーノの移民であるミルナ（30歳）も、かつては福祉を受給していたが、GAINの就労支

援を受けて、ディスカウント・ストアのターゲットで店員として働くようになった。数年間、同

じ店で働き、時給は6.05ドルから6.95ドルへと上昇した。彼女はフルタイムで週40時間働くこ

とを希望していたが、店側の都合で勤務時間がしばしば変わり、週10時間しか働くことができな

い時期もあった。ターゲットで十分な収入を確保できない時のことを考えて、派遣会社を通じて

あるメーカーの工場勤務の仕事も始めた。しかしそこでは毎月のように勤務地が変わり、時給も

場所によって6.04ドルから8.10ドルまで大きな開きがあった。またそれ以外にも収入を補うため

に、クリスマス商戦の２ヶ月間、時給７ドルで玩具店の店員として働いていた(Polit et.al. 2005: 

127)。

アジア系の移民は低賃金の工場労働に従事している者が比較的多いが、家庭の事情で外へ働き

に出ることができず、在宅で仕事をしている人も少なくない。カンボジア系移民のミングは、看

護師の制服の裾を縫う内職をして１着当たり50セントを稼いでいる。この仕事では多くの収入を

望めない上に、依頼される仕事の量がその時々で変動し、収入が不安定であるため、外に働きに

出る方が良いことは十分承知している。しかしミングは近所の治安が悪く、いつ子供たちが人種

的な偏見から暴力を受けるかわからないため、子供を残して働きに出るのは不安だという。上述

のようにカリフォルニア州では福祉と就労を組み合わせている人が比較的多いが、ミングも家で

内職をしながら福祉を受給している(Polit et.al. 2005: 129; Burns et.al. 2003: 147)。

Ⅳ．地域的な労働市場の問題

このように福祉受給者がGAINの就労支援に参加し、実際に就職しても、経済的に自立できるよ

うな仕事に就いて、福祉から完全に離れることができるレベルまで生活水準を向上させるのは容

易ではない。こうした問題は、地域的な労働市場をめぐる状況とも深く関連している。

ここではまず、福祉受給者が多く住む地域と就労支援を受けた人が就く仕事が比較的多くある

地域を明らかにしておきたい。表３によると福祉受給率が高い地域は、ロサンゼルス市の中心部

と隣接した地域（第１区と第２区）、セントラル・ロング・ビーチを中心とした郡の南部（第５

区）となっている（地図１を参照）。

ロサンゼルス市のダウンタウンの東に位置するボイル・ハイツは貧困率が43％と郡内で最も高

いが、ラティーノが住民の97％を占め、CalWORKsの受給資格を持たない移民が多いため受給率
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表３ 代表的な地域の人口、貧困率、CalWORKs受給率、人口構成（1998年）
（出典：Moreno 2002: 16) 

地図１ ロサンゼルス郡のGAIN行政区
（出典：http://www/ladpss.org/dpss/maps/gain_map.cfm）

地域 人口 貧困率 CalWORKs
受給率

黒人
（％）

ヨーロッ
パ系

（％）

ラティー
ノ（％）

アジア系
（％）

ボイル・ハイツ 96,258 43 12 0 0 97 3

ローズミード 60,355 27 11 0 9 44 47

コンプトン 107,720 40 17 42 1 55 2

ウエストモント 31,070 43 23 61 1 37 1

ハリウッド 200,493 30 8 4 48 37 11

ミッション・ヒル
ズ‐パノラマ・シ
ティ

121,271 25 8 5 23 60 12

セントラル・ロン
グビーチ 115,157 40 25 19 15 44 21

ウィルミントン‐
ハーバー・シティ 78,041 28 9 4 19 69 8

グランデール 187,728 20 9 1 57 25 17

ランカスター 121,103 16 10 9 63 23 5
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は12％にとどまっている。同様にボイル・ハイツに隣接し、サン・ガブリエル・ヴァリーの中央

に位置するローズミードでも貧困率が27％であるが、アジア系が人口の47％を占め、CalWORKs

の受給率は11％となっている。

それに対しサウス・セントラル・ロサンゼルスにあるウェストモントでは、貧困率はボイル・

ハイツと同じく43％であるが、住民の61％が黒人であり、CalWORKsの受給率は23％と高くなっ

ている。サウス・セントラル・ロサンゼルスに隣接するコンプトンも貧困率が40％と高いが、住

民の55％がラティーノ、42％が黒人であり、CalWORKsの受給率は17％となっている。ロサン

ゼルス郡の南部では、セントラル・ロング・ビーチが貧困率40％と非常に高くなっている。この

地域の住民の44％がラティーノ、21％がアジア系であるが、CalWORKsの受給率は25％と高い

(Moreno et.al. 2002: 13-16)9。

次に地域的な労働市場における雇用数との関連で、福祉受給者の就労について考えてみたい。

まず、1990年代後半以降のロサンゼルス郡では、GAIN参加者が多く就くような仕事の数は増

加傾向にあった。ほとんど学歴は不問で特別な資格や職歴を必要としない仕事で、1999年から

2006年の間に求職数が大きく増加した仕事としては、警備員（30.7％増）、トラック運転手

（18.7％増）、小売店販売員（14.5％増）、レジ係（14.2％増）、受付係（12.9％増）、一般事

務（12.4％増）、ウェイター・ウェートレス（10.5％増）などがある。これらの仕事は、女性の

福祉受給者が比較的容易に就くことができる職種であり、サービス業の大半は、ロサンゼルス市

の中心部とその近隣のビジネス街での仕事である。そのため福祉受給者が多く住む第1区と第2区

からは通勤しやすく、GAIN参加者の居住地区とこうした雇用が創出されている地域の「地理的な

ミスマッチ」はそれほど大きな問題ではないと考えられる。しかしこれらの職種は賃金が低く、

たとえフルタイムで就労してもほとんどが年収２万ドルに満たない。

その一方でロサンゼルス郡ではこの間、こうした低賃金の非熟練労働以外の職種も、大きく増

加している。なかでもコンピューターを用いたデータ処理やネットワーク管理などIT関連の仕事

は、1999年から2006年の間に50％以上増加している。また教育の分野でも、小中学校の教員や

補助教員の求職が大きく増えた(Nichols et.al. 2003: Table 82; Moreno et.al. 2002: 39, Table 8)。

しかしこれらは少なくとも短大ないしは４年生大学卒の学歴と資格を要するため、福祉を受給し

ている女性が就労支援を受けて直ちに就くことができる職種ではない。

また福祉受給者が多く居住している地域と低賃金の非熟練労働がある地域は比較的近く、「地

理的なミスマッチ」は深刻な問題ではないと先に述べたが、この点についても通勤の交通手段に

目を向けると異なった見方ができる。ロサンゼルス郡の都市調査部がGAIN参加者の通勤について

調べたところ、平均勤距離は７マイルほどであり、この地域の一般的な通勤距離である12～13マ

イルよりもかなり短い。しかし通勤の交通手段を見ると、次のような問題がある。すなわち自家

9 貧困でありながら CalWORKs を受給していない理由としては、移民でアメリカでの居住年数が基準に満たない
ため受給資格が得られない、家庭に未成年の子供がいない、高齢者や障害者で SSI など他の福祉の受給対象となっ
ていることなどが考えられる。移民の受給資格については、佐藤（2008）を参照のこと。
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用車の所有率が、同郡の一般の成人では92％であるのに対し、GAIN参加者では55％にすぎず、

GAIN参加者の48％が自動車で通勤し、その他は18％が公共の交通機関、16％が徒歩で通勤して

いる。また、通勤に公共の交通機関を利用しているGAIN参加者の52％が、通勤が困難であると考

えている（Urban Research Division, Chief Administrative Office, County of Los Angeles 2000: 7, 8, 

16, 17）。

特に公共の交通機関を利用しているGAIN参加者の多くがバスで通勤しており、距離が比較的短

くても、バス路線や本数の問題で不便を感じている。都市調査部の報告によると、自宅を出てか

ら始業までの平均時間は、車で通勤するGAIN参加者が67分であるのに対し、公共の交通機関で通

勤するGAIN参加者は103分となっており、複数の路線間の乗り換えなどのために1.5倍以上の時間

を要している。

ロサンゼルス郡のバスの運行状況をGAIN行政区別に見ると、バス停も本数も多いのは第１区

と第２区であり、ロサンゼルス市の中心部へのアクセスは比較的良い。しかしこうしたバスの利

便性が高い地域でも、朝夕の通勤時間帯以外や週末はバスの本数が大幅に減り、通勤は容易では

ない。福祉受給者が就労する場合、労働時間が不規則であったり、夜間や週末に勤務したり、複

数の仕事を掛け持ちすることが多い。都市調査部の報告でも、GAIN参加者の57％が週末に働く

こともあると回答し、固定した勤務時間で働いている者でも40％が午前６時から９時までの間

に始業しないとしており、こうしたバスの運行状況が通勤を不便にしている。さらにGAIN行政

区の第4区と第5区にも多くの福祉受給者が住んでいるが、これらの地域からバスを利用して通

勤するのは、一日のどの時間帯であってもたいへん困難である（Urban Research Division, Chief 

Administrative Office, County of Los Angeles 2000: 11, 12,15）。

また福祉受給者が就く仕事の数が統計上、十分にあったとしても、ロサンゼルス郡の福祉受給

者は、他の地域に比べて特に基礎的な学力が劣り、英語の能力も低い人が多いため、就労を妨げ

ているという指摘もある。1997年６月にNCSALL(National Center for the Study of Adult Learning 

and Literacy)がロサンゼルス郡のCalWORKs受給者22万9,484人を対象に行った調査によると、能

力がレベル１（比較的短い文章から情報を取り出す、書類に自分の情報を記入する、簡単な計算

をする）の人が42％、レベル２（小さな誤情報が挿入されている文章を読んで必要な情報を取り

出す、簡単な照会をする、数字が出されていたり、数字が容易に識別できる問題を読み、簡単な

計算ができる）の人が40％であった（一般の成人女性では前者が21％、後者が28％である）。

ところが同郡において低賃金で非熟練の仕事が増えているといっても、実際の求職にレベル１

の仕事が占める比率は11％、レベル２の仕事は23％にすぎないという。NCSALLによると、同

郡の福祉受給者に見られるこうした仕事と「能力のミスマッチ」は、全米でも最悪のレベルにあ

り、職に応募しても不採用になったり、就職しても長続きしない原因となっている（Levenson, 

Reardon, Schmidt 1999: Table 1, Table 4, Appendix Table A）。NCSALLはレベル１の仕事を早急

に増やし、福祉受給者の就労を進める必要があると指摘しているが、スキルの低い低賃金の仕事

の数を増やし、福祉受給者を取りあえず就労させることが問題の根本的な解決にはならないこと

は明らかである。
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Ⅴ．就労支援の民間委託

次に福祉受給者に対する就労支援の別の問題に目を転じてみたい。1996年福祉改革法は連邦補

助金を用いて、福祉受給者への就労支援サービスを民間へ委託できることを定めている。そのた

め福祉受給者の資格審査や現金給付に関する事務的な作業に加えて、就労支援サービスを提供し

なければならなくなった郡のDPSSの中には、業務を軽減するために、それを民間へ委託するとこ

ろが増えている（木下 2007：29）。 行政から委託され福祉受給者に就労支援サービスを提供す

る組織としては、民間企業、非営利団体、教育機関、宗教法人などがある。モンスマとソパーが

ロサンゼルス郡で福祉受給者への就労支援サービスを請け負っている組織を調べたところ、全部

で511もの企業や団体が存在していた(Monsma, Soper 2006: 39)。 

また10州の20ヶ所で行われた別の調査によると、就労支援サービスを委託されている組織の

67％が非営利団体、15％が民間企業であった。しかし民間企業は１社当たりで扱う人数が多い

ため、福祉受給者数で見ると、全体の45％が業務委託を受けた民間企業が提供する就労支援サー

ビスを利用していることになるという(Pavetti et.al. 2001: 66-67)。非営利団体の代表的なものと

しては、アーバン・リーグ、救世軍、YMCA／YWCA、グッドウィル・インダストリーズなどが

あり、民間企業としてはマキシマス、ロッキード・マーティン、アメリカ・ワークス、カーティ

ス、ACSなどがある(Pavetti et.al. 2001: 66)。就労支援サービスをこうした民間の組織へ委託する

ことによって、行政側がコストの削減を図るとともに、専門的な知識を持った職員が就労支援に

あたることでサービスの質が向上し、委託を受ける組織の間に競争が生まれ、効率的な事業運営

が行われるなどの利点があるとされている（木下 2007：106）。

就労支援サービスを委託されている組織の中で、どれが最も福祉受給者の経済的な自立を促し

ているのかという点に関しては、いくつかの調査が行われているが、今のところ定まった評価は

ない。民間企業が参入することに対して批判的な立場からは、企業は営利を目的とし、目先の就

業率の向上にのみ関心を寄せるため、福祉受給者の就労支援にはふさわしくないという見方があ

る。特に当初から就労支援の対象者を限定し、高校を卒業している、英語力に問題がないなど、

良い仕事に就ける可能性の高い福祉受給者のみを選別して就職させ、公平なサービスを提供して

いない企業が多いとの批判もある。その一方で、民間企業による就労支援サービスを高く評価す

る側からは、プログラムの修了率が高く、修了者の大半が就職し、福祉を離れているという実績

がある。またプログラムに参加することによって、将来に対し楽観的な見通しを持てるようにな

る人が多いなどの点が指摘されている(Monsma, Soper 2006: 88-89, 103, 158, 166)。

このように評価は分かれるものの、1996年福祉改革法の制定以降、全米で最も注目を集めてい

るのは人材派遣を専門とする民間企業による就労支援サービスであり、なかでもマキシマス社が

先駆的な企業として知られている。同社は2000年からロサンゼルス郡で就労支援サービスを委託

されている(木下 2007：96)10。就労支援サービスを民間へ委託契約する際には競争入札が行わ

れるが、GAINのように規模が大きく、就労支援サービスの提供に多額の資金と専門的な知識を要

する事業では、実績のある大企業でなければ契約を獲得することは不可能であり、マキシマス社
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のような企業が断然有利な状況に置かれている(木下 2007：109)。

マキシマス社が行っている就労支援サービスは多岐にわたる。ケースマネージメント、適性検

査、技能・職業経験の評価、多言語での就職準備、就職情報の提供、就労を継続させるためのカ

ウンセリング、キャリア開発、託児所や通勤手段の確保、職業訓練や教育など、あらゆるレベ

ルでサービスを提供し、福祉受給者の就労を支援している。また同社は長年、福祉行政に携わっ

てきた公務員を採用し、受託を進めるという方法を取っている。ロサンゼルス郡でも福祉事務所

の所長であったレーナ・セッターグレンを自社で採用し、同郡での委託業務の責任者に任命した

(MAXIMUS社ＨＰ)。

しかし就労支援サービスのマキシマス社への委託がこれまで全く問題なく進められてきたわけ

ではない。2000年６月には同社への2,300万ドルの委託契約に対し、地方公務員の組合やサービ

ス従業員国際労働組合(Service Employees International Union: SEIU)から反対の声が上がり、ロサ

ンゼルス郡の監督委員会が承認の投票を一時延期した。ロサンゼルスにあるSEIU660支部のター

ニャ・エイケルは「これは決して［民間企業に］委託させてはならない種類の業務です。…これ

らの資金は人々を自立させるためのものであり、［マキシマス社の］株主の手に渡るべきではあ

りません」と主張した。さらに同社はウィスコンシン州で1997年以来、8,600万ドルの委託契

約を結んでいるが、差別で訴えられたり、不正経理を指摘されたりしていることも反対の理由と

してあげられた。またニューヨーク市で、ジュリアーニ市長時代に入札に際し、市側が不正な方

法でマキシマス社を選んだとして告発されたことも問題とされた(“Los Angeles Protesters Target 

Maximus” 2000)。

福祉受給者を対象とした就労支援サービスを民間へ委託することに対し、また別の観点からの

批判もある。それは委託を受ける民間企業の多くが福祉受給者を派遣労働に従事させているとい

う点である(Autor, Houseman, 2006: 318; Burgarin 1998: 30)。派遣労働は一般的に低賃金で、健

康保険などの諸手当もほとんどなく、派遣先や仕事の内容が頻繁に変わることが多い。1999年の

マイケルソンらの調査によると、派遣労働に就いた福祉受給者と直接雇用で就職した福祉受給者

を比較すると、次のような差が見られるという。まずパート労働に従事している比率は、派遣労

働に就いた福祉受給者では29.4％であるのに対し、直接雇用で就職した福祉受給者では23.4％で

あった。また雇用の継続に関しても一年以上勤続している人の割合は、前者が32.4％に対し、後

者は69.4％と大きな差がある。さらに平均賃金は前者が8.39ドルに対し、後者は9.66ドルとなっ

ている。健康保険に加入している割合も前者が6.1％にすぎないのに対し、後者は44.5％とはるか

に高くなっている(Lane et.al. 2003: 585-587; Autor, Houseman 2002: 67)。

一般的に行政側は、派遣労働は出発点にすぎず、正規雇用への移行を前提に派遣労働を勧めて

10 マキシマス社はカリフォルニア州ではロサンゼルス郡以外にもサンディエゴ郡とオレンジ郡で、またアラスカ
州、アリゾナ州、ワシントンＤＣ、ハワイ州、ウィスコンシン州でも就労支援を委託されている。さらに海
外ではイスラエルとオーストラリアで、福祉受給者の就労支援を請け負っている (”MAXIMUS Awarded $8.1 
Million Welfare-to-Work Contract by Los Angeles County” 2008)。
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いると主張しているが、実態は必ずしもそうなってはいない。雇用者がある福祉受給者をまず試

験的に採用し、十分に仕事をこなせることが分かれば、派遣先で正社員として採用される場合

もあるが、こうしたケースはそれほど多いとはいえない。仕事の経験を積んだり、自分の適性に

合った仕事を見つけるためにいくつかの仕事を経験したり、働く習慣を身につけるために、いわ

ゆる「就職困難者」を派遣労働に一時的に従事させることは一定の意義があるかもしれない。し

かし多くの場合、全く仕事が見つからず、福祉に依存し続けるよりは派遣の仕事であっても就労

した方が良いという消極的な理由から、福祉受給者を派遣労働に従事させている。そうした形で

の派遣労働の活用が、果たして行政が行う就労支援サービスとして妥当であるのかという点につ

いては、議論の余地がある。福祉受給者がより良い職を得て、生活を安定させるために、「飛び

石」として派遣労働を活用するには、就労後どのようなサポートが求められているのか、この点

に関してはさらなる検討が必要である(Autor, Houseman 2006: 313, 318, 320)11。

おわりに

これまで見てきたように、1996年福祉改革法の成立以降、福祉受給者を可能な限り早い段階で

就労させることが政策的な目標となり、就労支援を通じて多くの福祉受給者が、十分な教育や職

業訓練を受けていなくても就職しやすいサービス業や小売業、単純な事務職などに従事するよう

になった。ロサンゼルス郡の事例が示しているように、福祉受給者の大半は女性であり、GAINに

よって低賃金で非正規の典型的な「女性の仕事」に就くことを余儀なくされており、福祉受給者

への就労支援は、労働市場における性別分業を固定化させる役割を果たしている。職業クラブで

福祉受給者に提示される理想的な労働者像もジェンダー化されたものであり、子供を持つ女性が

「女性的な資質」を生かして「女性の仕事」で経済的な自立を果たすことが要求されているが、

それは決して容易なことではない。

GAINのようなワークフェア政策は、福祉受給者を道徳的な観念や規範が欠如した「福祉依存

者」であると見なし、彼女たちを矯正して経済的な自立を促すことを第一の目的としている。し

かし現実には福祉受給者の多くは10代の頃から、すでにいくつもの賃金労働を経験している。特

に低賃金の非正規労働に断続的に就いたり、失職を繰り返している人が多く、労働の経験が少な

く、勤労観念が希薄であるわけでは決してない。

福祉受給者は当初、就労支援を通じて、これまで就くことができなかったような好条件の仕事

が見つかることを期待する。しかし現実には、長期的な労働力の育成という観点からの支援は行

われず、いかなる仕事であれ、まず就職することがより良い生活への「飛び石」となるという見

方がされている。だが、就職後の自助努力だけで、低賃金の非正規雇用から脱却することは非常

11 派遣では解雇されたのではなく、期限付きの雇用で契約が終了したという形で雇用を終えることができるので
労使双方にメリットがあるという指摘もある (Autor, Houseman 2002: 66)。
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に困難である。

本稿で述べたように、何らかの理由で福祉と就労を併用したり、福祉へ舞い戻る人が少なくな

いことは、受給者が主体的に次善の策を選択していると見ることができる12。こうした状況は、

低賃金労働に従事している人々と福祉受給者の境界線が流動的になり、多くの人が賃金労働と福

祉受給という２つの世界を行き来していることを意味しており、1990年代後半以降、労働と福祉

という２つの政策領域はこれまでにないほど接近している。

ロサンゼルス郡ではGAINを通じて就労する人の数が、1990年から1997年の間に２倍以上増加

しており、低賃金労働の数そのものは増えても、地域の労働市場ですべてのGAIN参加者が就労

できるほどの雇用を確保することが困難な状況にある(Flaming 1999: 33)13。こうした問題は、

GAINによる福祉受給者の就労が、地域の労働市場で雇用を創出する政策的な取り組みがないまま

進められていることに起因する。またたとえ福祉受給者がGAINを通じて仕事を見つけることがで

きても、その賃金や労働条件は決して満足のいくものではなく、地域の全体的な賃金や労働条件

が引き下げられてしまうという結末を生んでいる。

本稿で最後に取り上げた就労支援サービスの民間委託と福祉受給者の派遣労働への就業は、こ

うした動きにさらに拍車をかけている。この点に関しては、福祉受給者の派遣労働への就労その

ものに問題があるというよりは、むしろ派遣労働を通じて社会経済的な上昇を図れるようなシス

テムが欠如していることが問題であると思われる。

根本的な問題は、就労支援サービスの範囲が非常に限定的なことにあり、高等教育、職業教

育、さらに移民女性の場合には英語教育などの広範なサービスを組み入れ、人的資本の育成に努

めていくことが今後、必要となるであろう。典型的な「女性の仕事」に特化しない形で、福祉受

給者を対象に職業訓練や専門的な教育を行うなど、労働市場における性別分業を切り崩すような

施策がなされなければならない。そうした取り組みがなされてなじめて、貧困に苦しむ女性が経

済的に自立し、福祉へ舞い戻ることなく、自らの手で子供を育てることができるようになるので

ある。

現在、行政側は、福祉受給者が就労支援を終了し、就職が決まれば、それで一応役割が終わっ

たと判断しているが、今後は雇用の継続やより良い仕事への転職、キャリア形成や資格・技能の

習得までを視野に入れた包括的な支援へと政策をシフトさせていくことが不可欠である。NCSALL

の提言のように、低レベルの仕事を増やすのではなく、福祉受給者のスキルを長期的な観点から

向上させていくことが重要であろう。

職業クラブの事例に見られるように福祉受給者に対し、低賃金の非正規雇用からの脱却は、勤

勉に働き、職場での自己の評価を高めるといった自助努力によってのみなされるべきであると説

12 特にメディケイドや住宅補助の受給資格を失わないようにするために、何らかの理由をつけてフルタイムで就
労せず、パートで働きながら福祉を受給する人も少なくない (Seccombe 201: 179-183)。

13 ある調査によると、ロサンゼルスでは CalWORKs 受給者の 42％分に相当する雇用しか存在しない (Seccombe 
2010: 176)。
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くことの欺瞞性や地域的な労働市場が抱える構造的な問題、福祉行政の民営化がもたらす弊害な

どは、アメリカの福祉改革に限らず、他国の経験との比較においてもこれから重要な課題となる

と思われる。
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Abstract

Privacy is an essential concept considering the Information Society. However, 

different people with different cultural background have different opinion on 

‘privacy’. The object of this study is to examine how the internet users in China 

perceive and recognize privacy. In this paper, data from four surveys are used.

Three surveys were conducted among three samples - a sample of internet 

users in Japan (October 2008, n=498), a sample of college students in Japan (June 

2010, n=385), and a sample of internet users in China (August 2010, n=481) 

on the awareness of privacy. As an outcome of these surveys we discovered that 

‘privacy’ was perceived and recognized differently in Japan and China. The views 

on some privacy issues were divided among the Japanese samples. In contrast 

to the uncertainty and prudence that Japanese samples showed, the sample of 

Chinese internet users showed significant percentages of positive answers in all 

the questions. However, we found there were two sides in the Chinese sample’

s attitude towards privacy. On one hand, this sample of Chinese internet users 

highly evaluated privacy as an important right; on the other hand, a large portion of 

respondents in this sample agreed to sacrifice privacy of their own or of others in 

some situations.

Another survey were carried out among a sample of users of Renren, a popular 

SNS site in China (August to September 2009, n=136) about the situation of 

disclosing personal information on SNS sites. According to the results of the survey, 

‘protection of privacy’ was the most selected reason for why not opening personal 

information on the site. Meanwhile, there was a disparity in the fact that most 

Renren users in this sample show their real names, facial photos, gender, age, and 

other personal information on the site. There are several reasons for Renren users 

「プライバシー」から見た情報社会
―中国のインターネット利用者のプライバシー意識に関する考察―

Privacy in the Information Society: 
A Study on Awareness of Privacy of the Internet Users in China

楊 素茵・仲田 誠
YANG Suyin, NAKADA Makoto



40

Area Studies Tsukuba 32 : 39–58, 2011

displaying personal information on the site, but according to the comments from 

some of the respondents, we have interpreted that the Renren users in this sample 

didn’t have a solid idea about privacy. Even though they regarded ‘protection of 

privacy’ as something important, they were not practically cautious with posting 

personal information online.

Through the analysis and comparison of the four surveys, we observe that the 

awareness of privacy of the internet users in China has two sides. The word ‘privacy’ 

has become a hot topic related to internet usage in recent years. Chinese internet 

users therefore have a certain idea that privacy is an important issue. However, 

most of them lack solid knowledge of privacy violation and have a vague awareness 

about the risk of personal information leakage. Thus, their awareness of ‘what is 

correct’ does not necessarily equal to their mind that determine how they act in 

reality. And this nature resulted in the gap between their answers to questions and 

their acts.

 

Key words: Recognition of Privacy, Information Society, Internet Users in China  

Ⅰ 問題の設定

1 問題提起
インターネットの進展に連れ、情報社会と呼ばれる現代社会では、個人情報も情報の流れの一

部として、あらゆるネットワークを通じてアクセスできるようになった。このような環境の中、

個人情報を中心とするプライバシーの問題が提起されつつある。

「プライバシー」という考えは数百年前の西ヨーロッパ社会で生まれ、その根幹となるのは

「個人が私的部分を他人から侵害されずに生活を営める」ということである（堀 1997: 10）。

そして19世紀末のアメリカで、マス・メディアが著名人の私生活を暴露する「イエロー・ペー

パー」の風潮があり、プライバシーの侵害に関する多くの裁判が起こされ、「ひとりにしてお

いてもらう権利」として、プライバシーが権利の概念として確立されるようになった（久保田 

1998: 138）。しかし1960年代から、行政機関などへのコンピュータの導入、個人情報のコン

ピュータ処理の進展に伴い、近代的プライバシー権は、「自己に関する情報の流れをコントロー

ルする個人の権利」へと変わった（堀 1997: 11, 久保田 1998: 138-139）。Westin (1968)は、プ

ライバシーを「個人、集団あるいは機関が、自身に関する情報を、いつ、どのようにして、どの

範囲まで他者に伝達するかを、自身で決定しようと主張すること」（堀 1997: 8）と定義した。

さらにWestin (1968)は、プライバシーには「独居(solitude)」1)、「親密(intimacy)」2)、「匿名

(anonymity)」3)、「保留(reserve)」4)の4つの側面があると述べた（堀 1997: 9, 古田・角岡 2003: 
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155-156）。

しかし、「何をプライバシーと考えるかの基準は国や文化によって違う」（堀 1997: 22）。前

述したプライバシーの概念は個人主義と密接に結びついており、アジア社会では成立する基盤を

持たなかったのかもしれないと堀（1997）は指摘した。コンピュータ化に伴う様々な問題はアメ

リカで起きた後日本にも現れたが、現象面では同じように見えても、それぞれ国民の意識の違い

が反映されていると堀（1997）は述べた。

インターネットの普及、情報技術の進展に伴い、近年中国においても、「人肉捜索」5)を代表

とするインターネットにおけるプライバシー問題が話題となった。だが、プライバシーが問題視

される一方、ブログ、SNSサイトなどが中国で進む中、インターネット利用者が個人ページの作

成、日記と写真の掲載などのインターネット・サービスへの興味を失うとは考えられない。で

は、中国のインターネット利用者はプライバシーをどのように認識しているのか。本研究では、

中国のインターネット利用者のプライバシー意識に焦点を当てる。

2 研究目的
本研究の目的は、中国のインターネット利用者はプライバシーをどのように認識しているか、

どのようなプライバシー意識を持っているかを解明することである。そのため、日本のインター

ネット利用者、日本の大学生、中国のインターネット利用者、中国のSNSサイト利用者を対象

に、それぞれ４つの意識調査を行った。本論文ではこれらの調査データを用いて、調査結果を比

較分析し、中国のインターネット利用者のプライバシー意識を考察する。

1)  「独居（solitude）」とは、自分の部屋にこもるなどして、集団から離れ、他者から観察されないこと。
2)  「親密（intimacy）」とは、二人かそれ以上の人から構成される小さな集団において、親密で、リラックスした

率直な関係を持てること。
3)  「匿名（anonymity）」とは、公的な場で、あるいは公共的な行為をしている時に、個人として特定されたり監

視されないこと。
4)  「保留（reserve）」とは、自分が望まない侵入に対して、心理的バリアーをつくること。自分に関してのコミュ

ニケーションを限定する欲求であり、情報を出すか出さないかの選択をすることである。これは心理的な対人
距離を生じることになる。親しい人に対しても、話したくないことは話さないでいられることである。

5)  中国における「人肉捜索」（日本語として、「人肉検索」、「人力検索」などにも訳されている）とは、「インターネット・
コミュニティの力、多くのインターネット利用者の力を借り、ある事件、あるいはある人物の真相やプライバシー
を追及、その詳細を公開しようというものである」（西山 2008）。この現象は 2006 年から見られるようになっ
たとされている。2006 年 2 月、ある女性がネコを虐待する写真と動画がインターネットで流された。女性の
行為に不満を感じたインターネット利用者は自発的に情報検索を行い、当事者を特定した。当事者本人は実名、
居住地などの情報がばらまかれ、批判を浴びた上、職場からも辞退される結果となった。この「ネコ虐待事件」
以降、「人肉捜索」は度々話題にされるようになった。「人肉捜索」は、社会規範に逸脱した言論や行為で公衆
の怒りを買った個人と団体を標的にする場合が多いが、公衆の力を借り、人助けのための「人肉捜索」もある。
それら事件の経緯は様々であるが、個人にかかわる情報が任意に利用される点においては、プライバシー問題
があることは無視できない。
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Ⅱ 調査

1 日本と中国のインターネット利用者のプライバシー意識の比較分析
2008年に日本のインターネット利用者を対象に、2010年に日本の大学生と中国のインター

ネット利用者を対象に、それぞれ「情報社会の価値意識に関する調査」を行った。調査内容には

プライバシー意識に関する質問項目のほか、インターネット利用状況、メディア利用状況、価値

観、ロボット倫理に関する質問項目が含まれる。本論文で主に取り上げるのはプライバシー意識

に関する質問の統計結果である。3回の調査で使用した質問項目はほとんど同じだが、それぞれの

調査対象に合わせて一部の内容を変更した。質問の詳細は後述する。

(1) 調査手順とサンプルの詳細

① 調査1：日本のインターネット利用者を対象に行われた調査

2008年10月21日～28日、日本の調査会社M社に依頼し、割当法（世代・性別）でインター

ネット調査を行った。回収した有効回答数は498名。そのうち男性251人（50.6％）、女性246人

（49.4％）。年齢の分布は、25歳～30歳が81人（16.3％）、30歳～35歳が179人（35.9％）、

35歳～40歳が105人（21.1％）、40歳～45歳が133人（26.7％）。このサンプルをJP1と表記す

る（n=498）。

② 調査2：日本の大学生を対象に行われた調査

2010年6月7日～28日、日本関東地方にある国立大学T大学と私立大学M大学の大学生528名を

対象に紙質の調査票を配り、回答を依頼した。回収した有効回答数は385名。そのうち男性204人

（53.0％）、女性181人（47.0％）。年齢の分布は、18歳～20歳未満が201人（52.2％）、20歳

～22歳未満が159人（41.3％）、23歳～24歳未満が15人（3.9％）、24歳以上が10人（2.6％）

である。このサンプルをJP2と表記する（n=385）。

③ 調査3：中国のインターネット利用者を対象に行われた調査

2010年8月9日～17日、日本の調査会社M社に依頼し、割当法（世代・性別）でインター

ネット調査を行った。回収した有効回答数は481名、そのうち男性263人（54.7％）、女性

218人（45.3％）。年齢の分布は、20歳～25歳が116人（24.1％）、25歳～30歳が158人

（32.8％）、30歳～35歳が147人（30.6％）、35歳～40歳が60人（12.5％）となった。このサ

ンプルをCH1と表記する（n=481）。

こうして、JP1＝日本のインターネット利用者全般、JP2＝日本大学生、CH1＝中国のインター

ネット利用者全般の3つのサンプルが得られた。

(2) 調査1～調査3の結果と分析

① 被調査者のインターネット利用度

被調査者のインターネット利用時間に関する質問項目から、3つのサンプルそれぞれのインター

ネット利用頻度がわかった（表1と表2）。2008年度の調査では一日あたり、2010年度の調査で



43

Area Studies Tsukuba 32 : 39–58, 2011

は一週間あたりという設問の違いがあるが、換算して見ると、3つのサンプルの中、JP2はイン

ターネットの利用頻度が最も低いサンプルであり、JP1とCH1はインターネットの利用頻度が高い

サンプルであることがわかった。

② 日中サンプル間のプライバシー意識の比較

プライバシーに関して、9件の質問項目を設定した。そのうち、項目（1）と項目（2）はプラ

イバシーと公共性の位置付けに関する項目、項目（3）と項目（4）はプライバシーとインター

ネット利用に関する項目、項目（5）から項目（8）はプライバシーと人間関係に関する項目、項

目（9）は非常時のプライバシーに関する項目である。被調査者はそれぞれの質問項目に対し、

「1-そう思わない」「2-どちらかといえばそう思わない」「3-どちらともいえない」「4-まあまあ

そう思う」「5-そう思う」の5段階尺度で回答してもらった。質問表に掲載された質問項目の内容

及び各サンプルの回答の平均値と標準偏差を表3に示す。

(a) プライバシーと公共性の位置付けに関する項目

プライバシーは現代社会において人々の極めて大切な権利であるとともに、公共の秩序を維持

するため、プライバシーの犠牲を要する場合もある。項目（1）と項目（2）はインターネット利

用者にとって、プライバシーが公共の場と社会全体における位置付けを図る項目である。それぞ

れの統計結果を図1と図2に示す。

JP1
（n=498）

利用しない -

一日に1分～30分未満 3.60%

30分～1時間未満 8.60%

1時間～2時間未満 28.50%

2時間～4時間未満 32.50%

4時間以上 26.70%

JP2
（n=385）

CH1
（n=481）

利用しない 0.30% -

一週間に2時間未満 13.80% 0.80%

2-5時間未満 33.50% 6.20%

5-10時間未満 23.10% 13.10%

10-20時間未満 17.10% 28.70%

20時間以上 12.20% 51.10%

注：数値は回答者比率 注：数値は回答者比率

表1  JP1一日あたりのインターネット利用時間 表2 JP2 CH1 一週間あたりのインターネット利用時間



44

Area Studies Tsukuba 32 : 39–58, 2011

注：平均値の下の（ ）内は標準偏差

図1の通り、項目（1）に対し、すべてのサンプルにおいて否定的な回答は少なかった。しかし

JP1とJP2では「そう思う・まあまあそう思う」の回答者がそれぞれ6割を超えた他方、「どちら

ともいえない」の回答者もそれぞれ3割前後占め、プライバシーの犠牲により慎重な態度が見られ

た。また、JP2の否定的な回答が3つのサンプルにおいて最も高く（合わせて22.2%）、看視され

ることに対する反感が強いことが窺われた。JP1とJP2に対し、CH1は「そう思う・まあまあそう

表3 プライバシーに関する質問項目の内容及び各サンプルの回答の平均値・標準偏差

項目 質問項目内容 JP1 JP2 CH1

（1）
街頭の防犯カメラで人々を看視するのは、公共の秩序
の維持のために必要なことだ

3.57 3.30 3.96

(.91) (1.04) (1.04)

（2）
プライバシーの尊重は自由な民主主義社会を確立する
上でのきわめて大切な権利である

3.72 4.02 4.38

(.78) (.78) (.74)

（3）

インターネットの検索エンジン（Googleなど）を使っ
て本人が知らないうちに個人情報が集められるのは、
個人情報が勝手に利用されている点で、実害がなくて
も問題である

3.77 3.87 4.22

(.94) (.93) (.97)

（4）
インターネットのSNSやブログで自分の顔写真を公開
するのはプライバシーの面で問題である

- 3.47 4.19

(1.11) (.77) 6.3

（5）
たとえ相手が友人であっても、相手の収入や職業、家
族構成などについて詳しく聞くことは、プライバシー
尊重の点では問題がある

3.56 3.44 4.18

(.90) (1.02) (.82)

（6）
個人のプライバシーがあまりにも重視されすぎると、
「恥じらい」、「遠慮」、「他者への配慮」といった
集団生活上の美徳が軽んじられる恐れがある

3.29 3.10 3.41

(.88) (.96) (1.10)

（7）
プライバシーについてあまりにも神経質になると、友
人同士でも本音でものごとが語れなくなる恐れがある

3.39 3.36 3.83

(.91) (1.11) (.93)

（8）
自分の病気やちょっとした失敗談などを話題にする
と、友人や知人との距離感がぐっと縮まることがある

3.40 3.67 4.03

(.81) (.95) (.84)

（9）

新聞やテレビ、雑誌などで殺人事件が報道される時、
被害者の職業、人間関係、生い立ち、人柄などの情報
がかなり詳しく報道されることがあるが、こうした情
報は事件の意味を深く知る上で、ある場合には必要な
情報だ

2.99 3.00 3.95

(.98) (1.08) (.89)
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思う」の回答者がそれぞれ77.7%と圧倒的に高い割合を占め、プライバシーより公共性をもっと

重視する傾向が見られた。JP1とCH1の平均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意

差がみられた（t(977)=－6.31, p<.001）。

図1 項目（1）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

項目（2）に対して、項目（1）と同じように、すべてのサンプルにおいて否定的な回答は少な

く、プライバシー尊重の大切さが認められた。JP1では、「そう思う・まあまあそう思う」の回答

者が合わせて6割を超えたが、「どちらともいえない」の回答率が34.9%と3つのサンプルの中で

最も高く、プライバシーの尊重が民主主義社会における位置付けに疑問を持つ態度が窺われた。

これに対しCH1は「そう思う・まあまあそう思う」の回答率が合わせて9割以上と非常に高く、プ

ライバシー尊重の大切さを高く評価する態度が見られた。JP1とCH1の平均値間に有意な差がある

かt検定を行ったところ、有意差が確認された（t(977)=－13.61, p<.001）。

図2 項目（2）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

すべてのサンプルのこの二項目は、性別、年齢、インターネット利用頻度とそれぞれカイ二乗

検定を行った結果、有意差が検出されなかった。

この二項目の統計結果より、プライバシーが公共の場と社会全体における位置付けに関して、

中国サンプルが日本サンプルより公共性を重視する度合が高く、プライバシーを極めて大切な権

利として認識している傾向が見られた。
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(b) プライバシーとインターネット利用に関する項目

項目（3）と項目（4）は、インターネット利用者がインターネットにおける個人情報の取り扱

いに関する態度を探る項目である。それぞれの統計結果を図3、図4に示す。

項目（3）の統計結果では、JP1は「そう思う・まあまあそう思う」の回答率が5割と4つのサン

プルにおいて最も低く、「どちらともいえない」の回答率が38.4%とかなり高い割合を占めた。

対し、CH1の「そう思う・まあまあそう思う」の回答率が8割以上と最も高く、個人情報が勝手に

利用されることに対する問題意識がJP1とJP2よりも強いと見られた。JP1とCH1の平均値間に有

意な差があるかt検定を行ったところ、有意差がみられた（t(977)=－7.49, p<.001）。

図3 項目（3）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

項目（4）は2010年度の調査に補充した内容であるため、JP2とCH1 にのみ回答してもらっ

た。個人の顔写真をインターネット・コミュニティに公開することに対して、JP2では5割の回答

者が問題を感じるのに対し、CH1は8割強の回答者がプライバシーの面で問題があると回答した。

JP2とCH1の平均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意差が確認された（t(864)=－

11.30, p<.001）。

図4 項目（4）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

この二項目もすべてのサンプルにおいて、性別、年齢、インターネット利用頻度とカイ二乗検

定を行った結果、有意差が検出されなかった。

この二項目の統計結果より、インターネットにおける個人情報の取り扱いに関して、中国サン

プルが日本サンプルよりも、インターネットによって個人情報が無断利用される可能性を問題視

する意識が高いことが示唆された。
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(c) プライバシーと人間関係に関する項目

項目（5）～項目（8）は、他人とのかかわりの中で、プライバシーをどのように意識するかを

尋ねる項目である。統計結果を図5から図8に示す。

項目（5）では、JP1とJP2の「そう思う・まあまあそう思う」の回答率は似た割合を示した

が、「どちらともいえない」の回答率はJP1が38.4%とJP2より12%ほど高かった。日本のイン

ターネット利用者は友人との付き合いの中、プライバシー尊重の度を懸念する態度が窺われた。

他方、JP2の「どちらかといえばそう思わない・思わない」の回答率が2割近くと3つのサンプル

において最も高く、2割の日本人学生は友人相手にプライバシーをあまり意識しないということが

示唆された。日本サンプルに対して、CH1は「そう思う・まあまあそう思う」の回答率が8割以上

ととても高く、友人相手にもプライバシーを尊重すべきという意見に賛成する割合が高い。JP1

とCH1の平均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意差がみられた（t(977)=－11.38, 

p<.001）。

図5 項目（5）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

項目（6）では、プライバシーの強調は集団主義との間に相違があるのではないかという意見

への態度を尋ねた。この意見に賛成する（「そう思う・まあまあそう思う」）割合は、JP1では

39.3%、JP2では34%、CH1では64%となった。この意見に反対する（「そう思わない・どちらか

といえばそう思わない」）割合は、JP1では14.4%、JP2では24.4%、CH1では21.6%となった。

JP1とJP2は「どちらともいえない」の割合が高く、この意見に対して態度が曖昧だが、CH1では

多くの人がプライバシーの強調と集団主義にある程度の相違があることを認めた。JP1とCH1の平

均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意傾向がみられた（t(977)=－1.80, p<.1）。

図6 項目（6）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）



48

Area Studies Tsukuba 32 : 39–58, 2011

項目（7）は、プライバシーを過剰に意識すると人間関係に支障をもたらすのではないかという

意見への態度を尋ねる質問である。この意見に賛成する（「そう思う・まあまあそう思う」）割

合は、JP1では48%、JP2では54.5%、CH1では73%となった。この意見に反対する（「そう思わ

ない・どちらかといえばそう思わない」）割合は、JP2が26.3%と3つのサンプルにおいて最も高

かった。なお、JP1は「どちらともいえない」の割合が高かった。中国サンプルでは多くの人がこ

の意見に賛成し、プライバシーを過剰に意識することに反対する傾向が見られた。JP1とCH1の平

均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意差がみられた（t(977)=－7.34, p<.001）。

図7 項目（7）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）

項目（8）では、自分のマイナスのこと、プライバシーの境目にあるプライベートのことを共

有すると、他人との間に親近感が生み出される、という意見に対する見方を尋ねている。この意

見に肯定的な回答（「そう思う・まあまあそう思う」）を出した割合は、JP1では46.6%、JP2

では64.8%、CH1では79.5%であった。この意見に対する否定的な回答（「そう思わない・どち

らかといえばそう思わない」）の割合は、すべてのサンプルにおいて低かったが、JP1は「どち

らともいえない」の割合が4割以上と高く、依然として曖昧な態度が見られた。他方、中国サン

プルはこの意見に賛成する割合が高いことから、中国サンプルは近い人間関係を好み、プライバ

シーの境目にあることを他人と共有することに対して抵抗感が低いということが窺われた。JP1と

CH1の平均値間に有意な差があるかt検定を行ったところ、有意差が確認された（t(977)=－11.83, 

p<.001）。

図8 項目（8）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）
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すべてのサンプルはこれら項目において、性別、年齢、インターネット利用頻度とカイ二乗検

定を行った結果、有意差が検出されなかった。

項目（5）～項目（8）の結果分析より、他人とのかかわり方におけるプライバシーに関して

は、JP1は意見の曖昧さが目立ち、深く考慮を重ねる姿勢を見せた。日本のインターネット利用者

一般に対して、JP2の大学生サンプルは項目内容に対する否定的回答率が4つのサンプルの中で最

も高く、意見に多様性が見られた。この差異は、学生の人間関係が比較的に単純であり、人付き

合いの中でプライバシーを強く意識しないためと考えられる。他方、中国サンプルはすべての項

目において肯定的な回答率が高く、プライバシーの強調と集団主義にある程度の相違があること

を認めるが、友人の間でもプライバシーを尊重すべきという意見への賛成度が高い。同時に、近

い人間関係を好み、ある程度のプライバシーを共有することによって、近い人間関係が生まれる

ことが多い。中国のインターネット利用者サンプルにはこのようなプライバシーと人間関係の図

式が見られた。

(d) 非常時のプライバシー

項目（9）では、犯罪事件の被害者の個人情報の公開に対する意見を尋ねる。「犯罪事件」とい

う非常事態に対し、プライバシーに関する態度がどう変わるかを考察する質問項目である。その

統計結果を図9に示す。

図9の通り、JP1では、公開に賛成する回答（「そう思う・まあまあそう思う」）が31.1%、

反対する回答（「そう思わない・どちらかといえばそう思わない」）が26.7%、中立する回

答（「どちらともいえない」）が42.2%をそれぞれ占めた。JP2では、公開に賛成する回答が

38.5%、反対する回答が30.9%、中立する回答が30.6%と意見が分かれた。日本サンプルは、非常

時であっても個人のプライバシーは守るべきと考える人が多いと言えよう。それに対してCH1で

は、被害者の個人情報の公開に賛成する回答が76.5%と大多数を占め、中立する回答が16.5%、反

対する回答がわずかの7%となった。JP1とCH1の平均値間に有意な差があるかt検定を行ったとこ

ろ、有意差がみられた（t(977)=－16.13, p<.001）。

すべてのサンプルはこの項目において、性別、年齢、インターネット利用頻度に有意差が検出

されなかった。

図9 項目（9）に対する各サンプルの回答（注：数値は回答者比率＝%）
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この結果を項目（2）「プライバシーの尊重は極めて大切な権利」の統計結果と対照すると、中国

サンプルのプライバシーの尊重に関する態度が大きく揺れたことがわかった。項目（9）と項目

（2）の比較より、日本サンプルのプライバシーの尊重に対する立場はある程度一貫しているのに

対し、中国サンプルの立場は一転、被害者のプライバシーは「プライバシーの尊重」から外され

たことが分かった。

(3) 調査1～調査3の結果分析に対するまとめ

プライバシーに関する上記9つの質問項目を分析した結果、日本サンプルは全体的にプライバ

シーの重要性を肯定したが、公共秩序を維持するためにプライバシー権利を譲渡する必要がある

ことも認める傾向にあることが明らかとなった。回答はばらつきが顕著であり、プライバシーに

関する意見の多様性が見られた。また、日本のインターネット利用者全般のサンプルは、プライ

バシーと人間関係に関する項目（5）～項目（8）と非常時のプライバシーに関する項目（9）に

おいて、「どちらともいえない」の回答率が4割前後と高かった。プライバシーを強調しすぎる

と、他人と関係、東洋的集団主義との間に支障をもたらすのではないか、事件という非常事態の

中で被害者のプライバシーをどう扱うか、これらの項目に対する意見の曖昧さが目立った。しか

しこの曖昧さは、日本サンプルがより深い考慮と慎重な姿勢で、プライバシー問題を評価してい

ることを意味するのではないかと考える。

日本サンプルの回答と対照的に、中国サンプルはすべての質問項目において肯定的な回答率が

非常に高く、意見のかたまりが目立った。プライバシー権利の重要性を高く評価した上、時には

プライバシー権利を譲渡する必要性にも高く賛成した。インターネット利用によるプライバシー

問題を意識する度合いも日本サンプルより高かった。プライバシーと人間関係に関する項目にお

いては、プライバシーの強調と集団主義にある程度の相違がある、友人の間でもプライバシーを

尊重すべきだ、プライバシーを過剰に重視すると人間関係に不利がある、ある程度のプライバ

シーを共有することは近い人間関係につながる、これらというすべての項目に対して賛成する度

合いが高かった。

しかし項目（9）と項目（2）の統計結果を対照すると、中国サンプルのプライバシーの尊重に

対する態度が大きく揺れたことがわかった。項目（2）では「プライバシー権利は極めて大切」と

高く評価したが、項目（9）の非常時のプライバシー観では立場が一転し、犯罪事件を知る上で、

被害者の個人情報を公開することに賛成する割合も高かった。このプライバシーに対する態度の

転換から、中国サンプルは日本サンプルよりプライバシー意識が高いと言えるのだろうか、とい

う疑問が生じた。日本と中国の調査結果に差が生じたのは、「プライバシー」の捉え方が日中両

国において異なるためではないかと考えられる。中国サンプルの回答結果から、「プライバシー

は重要」、しかし、場合によっては「プライバシー権利を譲渡するのもやむを得ない」という、

プライバシーに対する二つの見方があると考える。

この疑問を持ち、次の節では中国のSNSサイトにおける個人情報の公開状況に関する調査デー

タを用いて、中国のインターネット利用者のプライバシー意識の実態を更に探る。
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2 調査4：中国のSNSサイト「人人網」における個人情報の公開状況
「人人網（www.renren.com）」は中国のインターネットにおける最大手のSNSサイトであり、

2009年8月の公表によると、登録ユーザー数は7000万に達し、中国のSNSサイト利用者の37%、

中国の大学生インターネット利用者の90%をカバーしている（韓 2009）。ここでは「人人網」

利用者の利用行動と意識に関する調査のうち、「人人網」における個人情報の公開に関する調査

データを取り上げ、「人人網」利用者のプライバシー意識を分析し、調査1～調査3の結果と合わ

せて考察を行う。

(1) 調査サンプル

2009年8月8日～9月12日、「人人網」を利用している大学生数名からの紹介によるスノーボー

ルサンプリングと大学でのグループサンプリングを通して、「人人網」の利用者を対象にアン

ケート調査を行った。回収した204部の調査票のうち有効回答者は136名であった。サンプルの内

訳は男性52人（38.2％）、女性84人（61.8％）。年齢は18~26歳、平均21.3歳（SD=1.798）で

あった。大学生がサンプルの86.8%を占め、大学院生が6.6%、社会人が6.6%となった。

(2) 「人人網」における個人情報の公開状況とその理由

① 「人人網」における個人情報の公開状況

「人人網」の個人ページにあるプロフィール画面には、以下の項目が用意されている。必須項

目として、名前、性別、生年月日、出身地、所在地が設けられている。任意項目として、プロ

フィール写真、学校情報、仕事情報、連絡先（電子メール、電話番号、個人サイト）、趣味など

が設けられている。名前と写真は公開範囲の設定ができず、「全てのユーザーに公開」となって

いる。連絡先は最大「友達」まで公開できる。その他の各項目は「友達まで」「全てのユーザー

に公開」に公開範囲を設定できる。

これらの項目のうち、個人の特定に最も重要と思われる項目、実名、顔写真、性別、生年月

日、出身地、調査対象は学生及び大学を卒業したばかりの社会人と想定していたため、所在地の

代わりに出身校、及び連絡先の電話番号とメール・アドレスに絞って、公開状況を尋ねた。その

結果は、表4の通りである。

136名の回答者のうち、135（99.3%）が実名、121名（89%）が顔写真を公開していることが

分かった。また、すべての回答者は性別を公開してあり、生年月日（89.7%）、すなわち年齢、

出身地（94.1%）と出身校（98.5%）の公開度も非常に高いことが分かった。連絡先では、8割以

上（83.1%）の回答者は電話番号を公開していないが、半数以上（54.4％）はメール・アドレス

を公開している。これらの回答結果に男女差は検出されなかった。

この結果は、調査3で得られた中国のインターネット利用者が、インターネットによって個人情

報が無断利用される可能性を問題視する意識が高い、という結果に相違が見られた。何故このよ

うな相違が存在するのか、次の節ではその理由を分析する。
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表4 「人人網」における個人情報の公開状況（注：数値は回答者比率）

② 「人人網」における個人情報を公開・不公開にする理由

公開と非公開の理由について、川浦らが日本のSNSサイトのユーザーを対象に実施した調査の

設問を参考に質問項目を作成した（川浦ら，2005）。各回答項目を「1-当てはまらない」「2-ど

ちらでもない」「3-当てはまる」の3段階尺度で回答してもらった。回答項目と集計結果は表5と

表6に示す。同時に、それぞれの理由について説明やコメントなどを自由記述してもらった。

個人情報を公開する理由として、「自分が他の人に見つけられるため」に「当てはまる」と選

択した回答者が88.2%と最も多かった、すなわち、多くの回答者は自己が特定されやすいように

個人情報を公開していることが分かった。それに続く理由が「実名公開がサイトの基本原則だか

ら」（75.7%）である。「ネットと実社会を結びつけるため」（62.5%）、「信頼と親密さの証だ

から」（52.5%）もそれぞれ過半数の回答者が選択した。「サイトに対する信頼・安心」は44.8%

と比較的に低い割合を占めた。

公開している 公開していない

実名 99.3% 0.7%

顔写真 89.0% 11.0%

性別 100.0% 0.0%

生年月日 89.7% 10.3%

電話番号 16.9% 83.1%

メール・アドレス 54.4% 45.6% 

出身地 94.1% 5.9% 

出身校 98.5% 1.5%
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表5 「人人網」に個人情報を公開する理由（注：数値は回答者比率）

公開しない理由として、「プライバシー保護のため」に「当てはまる」と選択した回答者が

89.0%と最も多かった。それに続くのが「公開する必要を感じない」（80.2%）、「ネット・セ

キュリティを信頼しない」（75.0%）である。対し、多くの回答者が「当てはまらない」と選

択した項目は「それらの内容で判断されたくない」（39.0%）、「自己を特定されたくない」

（47.1%）、「ネット上で別の自己になるため」（66.2%）である。

表6 「人人網」に個人情報を公開しない理由（注：数値は回答者比率）

(3) 調査4に対する分析

プライバシーを保護する意識、インターネット・セキュリティに対する不信感が高いにも関わ

らず、利用者は「人人網」において、個人が特定されやすいように個人情報を公開していること

が分かった。「人人網」の特徴、個人情報を公開する／しない理由、及び自由記述の内容を合わ

せて、利用者の意識と行動の相違の理由を、以下のように分析する。

当てはまらない どちらでもない 当てはまる

自分が他の人に見つけられるため 5.1% 6.6% 88.2%

実名公開がサイトの基本原則 14.7% 9.6% 75.7%

実社会との結びつき 9.6% 27.9% 62.5%

信頼・親密さの証 10.3% 37.5% 52.5%

サイトに対する信頼・安心 20.6% 34.6% 44.8%

自己宣伝のため 48.5% 27.2% 24.3%

当てはまらない どちらでもない 当てはまる

プライバシーの保護 5.9% 5.1% 89.0%

ネット・セキュリティに対する不信 5.1% 19.9% 75.0%

自己開示に対する懸念 25.0% 21.3% 53.7%

それらの内容で判断されたくない 39.0% 29.4% 31.7%

自己を特定されたくない 47.1% 25.7% 27.3%

別人格の実現 66.2% 22.1% 11.7%
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① 知人間のオンライン・コミュニティ

利用者は、「人人網」で主に連絡する相手は実生活上の友人や知人であることが同調査の結果

より分かった。個人情報を公開する理由として、「友人と連絡する時に便利」、「サイト内はみ

んな知り合いだから、別にサイト側に対して信頼感があるわけではない」という意見があった。

すなわち「人人網」は知人間のネットワークによって形成されたオンライン・コミュニティであ

る。「人人網」で連絡する相手は実生活上の友人から、友人の友人へとネットワークが張られ、

実生活上の繋がりによる信頼関係が高い。このような環境が利用者に個人情報の公開に対する安

心感を与えた。しかし、こういった信頼意識はネット・セキュリティやサイトの運営側への信頼

性に繋がらない。ユーザーが信頼するのはサイトではなく、サイト内で接触する相手である。

また、「自分が他の人に見つけられるため」の選択が最も多いということは、利用者は友人、

知人、長い間連絡してない旧友などに認識されるため、自主的に個人情報を公開していることが

窺える。中国は同姓同名率が高いため、サイト内である名前を検索しても、同じ名前のユーザー

が複数（時には莫大な数）出てくる可能性が非常に高く、一人を特定するには名前以外の情報が

必要だという要因が考えられる。

② 実名制について

「人人網」は「実名ユーザー」制度を設け、実名制を推奨している。登録した名前とアップ

ロードしたプロフィール写真が本人の実名と顔写真であると管理側に認められると、「実名ユー

ザー」に認証される。「実名ユーザー」でないと、サイトの機能の利用が若干制限される。利用

者が個人情報を公開する理由の一つとして、実名制が働いていることが調査結果より分かった。

自由記述ではこの実名制について、「実名制に強いられた感じがある」、「プロフィール写真は

好きな画像を使いたいのに」、「みんな本名でいいと思う」、「実名制に賛成、外部の人とかか

わりたくない」などと、異なる意見が見られた。統計データはないが、筆者が一人の「人人網」

ユーザーとして覚えている限り、実名制が「人人網」で推進される前、実名と実の写真をプロ

フィールに使うユーザーはそれほど多くなかった。従って「人人網」の高い個人情報の公開率に

は実名制の駆使があることは否定できない。しかし、個人情報を公開するユーザーが多ければ多

いほど、「実」の風土がサイト内で形成され、結果として利用者が個人情報の公開に対する懸念

が低下したと考えられる。

③ 利用者のプライバシー意識について

個人情報を公開しない理由として、「プライバシー保護のため」の回答率が9割近くと非常に高

かったが、自由回答からは次のような意見が見られた。

「ネット・セキュリティを深く考えたことはない」

「（個人情報の公開について）あまり考えてない」

「（個人情報の公開は）みんながそうしているから」

「住所とメール・アドレスとかはやっぱり慎重に扱う」
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「一部の情報（連絡先）は公開すると日常生活に差し支えがあるかも」

これらの意見から、回答者は「プライバシー保護」を理由に個人情報の公開レベルを設定して

いるが、実際「プライバシー」についてどの程度認識しているか、「プライバシー保護」の回答

率の高さは、「プライバシー意識の高さ」に対等するのだろうか、これらの問題に懸念した。

表4に示すように、利用者は電話とメール・アドレスの公開にはより慎重だが、名前と顔写真は

公開しており、公開することに対する不安感が低いことが窺われた。

「連絡先（電話、メール・アドレス）を公開したら、電話やメールが直接くると何か面倒な

ことが起こるかもしれないが、接触する機会がなければ名前と顔を知られても実害はないだろ

う。」名前と顔写真の公開には前述したサイトの実名制や知人間ネットワークの特質による影響

があるが、しかし14億の人口と広い国土を持つ中国では、このような考え方を持つ人は珍しくな

いと考えられる。特にまだ特別な社会的地位を持たない若者層にとって、このような考え方故に

個人情報を公開している人は少なくないと推測される。調査4の分析より、「人人網」利用者が

個人情報の公開における意識と行動の相違には、このような考え方の存在が示唆された。すなわ

ち、「プライバシー保護」の重要性を認める一方、実際にプライバシーが侵害されるリスクに対

する認識度は低い。「人人網」利用者サンプルのプライバシー意識には、このような二つの側面

があることが示唆された。

Ⅲ 考察

本研究の目的は、中国のインターネット利用者のプライバシー意識を考察することである。そ

のため、日本と中国のインターネット利用者を対象に行った調査1～調査3のデータ、中国のSNS

サイトにおける個人情報の公開状況に関する調査4のデータを用いて、調査結果を比較分析した。

調査1～調査3の分析結果によって、日本と中国の調査結果に差が生じたのは、「プライバ

シー」の捉え方が日中両国において異なるためではないかと考えた。中国サンプルの回答結果か

ら、「プライバシーは重要」、しかし、場合によっては「プライバシー権利を譲渡するのもやむ

を得ない」という、プライバシーに対する二つの見方があることが示唆された。

調査4では、「人人網」利用者が個人情報の公開における意識と行動に相違が見られた。利用者

が個人情報を公開する・しない理由を分析した結果、個人情報の公開における意識と行動の相違

には、「プライバシー保護」の重要性を認める一方、実際にプライバシーが侵害されるリスクに

対する認識度は低く、利用者のプライバシー意識に二つの側面があることが示唆された。

これらの調査を重ねることで、日中における「プライバシー」に関する価値観の違いが明らか

になった。また、中国のインターネット利用者のプライバシー意識には、二つの側面があること

が調査結果に示唆された。

近年の中国では、プライバシー問題がメディアで度々提起され、人々は「プライバシー保

護」、「プライバシー権利」などの言葉をよく耳にするようになった。しかし人々は実害が見

えるところでしかプライバシーを問題視しておらず、それ以外の多くの場合では、「プライバ
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シー」は一つのスローガンに過ぎないのではないかと考える。インターネットにおいては特にそ

うであろう。インターネット利用者は、インターネットによって個人情報が任意に利用される可

能性があるということを常識として認識しているが、多くのインターネット利用者にとって、個

人情報が利用されたことに気づき、それによって実害を感じた経験は少ないだろう。従って人々

はプライバシーに関する態度を聞かれると、プライバシーの重要性を認めるが、実際の行動から

みると、個人情報の取り扱いにはそれほど慎重ではなく、実際にプライバシーが侵害されるリス

クに対する認識度が低いと考えられる。

しかし、「プライバシーは重要、だが場合によってはプライバシー権利を譲渡するのもやむを

得ない」、そもそもこのような見方に問題はない、むしろ正常な見方であろう。疑問を感じさせ

たのは、中国サンプルCH1の回答に見られた意見のかたまりであった。これに対し、中国の回答

者はある問題について質問される際に、「私の考え方」よりも、「正当な考え方」を選択する傾

向があるのではないかと考える。その結果、調査結果に反映するのは「私の考え方はこうだ」で

はなく、「○○はこうであるべきだ」ということになる。つまり、「私は正当な考え方を支持す

るが、それは必ずしも私の行動を導く方針ではない」。正当性を考慮した意識と、実際の行動を

指導する意識、このような二つの側面が、中国のインターネット利用者のプライバシー意識の実

態ではないかと考える。

本研究で用いた調査データは、質問項目によるプライバシー意識の限定的な側面を図るもので

あった。調査4は被調査者に特性があり、得られた回答も少なかった。これらの限界があるため、

中国のインターネット利用者のプライバシー意識をさらに解明するには、さらなる研究が必要で

ある。
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Summary

The H1N1 influenza outbreak - from the spring of 2009, which began in Mexico 

and quickly spread to the U.S. and throughout the world, was labeled a pandemic in 

June 11, 2009 when the WHO raised the influenza pandemic alert to phase 6.  The 

outbreak, which received the heaviest news media coverage in Japan during April 

and May 2009, peaked in mid-May 2009.  However, media coverage of the H1N1 

influenza was comparatively limited during the months of July and August, during 

the months where risk of infection was actually increasing.  This study conducted 

two identical surveys in May and September 2009 (May 2009, n=150; September 

2009, n=148) among a panel of university undergraduate students in Japan to 

investigate the effects of media coverage of the H1N1 influenza outbreak and the 

changes in attitudes, knowledge and behavior right after the heaviest period of 

media coverage and after three months of limited coverage.  

We discovered that anxiety towards the H1N1 influenza virus and the 

perception of importance of the issue was significantly higher in September 2009 

when compared with the same students from May 2009.  We believe this rise in 

anxiety and perception of importance was due to the actual rise in risk of contagion 

of the H1N1 influenza virus in September 2009.  This study also found that among 

this sample of Japanese university students, information access was most commonly 

through television.  Even though active information access by the Internet is 

available, a majority of the students in this sample preferred receiving information 

more passively.  Also among this sample, we were not able to observe any 

differences or changes in either May 2009 or September 2009 in countermeasure 

A型H1N1亜型インフルエンザ報道の影響に関する研究
The Effects of Japanese News Coverage on the H1N1 Influenza A Virus
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behaviors to avoid contagion of the H1N1 virus.  Although awareness and 

heightened alert was visible among the sample in both periods, such changes in 

attitude did not lead to changes in behavior among this sample of students, such as 

acquisition of more information actively or increase in countermeasures.

Through assessment by a textual analysis of the open ended responses in this 

survey, we have interpreted that the anxiety towards the H1N1 influenza in May 

2009 was due to the lack of information about the H1N1 influenza virus itself, and 

in September, we have interpreted the anxiety to be due to the powerlessness that 

the respondents were reporting due to the discontent towards the countermeasures 

being provided by the public authorities and lack of information on what could be 

done by individuals to prevent contagion.  In September 2009, a large portion of 

the respondents commented on the Japanese government’s measures on procuring 

vaccination medication for the H1N1 virus.  We can infer that the university 

students, who were ineligible for receiving vaccination in this survey, were feeling 

dissatisfaction of the Japanese government’s measures during this period.  

Keywords: Risk perception, H1N1 influenza, media news, anxiety

キーワード：リスク認知、新型インフルエンザ、メディア報道、不安

 

概 要

米国とメキシコにおいて、（A型H1N1亜型）新型インフルエンザ・ウイルスのヒトへの感染例

が確認されたことを受け、2009年4月25日、世界保健機関(ＷＨＯ)は公式に新型インフルエンザ

に対する警戒を表明した。日本では、2009年4月から5月にかけて、各メディアで新型インフル

エンザに関する報道が繰り返された。朝日新聞の報じた新型インフルエンザに関する記事数を調

べたところ、報道量のピークが5月の中旬に確認されたのに対して、より感染リスクが高まった7

月-8月における報道量は減少していた。本研究では5月と9月に、同じ調査協力者を対象に同じア

ンケート調査を2回行い、2回の調査データを分析・比較し、メディア報道が人々の新型インフル

エンザに関する知識や意識、行動に与える影響性を明らかにした。調査の結果より、2009年9月

の「新型インフルエンザ」に対する「不安感」や「重要度」は、2009年5月と比べて高くなって

いたことがわかった。これは9月になって実際の感染リスクが高まっていたため、不安感や重要度

も上昇したと考えられる。本研究で、マス・メディアの「新型インフルエンザ」に関する報道量

は、5月と比べて、7月～8月には顕著に減少していることもわかった。2009年のような状況にお

いて、「新型インフルエンザ」に関して満足できるような情報を入手することが難しくなってい

たと考えられる。そのため、自分の知識の十分さが減り、ゆえに政府対策と個人対策に対する満
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足度が下がったといえる。

I 問題の設定

1 リスク認知とマス・メディア
｢リスク(risk)｣という言葉は、一般的に危険、恐れという意味で用いられる場合が多いが、リス

ク研究の分野では、「生命の安全や健康、資源や環境に、危険や損害など望ましくない事象を発

生させる確率、ないし期待損失」(日本リスク研究会, 2000)というように捉えられている。一般の

人々はリスクを認知する際、マス・メディアやその他の情報源から得られたリスク事象に関する

様々な情報とそれまでの知識やそのリスクに対する感情などによって、直感に基づいてリスクを

判断する場合が多い。リスク・アセスメントなどのように、客観的な数値をもとにおこなわれて

いる評価ではないことが多く、そのため、人々が何をリスクと考えるかは、客観的なリスク評価

に基づく専門家の判断とは大きく異なる(Slovic, 1987; Fischhoff et al., 1984)。このことにより、

リスク情報を認知する際に用いる情報処理の仕方によって「認知バイアス」が起きることや、断

片的なマス・メディア情報に基づくリスク認知によって客観的評価と乖離することがある。ま

た、客観的な情報がないのに、メディアの断片的な情報を基に、何かに対してそれが危険である

と考えることもある。特に、リスク・イメージは、「恐ろしさ」「未知性」「災害規模」の3つの

要素によって構成されているので（Slovic, 1987）、これらの要素が含まれているマス・メディア

やその他の情報は、リスクの認知を左右する。

2 新型インフルエンザの情報の流れ
2009年3月下旬より、メキシコや米国においてSwine-origin InfluenzaA型H1N1亜型（以降、新

型インフルエンザ）の豚からヒトへの感染例及び、ヒトからヒトへの感染例が確認された。日本

では2009年5月9日、国内初の感染者が確認された。厚生労働省発表のデータによると、5月31日

付の累計感染者数は376人、7月24日には4986人、8月16日には9776人であった。さらに、8月

15日に国内初の死亡者が発生した。以上のデータより、5月から8月にかけて、新型インフルエン

ザの感染リスクが増大していた。

2009年の新型インフルエンザ感染者や死亡者の急速な増加によって、各国の新型インフルエン

ザ対策も強化された。2009年10月24日、アメリカ政府は、オバマ大統領が2009年の新型インフ

ルエンザ（H1N1型）について国家緊急事態を宣言したと発表した。また2009年10月23日、米疾

病対策センター（CDC）は、新型インフルエンザが米国内50州のうち46の州に蔓延していると発

表した(ワシントン、2009年10月24日、ロイター)。日本においては、厚生労働省が2009年4月

28日に「新型インフルエンザ対策本部」を設置し、国民に新型インフルエンザに関する情報や個

人の対策に関する情報を提供していた。

しかし、人々は新型インフルエンザに関する情報を得るために、公的機関ではなく、一般メ

ディアを利用する場合が多い。 2008年8月から9月に2032人を対象として実施された東京都生
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活文化スポーツ局発表の「都民生活に関する世論調査」によると、新型インフルエンザ発生時

における情報の入手先として「テレビ」と答えた割合が95.5％と最も多く、次いで「新聞」が

53.3％、「ラジオ」が19.0％と続いた。多くの人が情報源としてマス・メディアを利用している

ことが判明した。

また、東京都が行うべき対策として「新型インフルエンザに関する正しい知識を普及する」と

答えた割合が63.4％と最も高かった。しかし、情報源として公的機関の広報を利用する割合は、

「東京都や区市町村のホームページ」が9.5％、「東京都や市区町村の広報紙」が8.5％と低かっ

た。これらの結果より、人々は新型インフルエンザに関する正しい知識の普及を重要視している

一方で、情報源として公的機関の広報を利用する割合が低く、多くの人がマス・メディアを利用

していることがわかった。日本において、メキシコ発の新型インフルエンザの初めての感染者が

確認された2009年5月と比較して、新型インフルエンザによる感染リスクが高まった2009年9月

におけるメディアの報道量は減っている。

朝日新聞のデータベース「聞蔵」の検索の結果、新型インフルエンザに関する記事数を調べた

ところ、5月の中旬頃は、多い日には1日100件を超え、月平均71.25件であった記事数が、7月-8

月は1日に20件程度と減少していた（図１）。この結果より、5月と9月を比べると、人々の「新

型インフルエンザ」に関する情報への接触量に差があると示唆できる。

図1 月別新型インフルエンザ報道量の比較（朝日新聞データベース「聞蔵」より）
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3 本研究の目的
今回の新型インフルエンザの流行に関して、多くの人が情報源としてマス・メディアを利用し

ていると想定される。実際の感染リスクの高まりに反して、マス・メディアの報道量が減少する

ことによって、新型インフルエンザに関する知識、意識や行動に影響があると考えられた。

本研究では、2009年において新型インフルエンザに感染する危険性があって、メディア接触量

が多いと考えられる日本の大学生を対象に以下のRQに基づいて調査を行った。

RQ：新型インフルエンザに関するメディア報道量が増大している2009年5月期と、より感染リス
クが高まっている2009年9月期において、新型インフルエンザに関する人々の知識や行動、
意識にどのような変化がもたらされたか？

II 調査

1 調査の概要
本調査では茨城県の国立T大学の大学生を調査対象として、異なる時期に同じ内容の調査を2回

行った。調査時期は1回目が2009年5月25日～26日、2回目が9月7日～8日である。調査対象の年

齢は18～21歳、5月の有効回答数は150(男＝86名、女＝64名)、9月の有効回答数は148(男＝86

名、女＝62名)であった。質問紙には以下の調査項目が含まれている。

表１ 質問項目内容一覧

項目 項目内容

1 普段、ニュース情報を最も多く得ているメディアは何か

2 「新型インフルエンザ」ついて最も多くの情報を得たメ
ディアは何か

3 現在「新型インフルエンザ」について不安や恐ろしさを
感じているか

4 世界的に「新型インフルエンザ」の問題は重要だと思う
か

5 「新型インフルエンザ」について自分の知識は十分だと
思うか

6 「新型インフルエンザ」について自分から積極的に情報
を得ようとしたか

7 自分の「新型インフルエンザ」対策は万全だと思うか

8 日本政府や医療機関の「新型インフルエンザ」対策は万
全だと思うか
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2 データ分析結果

(1) 平均値と標準偏差
各項目の平均値と標準偏差から以下のことが確認された。新型インフルエンザに対する不安感や

重要度、また個人的な対策の満足度の平均値は上昇している。それに対して、新型インフルエンザ

の知識の十分さや積極的な情報入手、政府の対策に関する満足度の平均値は下がっている(表２)。

表２ 平均値と標準偏差

(2) 情報行動
メディア使用に関する調査から以下のことが分かった。

①質問項目：普段、ニュース情報を最も多く得ているメディアはどれですか？

最も多く利用されているメディアはテレビで、5月は42.0%、9月は43.9%という回答を得られ

た。パソコンによるインターネット利用がそれに続き、5月は30.0%、9月は36.5%であった。パ

ソコンによるインターネット利用率と携帯サイトの利用率を合わせると、5月は50.0%、9月は

48.7%と、テレビの利用率より高くなっている。この結果より、テレビとインターネットが本調

査の被調査者である大学生の主な情報入手メディアであることが分かる(表３)。

5月(N＝150)9月(N＝148)

Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ

項目3 2.83 1.16 3.08 1.10

項目4 3.77 .92 3.83 .84

項目5 2.70 1.05 2.66 .97

項目6 3.05 1.13 2.57 1.11

項目7 1.95 .93 2.07 .94

項目8 2.98 0.96 2.70 0.86
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表３ ニュースメディアの使用頻度の比較（単位：人）

②質問項目：「新型インフルエンザ」について最も多くの情報を得たメディアはどれですか？

「新型インフルエンザ」について最も多くの情報を得たメディアとして、テレビが5月は

47.3%、9月は55.4%と最も高い割合をみせた(表４、表５)。この結果は2008年8月～9月に実施さ

れた、東京都生活文化スポーツ局発表の「都民生活に関する世論調査」と同様の傾向を示してい

る。これより「新型インフルエンザ」の情報源として最も多く利用したメディアもテレビである

ことが分かった。

表４ 新型インフルエンザの情報源（単位：人）

５月 ９月

新 聞 4.7％（7人） 5.4%（8人）

テ レ ビ 42.0％（63人） 43.9%（65人）

ラ ジ オ 2.0%（3人） 1.4%（2人）

インターネット 30.0％（45人） 36.5%（54人）

携 帯 サ イ ト 20.0％（30人） 12.2%（18人）

そ の 他 1.3%（2人） 0.7%（1人）

５月 ９月

新 聞 2.7％（4人） 3.4%（5人）

テ レ ビ 47.3%（71人） 55.4%（82人）

ラ ジ オ 1.3%（2人） 0.7%（1人）

インターネット 27.3%（41人） 26.4%（39人）

携 帯 サ イ ト 18%（27人） 7.4%（11人）

そ の 他 3.3%（5人） 6.8%（10人）
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表５ テレビの使用頻度（単位：人）

③質問項目：現在、「新型インフルエンザ」について不安や恐ろしさを感じていますか？

上記の質問項目に対して、不安を「ある程度感じる」及び「非常に感じる」と答えた人の割合

は、5月には38.7%、9月には46.6%と増加している。それに対して、不安を「全く感じない」及

び「あまり感じない」と答えた人の割合は、5月には46.7%、9月には37.2%と減少していた（図

２）。

図２ 不安感の月別比較

5月の平均値と9月の平均値を比較するｔ検定を行ったところ、ｔ(296)＝1.90,p＜.10と、有意

な傾向がみられた。以上の結果より、5月と9月において、新型インフルエンザに対する不安に有

意差があることが示唆できる。

５月 ９月

必 ず 毎 日 12.7%（19人） 10.8%（16人）

ほ ぼ 毎 日 32.0％（48人） 34.5%（51人）

週に数回 24.0％（36人） 22.3%（33人）

月に数回 8.0％（12人） 17.6%（26人）

全くない 23.3%（35人） 14.9%（22人）
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④質問項目：世界に「新型インフルエンザ」の問題は重要だと思いますか？

「新型インフルエンザ」問題の重要度を尋ねたところ、5月には「ある程度思う」及び「非常に

そう思う」と回答した割合が74%、9月は77.7%と、5月と9月のいずれの時期においても重要視さ

れていることが分かった。一方で、「全く思わない」及び「あまり思わない」と答えた人の割合

はそれぞれ14%、9.5%であった（図３）。

図３ 重要さの月別比較

5月の平均値と9月の平均値を比較するt検定を行ったところ、t(296)＝.56,n.s.と、有意差は確認

できなかった。

⑤質問項目：「新型インフルエンザ」について自分の知識は十分だと思いますか？

上記の質問項目に対して、「全く思わない」及び「あまり思わない」と回答した人は、5月は

45.3％、9月は50.7%であった。それに対して、「ある程度思う」及び「非常にそう思う」と答え

た割合は、5月に26.7%、9月に25.0%と、大きな違いは確認できなかった（図４）。
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図４ 知識の十分さの月別比較

5月の平均値と9月の平均値を比較するt検定を行ったところ、t（296）＝.32,n.s.と有意差は確

認されなかった。

⑥質問項目：「新型インフルエンザ」について自分から積極的に情報を得ようとしましたか？

上記の質問項目に対して、「全くしていない」及び「あまりしていない」と答えた割合は、5月

に36.7%であったのに対して、9月は54.1%であった（図５）。

図５ 積極的な情報入手に関する月別比較
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さらに、積極的な情報入手に関して、5月の平均値と9月の平均値を比較するt検定を行ったと

ころ、ｔ(296)＝3.73,p＜.01と有意差が確認された。この結果より、新型インフルエンザについ

て、5月はより積極的な情報入手を行っていたことが分かった。

⑦質問項目：自分の「新型インフルエンザ」対策は万全だと思いますか？

上記の質問項目に対して、自分の「新型インフルエンザ」対策は万全だと「全く思わない」及

び「あまり思わない」人の割合は、5月には74%、9月には72.3%であった。「ある程度思う」及

び「非常にそう思う」人の割合は、5月には6%、9月には8.2%であった（図６）。

図６ 自分の対策の万全さの月別比較

5月の平均値と9月の平均値を比較するｔ検定を行ったところ、ｔ(296)＝1.18,n.s.と有意差は検

証されなかった。「新型インフルエンザ」対策について「全く思わない」人の割合は、5月の38%

から9月の29.7%に減少していることが分かった。しかし、「全く思わない」及び「あまり思わな

い」と回答した人の割合の変化はあまり見られなかった。

⑧質問項目：日本政府や医療機関の「新型インフルエンザ」対策が万全だと思いますか？ 

上記の質問項目に対して、「全く思わない」及び「あまり思わない」と答えた人の割合は、5月

には30.7%、9月には41.9%であった。対して、「ある程度思う」及び「非常にそう思う」と答え

た人の割合は、5月には32.7%、9月には18.3%と減少していた(図7)。
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図７ 政府対策万全さの月別比較

5月の平均値と9月の平均値を比較するt検定を行ったところ、t(296)＝2.63,p＜.01と有意差が

確認された。以上の結果より、5月から9月にかけて、政府対策に対する不安が高まっていたこと

が示唆される。

(3) 相関分析
本研究では、「新型インフルエンザ」に関する知識と積極的な情報入手との間の関連性を調べ

るために、相関分析を行った。その結果、5月に（r＝.533,p＜.01）、9月に（r＝.527,p＜.01）

と、いずれの時期においても正の相関が検証された。

また、「新型インフルエンザ」に関する積極的情報入手と「不安」との間に相関分析を行った

結果、正の相関が検証された。報道量が最も多かった5月（r＝.248,p＜.01）と、報道量が沈静化

した後の9月（r＝.424,p＜.01）を比べると、9月の相関が強いことが分かる。

さらに、「新型インフルエンザ」に関する知識と自分の対策への自信との間で相関分析を行っ

たところ、5月（r＝.337,p＜.01）、9月（r＝.387,p＜.01）と、いずれにおいても正の相関が示さ

れた。この結果は、東京都が行うべき対策として特に重要なものは「新型インフルエンザに関す

る正しい知識を普及する」と回答された、東京都生活文化スポーツ局発表の「都民生活に関する

世論調査」と一致している。

新型インフルエンザについての「不安」と「重要度」との間の相関分析結果は、5月（r

＝.475,p＜.01）、9月（r＝.404,p＜.01）と、正の相関があった。「新型インフルエンザ」に対す

る不安が高まるにつれて、一層重要視される傾向がみられる。



71

Area Studies Tsukuba 32 : 59–80, 2011

III 考察

2009年5月に日本国内で初の新型インフルエンザ感染者が確認されて以来、その感染者は増加

し続けたが、その後、全世界的に新型インフルエンザの猛威は収束に向かい、2010年に入ってか

らはあまりニュース項目として報道されなくなった。ただし、2009年において、パンデミックと

しての猛威をふるった。

2009年8月15日には沖縄県でインフルエンザ感染による初めての死者が確認され、その後も感

染者と死亡者は増加していたにもかかわらず、感染者発生の初期と比べて、感染の拡大によって

感染リスクがより高まっていた9月において、メディアの報道量は減少傾向をみせていた。

そこで、本研究では以下のRQに基づいてメディア報道が人々の新型インフルエンザに関する知識

や意識や行動に与える影響性の調査を行った。

RQ：新型インフルエンザに関するメディア報道量が増大している2009年5月期と、より感染リス
クが高まっている2009年9月期において、新型インフルエンザに関する人々の知識や行動、
意識にどのような変化がもたらされたか？

調査の結果より、2009年9月の「新型インフルエンザ」に対する「不安感」や「重要度」は、

2009年5月と比べて高くなっていたことがわかった。これは9月になって実際の感染リスクが高

まっていたため、不安感や重要度も上昇したと考えられる。

本研究で、マス・メディアの「新型インフルエンザ」に関する報道量は、5月と比べて、7月

～8月には顕著に減少していることもわかった。2009年のような状況において、「新型インフル

エンザ」に関して満足できるような情報を入手することが難しくなっていたと考えられる。その

ため、自分の知識の十分さが減り、ゆえに政府対策と個人対策に対する満足度が下がったといえ

る。

本調査では、大学生が情報を最も多く得ているメディアは、視聴者へ一方的に情報を提供する

傾向のあるテレビであることがわかった。これより、以前と同様で若者が情報を得る姿勢が受け

身であることが窺える。インターネットを使用することで、入手することができる情報は多い。

しかしながら、積極的に情報を入手する人の割合が少ないことから、大学生においては、必ずし

も能動的な情報入手は行われていないと言えよう。さらに、「新型インフルエンザ」に対する意

識が高まっても、積極的な情報入手や対策行動には変化が見られないことが示唆された。これ

は、意識の高まりが、実際の情報入手や対策行動に結びついていないためであると考えられる。

新型インフルエンザについての自由記述の内容としては、新型インフルエンザに対する不安

感、政府や学校における対策への不満、メディアに対する不満が多数を占めていた。しかし、そ

の一方で「特に身近には感じていない」などの答えもあり、一部では新型インフルエンザが差し

迫った問題として認識されていないことが窺える。

2009年5月の不安感は、新型インフルエンザに対する知識の不足から生じた不安感である。そ



72

Area Studies Tsukuba 32 : 59–80, 2011

れに対して、2009年9月の不安感は、実際の感染リスクが上昇している中で、公的な対策への不

満や、個人でできる対策に関する情報の不足などから無力感を感じているためだと考えられる。

2009年9月の自由記述回答の中で、政府の対策の問題としてワクチンについて指摘する回答者も

多くいた。しかし、調査対象である大学生はワクチンの接種対象外であるため、ワクチンの問題

も政府対策の不満へと変わっていくと考えられる。

今回の調査結果は、質問紙の質問項目による限定的な側面を測定するものであり、また被調査

者も少なかったため、新型インフルエンザに関するメディア報道の影響性をさらに説明するため

に、さらなる研究が必要であろう。
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参考資料1

５月自由記述
不安に関する記述

1. 第二波が発生するのがこわいと思う

2. 変異がどこまで進んでいるか不安。今回のことでH5N1に対して何らかの予行ができれば

良いと思う

3. いつごろ終わるかが不安
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4. 怖いです。＊＊祭が中止になったら困る

5. いつ収束するか全くわからないので不安。夏休みが短くならないか心配

6. 友人や家族に感染ないかと心配？

7. アメリカ初めて死者が出たので、日本でも同じことが起こらないかが心配です

8. 兵庫県に親戚がいるので心配です

9. 諸外国に比べ、日本では急速に広がっているような気がして不安です

10. 大流行するのが怖い

11. 世論では弱毒性だから大丈夫だという意見が多いが、このインフルエンザが活動を弱める

この時期にあれだけの感染者が出た異常性に気付くべき

12. 国内感染者が増えているので、気をつけねばならないと思う

13. Ｔ市に来れないんじゃないの？

14. 隔離されると寂しくなります

15. 首都圏に感染者が出るのも時間の問題だと思う

16. 感染したくありません

17. 死に至るわけではないらしいから別にいいけど、すれ違ったくらいでも感染するというの

は恐ろしく思う

18. 感染経路，原因などの調査を早く進展させてワクチンを作るなど、安心できる環境にも

どってほしい

19. 日本国内で発生はしているけれど、なるべく外に出ないように買いだめする程ではないよ

うだしでも外出は控えろとも注意される。色々とあいまいで対応に、困る

20. 学内、宿舎という閉じた空間で感染者が出たりしたら困ると思う

21. あまり気をつけてニュースを見ていなかったので、もっと気をつけなければいけないなと

思った

22. 首都圏に広がるのも時間の問題だと思う。インフルエンザにかかったからといってその人

たちが周囲の人から影口をたたかれたりするのは非常に理不尽だと感じる

休校に関する記述

1. Ｔ市に感染者が出て、休講になると、夏休みになるだあろう補講が長期休業の予定がたて

にくくなる都合が悪くなる原因になる

2. 早く休校になってほしい

3. 「新型インフルエンザ」の影響で休講になり、＊＊祭が中止になったりすると困る

4. 夏休みが短くなるなら、休校はいりません

5. 休校になったとして、それで本当に流行に対処できるとは思えない

6. 今休校になられると色々都合が悪いので早く鎮静化してほしいと思う。あと都市機能麻痺

されるのも嫌だ
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7. ＊＊祭が実行されるのかがとても気がかりです。また、大学が休講になると、夏季休暇は

ず削られるということにもとても不便や怒りを感じます。予定も色々あるので。休講の場

合、宿舎生じゃ帰省しなければならないと聞きましたが、ほとんどが電車で、東京を通過

すると思います

8.  休校は嫌過ぎる

9.  本当に季節性のものとそんなに変わらないのなら安心です。ただ正直いまは一週間くらい

休校になって実家でゆっくり休みたいです

10.  休校にならないで欲しいです

11.  大学全学休校にならないようにみんなで気をつけましょう

12.  全学に休校になったら困る

13.  いつ関東圏で感染者がでるか心配、休校にならないと良いと思う

14.  授業が平常通り進んでくれることを望んでます

危険性の低さに関する記述

1. あんまり危険じゃないんじゃないかと思う

2. ほとんどの人が抗体を持っているので、あまり騒ぐことじゃないと思う。私達学生は多分

持っていないので、手洗いうがいをしっかりとしたい

3. まだ弱毒性なので強毒性が出現するまで問題ない

4. 新型インフルエンザに対して、そこまで恐怖を感じません。弱毒性なのが一番の要因だと

思います。むしろいまのうちにかかっておいて免疫をつけておいたほうが得なのではない

かと思っています

5. そんなに恐ろしいものなのか？

6. 弱くね？

7. 感染力は強いが弱毒性であるため、感染すること自体を恐れる必要はあまりないと感じ

た。また、国や地方公共団体が行う感染防止策は、季節性インフルエンザと同程度に留

め、あとは個人の注意（手洗い、うがいの励行やマスク着用など）に委ねても良いと思う

8. 感染したら早めに病院行けば特に心配することはないと思う

9. 季節性インフルエンザぐらいの気持ちで行けばいいと思う

10. 新型のウイルスで、ワクチンやその他の対処の仕方やウイルスの感染力が未知数だから世

界は混乱しているのだと思うけど、実際は、病状もあまり深刻ではないと聞いているので

心配していない

メデイアの不満に関する記述

1. マスコミの報道のやり方のおかしさ

2. いろいろな情報をまとめて考えると、「季節性インフルエンザ」とあまり変わらないらし

いので、少し騒ぎすぎではないかと思う。確かに、インフルエンザにかかると、かなり辛

い思いをする。また政府も柔軟な対応をして欲しい
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3. 最初は騒いだりしていて 今は そんなに話題にしなくなったりと ころころ態度変わっ

てこっちとしてはどうすればいいのか少しとまどった

4. テレビやインターネットでの情報が安定しない。人によって言っていることがバラバラな

ので、どの情報を信じていいのかわからない

5. さわぎすぎ

6. 日本と反応がｇｄｇｄすぎる

7. 政府やマスメディアは騒ぎすぎだと思う

8. 弱毒性なのに今の対応は少しやりすぎかもと思います

9. 情報を得るのは非常に重用ですが、メデイアがやりすぎかと思います

10. 弱毒性だと伝えられていたのに政府は過剰反応しすぎだと思う

11. 季節性と症状は大差ないのだからあまり騒ぎすぎる必要はないと思う

12. 感染力が非常に強いとのことですが、きちんと対処すれば通常のインフルエンザと同様に

治療できると聞いたので、近頃の世間の対応は少々大げさなのではないかと思います

13. テレビ等で煽てられすぎだと思います。手洗い、うがい等で予防できてタミフルも効くな

ら普通のインフルエンザと変わらないじゃないですか

14. 世界的に見れば死者も出ているが、新聞等を見る限りではそれほど毒性は強くないような

ので、あまりに過剰に反応する必要はないと思う。新型インフルエンザを警戒力あまり感

染者でない患者まで受診拒否されたなどという記事も読んだが、内情をよく知らないまま

パニックになるのは避けるべきだ

15. 騒ぎすぎ

16. 季節性インフルエンザとあまり変わりがないように思われるのに、メディアや不機関があ

まりにも過剰反応しているような印象を受けている。（私の情報収集不足なだけかもしれ

ないが…）

17. 大学のHPの対応に不満。日本で感染者がでるまでは頻繁に情報を更新していたのに、で

てからは全く更新しなくなった。また、休講についても「国内で出たら」→「関東…」→

「茨城」…以下無限ループという無様な対応である

18. 日本国民はよくTVをみて、信じているなと感じた

特に何もない

1. 特になにも

2. 正直、よくわからない

3. あんまり情報を得られないのでわかりません

4. 特にないです。

対策に関する記述

1 対策をしっかりしなくてはいけないと考えている

2. 季節性インフルエンザが流行する冬季にはどのような対策をとるのか（ワクチンの製造ラ

イン等）



76

Area Studies Tsukuba 32 : 59–80, 2011

3. 現在の対策の経験を将来的に起こるだろう。病気の流行に役立てられたらなと思っている

4. パ二デミックは怖いが、スペイン風邪のような強毒性のウイルスでは(現時点では)ないの

で、その点は良かったと思う。今回の新型インフルエンザの流行がパンデミック対策の教

訓になればいいと思う

5.  新型インフルエンザが関東でも発症した場合、＊＊祭が中止になってしまうことが残念で

す。せめて祭が終わるまで、と考えるのは不謹慎であれば、そうあって欲しいです

地元に関する記述

1. 地元の関西で多くの人が感染しているから心配です

2. 私は母校が発症地となったので(神戸高校）全然他人事とおもえなかった。地元の友人、

親、後輩らが心配である

マスクに関する記述

1. マスクの売り切れ

2. マスクが手に入りません！

3. マスクを売るより全国支給にしたほうがいいんじゃないの政府。水際対策じゃなくて本格

的に鎖国したほうがいいじゃないかともおもう。あと情報隠しすぎではないかと

その他

1. ネットでは「やりすぎ」などと書かれ、それにも納得はするが、このくらいとりこんだ方

が個人的には安心できる。政府に感謝

2. 海外に行く人は十分に気をつけてほしい

3. とりあえず、収まっているみたいでよかったと思う

4. 発生過程を知りたい

5. 大阪府知事がわざわざ東京に来たことは感染を広げる恐れのある行動だと思う。経済に影

響が出るといえ、渡航禁止などをもう少しきびしくした方がよかったとおもう

6. 今よりもっと危険になる前に駆除されてほしい

7. 実家に帰省したらよけいにインフルエンザにかかりやすい気がする

8. これ以上日本で感染が拡大しないと良いと思っています。

参考資料２

９月自由記述
不安に関する記述

1. 地元の友人の多くが新型インフルに感染していて驚いた

2. 今風邪をひいてしまったので新型インフルエンザじゃないか怖い

3. 怖い病気だと思う

4. 学内で広がらないか心配だ
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5. まだT市ではあまり流行してないから深刻に考えられてないけど、流行りだしたら大変だ

とおもう

6. 死亡者も出ているので心配。身内や身近菜人がかからないか怖い

7. 大学（２学期）が始まって感染が拡大するのではないかと心配している

8. 新型インフルエンザはもう消滅する事が無いのか不安に感じる。弱点は無いのか

9. 今若干風邪気味なので不安です。新型ではない、とは思うのですが（というよりそう思い

たい）高熱が出てないので、このまま治ってくれれば良いと思います。手洗いうがいをこ

まめにするようにしたいと思います

10. 大事な人が接客業をしているので、感染したりしないか、心配です。自分のことはあんま

り心配していませんか

11. この先どのように展開するかわからず、不安

12. 流行しているので脅威に感じる。しかし弱毒性でよかったと思う

13. 他国に比べワクチンの量が少なく、輸入に頼らざるをえない状況であることを知り、流行

し始めてから時間が経過しているにも関わらず収まらないため不安を感じている

14. 最近持病持ちの人が新型インフルに感染することで合併症などを引き起こして重症化し、

亡くなる事態が日本でも発生しているため、以前より不安を感じるようになった。学内で

も感染者が発生したようであり、予防のためかマスクを付けている人を時々見かけるよう

にもなった。正直、このまま感染力や症状の深刻化が進むのはないかと心配になる事もあ

ります

15. 冬になって北半球で大流行してしまったら怖い

16. 喘息の人たちが重症になっているので、喘息持ちの自分はその辺が非常に心配だ

17. ワクチンの生産がおいつかないなどの問題がとても不安に感じる

18. これから秋冬にかけて感染は拡大すると思う。その中で、突然変異が起きて致死性の強い

ウイルスになってしまうのではないかという不安が自分の中では大きい

19. ワクチンが不足している。またワクチンの副作用がまだ完全に把握できていないというこ

とで若干不安を感じる

20. 早く流行がおわって欲しい

21. 周りの人が死んでほしくないです（自分含め）

22. はやく流行がおさまるといいなあと思います

23. 感染してしまったら、仕方ない

24. 祭やスポーツ・デーが中止にならないことを切に願ってます

25. 冬にどうなるだろうかと思う

26. 学校にいるとたくさんの人と関わるので不安。部活で試合が控えているのでうがい、手洗

いなどはしているが心配

27. はやく流行がおさまるといいなあと思います
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休校に関する記述

1. 休講になったら、その分の授業のうめあわせとして、長期休暇からけずられるのか

2. 現在T大で３人がインフルにかかっているから、そろそろ休講措置をとってもいいと思い

ます

危険性の低さに関する記述

1. そんなに恐怖は感じない

2. なんとなく大丈夫だと思っている

3. なんとかなると思う

4. 新型インフルエンザに対するT大学の対応がコロコロ変わっていたことに対して、この大

学は大丈夫なのかと感じた。世界中で騒がれている割には、自分は旅行したり、多くの

人々と接触しているがなんともないので、そこまで危険ではないと感じる。人類は「新型

インフルエンザ」のような病気があっという間に滅ぶのではないかという不安にかきたて

られた

5. 特に身近には感じていていない

6. 恐ろしいとは思うが通常のインフルエンザと毒性があまりかわらないと聞いたので、あま

りに気に。流行していなかった

7. 感染者が出たと聞いても、あまり不安感は感じないというのが正直なところです。学校側

の対応も通常インフルエンザと変わらないし。ただ「インフルエンザの感染者が居ると思

うと人ごみを歩きたくない」と言っている先輩もいたりして、もう少し気をつけなきゃい

けないのかな・・・とは思いますが

8. 弱毒性なので、感染自体にはそれほど不安を感じない。強毒性のための対応だった当初の

対応を改め、弱毒性であることを考慮した対策をとってほしい

9. 身近に例がないのであまり危機感がもてない。季節性インフルエンザでもある程度多くの

人が亡くなっているはずなのに、メディアの取り上げ方が大きいのが気になる。でも、夏

にこれだけ感染者がいると少し冬が怖い

10. 心配しすぎなくていいと思う

11. なんとかなる

メデイアの不満に関する記述

1. マスコミがさわぎすぎ

2. 日本人が騒ぎすぎだと思う海外では日本インフルエンザと呼ぶ人もいる

3. N5N1話題につなげていけるのか。マスコミの手のひら返しが面白い

4. メディアによってはじめ誇張された結果、死者まで出ている深刻さが伝わってこない

5. 反応が過剰だと思う。季節性インフルエンザのような対策・報道をすればいいと思う

6. CANADAやUSAなどの国にくらべて日本ではそんなにたいへんではないのだ
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7. 最初はメディアでさわがれていたので警戒していましたが、メディアデ取り上げられなく

なるにつれて警戒心が薄れてしましました。最近重症化するケースが増えているらしいの

で、うがい手洗いを徹底したいです

8. メディアによってはじめ誇張された結果、死者まで出ている深刻さが伝わってこない

9. 過剰に反応するひつようもなく、さわぐこともない。しかし大切なのは謙虚な心が皆に足

りない

10. 新型インフルエンザニカンする情報が最近はあまりメディアに取り上げられていないので

現在のどのような状況なのかよくわからない。情報の受け身にならず、自分カラス住んで

情報収集をしないといけないと思う。大学の取り組みも、今なにをしているのかよく分か

らない

11. 国民生活に関わる事柄なのでもっとTV等で取り上げて欲しい

特に何もない

1. 特になし

2. 特にありませんありがとうございました

3. もう賞味期限切れの話題な感がある

対策に関する記述

1. いつのまにか感染がひろがっていておどろいた。そのくせに新型が発現された時よりもさ

わぎたててないのは変だ。一人でも感染者がでたら休学とか発現されたときさわいといて

今は消毒液あっちこっちにおいてるだけで休学とかにないところとか

2. 大学ホームページでマスク着用が呼びかけられているようにも関わらず、学生も教員の方

も全くマスクをしていないことがとても不思議に感じる。マスク着用を呼びかけているな

らきっと強制すべきだと思う

3. 日本国内でも世界でも多くの死者が出ているし、早く効果的な対策がされると良いと思う

4. Ｔ大学は一度広まったらあっというまだと思うので早めの対策が必要だと思います。でも

学祭はやりたい

5. 対策としてタミフルが挙げられていたと記憶していますが、タミフルを服用しても大丈夫

なのでしょうか。以前タミフルを服用した人が自殺したと騒がれていたと思うのですが

6. 徹底するなら学校封鎖した方がいいと思います

7. 空港の警戒は解かない方がよかった

8. ニュースでも言ってますが、厚生省（？）がのんびりしていると思います

ワクチンに関する記述

1. 早くワクチンをみんなに与えてほしい

2. 早めにワクチンを打ってもらいたい

3. 早くワクチンを輸入しろ。しかも検査しろ

4. 一般人へのワクチン投与が必ずしも必要とは思わない。医者や薬剤師などを優先したほう

いいはず
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5. 早くワクチンが完成して、感染が収まればいいと思ってます

自分の対策に関する記述

1. 自分の親が実際に新型にかかってしまったらしいので、本当に身近なところにまで来てい

るのだと感じた。大学内でも感染者がいるということを聞いたので、注意したい。このア

ンケートを機に自分の生活を見直す必要があると感じた

2. 十分に気をつけたいを思う

3. かかるとめんどうくさい

4. かかりたくない

5. 予防をしっかりしなきゃ！

6. 感染したくない！

7. 感染して迷惑かけたくないので、気をつけたい

8. 一人暮らしでインフルにかかると辛そうだなあと思います

9. ワクチンの対象外なので気をつけて生活したい

10. 一人暮らしなので、かかると面倒。一週間学校を休むのは困る

11. かかりたくない。というか、新型インフルエンザだけでなく病気したくないです

12. もう既にかかった友人もいて、ある程度話も聞いているので、生死について特に不安には

思わないしかし、一人暮らしであり、周囲にも毎日授業に出席する必要のある人ばかりな

ので、実際にかかったとき看病してもらえる人がいないことは多少不安ではある

13. 死者もでているので、気をつけなければならないと思う

14. それぞれが健康管理に気をつけて、自分の体調を考えて行動することが予防のために大切

だと思う

15. 体調管理に気をつける

16. 一人暮らしなので病気になっても自分で家事をしなくてはいけないので心配

その他

1. 何をしてもインフルの拡大は防げないと思っている。拡大した後を考えていきたい

2. 地味にやばい

3. 海洋研が休サーになるのに驚いた

4. 自分は感染しないと思っているのでマスクはつけない。そういう人が感染しているのでは

ないのか

5. 「がんばれ政府！」ということが一番不安要素でもある

6. ショボくて良かった

7. 今までかかったことがないので、始めてかかるインフルエンザが豚だったらなんとなく嫌

だ

8. 体の弱い人や病気をもっている人がかかると大変そうだと思う

9. 予定していた旅行が急に中止になると困る

10. 感染者が増えたためか、インフルエンザが発生しても周囲の人は落ち着いてる気がする
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Az Alexandriai Kelemen által írt „Gyermekkísérő ”(Paidagogosz ) című mű első 

kötetében található az ő összefoglaló teológiája, a második és harmadik kötetében pedig a 

mindennapi életre vonatkozó részletes tanácsainak leírása kap helyet. Miért írt le Kelemen 

ilyen tanácsokat ebben a művében?

Kelemen a keresztelésről, feltámadásról, szentáldozásról és lelkipásztorról szóló 

véleményét a Gyermekkísérő első kötetének hatodik és hetedik fejezetében János evangéliuma 

alapján fejti ki. János evangéliumának hatodik fejezetében Jézus ezt mondja: »Atyámnak az 

az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó 

napon« ( Jn 6,40). A Gyermekkísérő  első kötetének hatodik fejezetében szereplő Kelemen-

féle értelmezés pedig az, hogy a Péter második levelének harmadik fejezetében előforduló „az 

ítéletének napja” (2Pt 3,7), azaz a fent idézett „utolsó nap” János evangéliumában, ezt a földi 

világot jelenti. Ezért, ilyen úgynevezett „megvalósított eszkatológia”-értelmezés alapján, azt 

mondhatjuk, hogy mi a feltámadás utáni életet már most ezen a földön éljük.

Kelemen gondolkodása szerint pedig a hellének számára a filozófia jelentősége 

ugyanaz, mint a zsidók számára a törvény (vö. Sztrómateisz  1,5,28,1-3 stb.). Tehát, azt is 

el lehet mondani, hogy a kereszténység megérkezése előtti hagyományos ázsiai kultúra, 

különösképpen a buddhizmus, ugyanazt jelenti, mint a zsidóknak a törvény, a helléneknek 

pedig a filozófia. Ilyen értelmezést alapíthatunk meg a „Jézus hellénekkel való találkozásá”-

ról szóló János evangéliumának részlete alapján is ( Jn 12,20-28). Ebben a szakaszban azért 

olvasunk Jézus kínszenvedéséről és megdicsőüléséről szóló jövendölést is, mert amikor 

az „előképi” helyére behelyezünk valami más művelődést, akkor magunkat kellene olyan 

helyzetbe helyeznünk, amelyről e művelődést a feltámadás új fényével világíthatjuk meg. 

Ebben a pillanatban át kellene élnünk a keresztre feszítés tapasztalatát. Csak Jézus Krisztus 

az, aki a feltámadás tapasztalatát már átélhette a történelemben. Azért, amikor az ázsiai 

アレクサンドリアのクレメンス
『パイダゴゴス』による理想の教育者像
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hag yományos művelődést behelyezzük az „előképi” helyére, bele kellene helyeznünk 

magunkat a kereszt utáni örök életet élő Krisztus közösségébe János evangéliuma alapján.

János evangéliumá nak harmadik fejezetében pedig azt mondja Jézus, hogy „amint 

Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz 

benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” ( Jn 3,14). Ebben a szakaszban a „kígyó” azt az 

emberi vágyunkat jelenti, amellyel ellen akarunk állni az Isten szándékának. Így a „rézkígyó”, 

amelyben nincs élet, jelentheti az ilyen vágyunk megsemmisítését, hogy érvényes legyen az 

ószövetségi törvény. Mint fent is említettünk, Kelemen gondolkodása alapján, az Ószövetség 

helyébe más kultúrákat is helyezhetünk, amelyek megfelelnek az egyes területeknek. Ilyen 

művelődésként, azt mondhatnánk például, hogy a japán buddhista szerzetes, Zsiun (1718-

1804) által hangsúlyozott „Tíz jó parancsolat” az érvényes.

Tehát azt mondhatjuk, hog y a mindennapi tanácsok részletes leírását, ami a 

Gyermekkísérő ben található, a keresztény élethez elhanyagolhatatlan elemként írta 

le Kelemen. Valószínű, hog y Kelemen szerint az ilyen részletes erkölcsi parancsolat 

nélkülözhetetlen a kereszt után is élő Krisztus közösségének alapításához.

序

初期ギリシア教父の一人アレクサンドリアのクレメンス（150－215）1は、正統グノーシス主

義の立場に立つ教会著作家であるが、その経歴については明確な記録を持たない。アレクサンド

リアで教理教育学校の運営に携わっていたと考えられるものの、おそらく聖職者として教会行政

に関わる人物ではなかった。したがって、後の時代の盛期ギリシア・ラテン教父たちがほぼ聖職

者で占められているのとは異なり、われわれが何がしか学校教育と関わっているのと似た立場に

あったと思われる。クレメンスは、ヒューマニズムを考える際に実存的な規範となるものを備え

ていると想定されよう。

クレメンスは、著作『パイダゴゴス』第１巻第６節から第７節にかけて、洗礼（再生）観、聖

体観、そして司牧者観を明らかにしているが、典拠となっているのは主に『ヨハネによる福音

書』である。このうち再生観は、クレメンス独自の理解、すなわちわれわれの洗礼がキリストの

復活にではなく、キリストの洗礼に比定される、との見解とも相伴いつつ、当然復活論と連関す

る。したがって、この一連の箇所は、クレメンスによるヨハネ神学の総合的受容のあり方が明ら

かになる箇所であるといえる。

1  関連事項に関しては、拙稿「アレクサンドリアのクレメンス『プロトレプティコス』（『ギリシア人への勧告』）
─全訳─」（筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・言語専攻紀要『文藝言語研究 文藝篇』第 57 号、1 －
82 頁、2010 年 3 月）を参照。
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この『ヨハネ福音書』を指して「永遠の生命の福音書」と呼ばれることがある。「永遠の生

命」という表現は、四福音書のうち『ヨハネによる福音書』にきわめて特徴的なものであり、同

福音書には計17回用いられている2。他の福音書では、マタイ福音書とルカ福音書でそれぞれ３

回、マルコ福音書で２回用いられているに過ぎないため、『ヨハネ福音書』におけるこの表現の

頻出性が特記されるのである。「永遠の生命」は『ヨハネ福音書』の中心思想の一つとして取り

上げられよう。

本稿は、アレクサンドリアのクレメンスによる全３巻より成る著作『パイダゴゴス』（『訓導

者』）に関して、『ヨハネ福音書』などヨハネ文書との関連を探りながら、特に「永遠の生命」

をキー・ワードに、クレメンスが描き出す理想の教育者像を明らかにしようとする試みである。

１

ではまず初めに『パイダゴゴス』全体の内容を概観しておきたい3。全３巻に関して、各巻の章

立てを示すことにする。以下に現れる「訓導者」とは、言うまでもなく究極的にはキリストを指

している。

第１巻

I．訓導者はいかなる福音を伝えるか。II．訓導者はわれわれの過ちを通して導くこと。III．

訓導者は人間愛に満ちていること。IV．ロゴスは男女に等しく訓導者であること。V．真理に

与かるものはすべて神における子供であること。VI．「子供」や「幼児」という呼び名が、

初等教育課程のあり方を表していると考える人々を反駁する。VII．訓導者とは何者である

か、そして彼の教育とは何か。VIII．義が善であるとは限らないと考える人々に対して。IX． 

善行をなすことと懲らしめを与えることとは同一の力に属し、そのうちに、御言葉の訓育の

何たるかが示されること。X．同一の神が同一のロゴスを通し、諭して罪を遠ざけ、人間性に

勧告して救うこと。XI．御言葉は律法と預言者たちを通して訓育すること。XII．訓導者は父

のあり方にも比すべく、厳しさと優しさを用いること。XIII．正しき生き方は正しきロゴスに

基づき、逆に過ちはロゴスに反して生ずること。

第２巻

I．食物に関してはいかにあるべきか。II．飲み物に関してはいかに振る舞うべきか。III．調

度の華美に熱を上げるべきではないこと。IV．饗宴にはいかに与かるべきか。V．笑いについ

て。VI．猥雑な言説について。VII．ともにつつましく生きようとする人が守るべきことども

2  「永遠の生命」という表現は『ヨハネ福音書』中に計 17 回用いられている。順に 3,15 3,16 3,36 4,14 4,36
 5,24 5,39 6,27 6,40 6,47 6,54 6,68 10,28 12,25 12,50 17,2 17,3。
3 関連論文として、拙著『ハンガリーのギリシア・カトリック教会─伝承と展望─』（1 － 702 頁、創文社、

2010 年 8 月）、第 14 章を参照。
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について。VIII．香油や花冠を用いるべきかどうか。IX．眠りはいかにとるべきか。X．子孫

を残すことに関して守るべきこと。 XI．履物について。XII．石と金の飾りに囚われてはなら

ないこと。

第３巻

I．真なる美について。II．化粧をすべきではないことについて。III．化粧をする男どもに対

して。IV．誰のために時間を割くべきか。V．水浴はいかになすべきか。VI．キリスト教徒

のみが富めることに関して。VII．キリスト教徒にとって慎ましさは善き伴侶であること。

VIII．像と範例とは正しき教えの最大の部分であること。IX．水浴をすることの意義につい

て。X．ロゴスに従って生きる者にとって、肉体の鍛練は勧められるべきこと。XI．最良の生

活に関する概説。XII．同じく最良の生活に関する概説；聖書において、キリスト教徒の生活

を特徴づけていることどもについて。

上の表で注目されるのは、第１巻は総括的神学であるにしても、第２巻、第３巻ではキリスト

教徒の生活様式に関して、きわめて具体的な指針が提示されているという点である。特に第３巻

第11章「最良の生活に関する概説」では、細目に分けて注意事項が述べられており、その項目は

次のようになっている。

外套 耳輪 指輪 頭髪 顔の化粧 散歩 模範的処女 歓楽と仲間 公的見世物 通常の生

活における宗教 教会の外で 愛と慈しみの接吻 目の統御

いわゆる「キリスト教教父」の著作の中で、これほどまでに日常生活の細々とした面まで倫理

的な提言をおこなったものは他に類例を見ないと言ってよいだろう。クレメンスは、体系的な神

学者と評価されることは稀であるにしても、主著『ストロマテイス』をはじめ、キリスト教著作

史のなかでは非常にバランスの取れた正統的な主知主義的立場を取る思想家である。そのような

彼が、異教徒に対する勧告である『プロトレプティコス』のほかに、上掲のような様相を帯びる

『パイダゴゴス』を著作の一つとして遺したということは注目されてよい。その理由はどこにあ

るのだろうか。

２

ところで、『ヨハネ福音書』をキー・テーマとする本稿に対し、その基礎づけとなる発表とし

て、筆者は昨年から今年にかけ、ヨハネ文書に関わる次の３点を公にした。それは、①2009年国

際オリゲネス学会での発表4 ②2010年刊拙著『ハンガリーのギリシア・カトリック教会』5 ③

2010年セゲド国際聖書学会での発表6 である。以下、これらについて簡単にレヴューをしてお

く。

①「ほふられたような姿で立っている小羊」（『ヨハネによる黙示録』5,6）をめぐって
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『ヨハネの黙示録』5,6には「わたしは、玉座の中央、四つの生き物の間に、長老たちに囲ま

れて、ほふられたような姿で立っている小羊を見た」と記されている。この小羊は『黙示録』末

尾の第21、22章において「新しい聖なる町エルサレム」（21,2）の花婿として（cf.21,9）、12

人の使徒を従え（cf.21,14）、この新しい町の神殿に当たるもの（cf.20,22）、またこの町の灯

火の役割を果たす者となる（cf.21,23）。この町に存在する神とこの小羊の玉座からは、宝石の

ように輝く生命の水の川が流れ出す（22,1）。この「園」の中央には「生命の木」があり、四季

にわたって実りをもたらす（22,2）。そこには「神と小羊の玉座がある」と繰り返し語られる

（22,3）。

この小羊とは、言うまでもなく『ヨハネ福音書』冒頭に語られる「世の罪を担い取り除く＜神

の小羊＞」（1,29；1,36）に他ならず、イエス・キリストその人を指す。それは、同福音書にお

けるイエスの十字架刑の場面において「その骨は一つも砕かれない」（19,36）と『出エジプト

記』12,46における「過ぎ越しのための小羊」になぞらえられた記述があることでも理解される。

一方同じ『ヨハネ福音書』19,34には、十字架に懸かったイエスの遺体に対し、一兵士がその脇

腹を「槍で突くと、すぐに血と水とが流れ出した」という記述がある。その直前でイエスは「す

でに死んでいた」（19,33）とされるため、この「血と水」のしるしは、教父たちにより、聖霊降

臨ないしイエスの復活を証しする事象として理解されてきた。もし上述のような理解が可能であ

るとすれば、十字架上のイエスには、受難･死･復活･昇天･聖霊降臨のすべてが含まれることにな

ろう。

②聖体論を中心とした「ギリシア･カトリック教会」の意義づけ

その後2010年８月、筆者は拙著『ハンガリーのギリシア・カトリック教会─伝承と展望─』を

上梓した。同書においては、中・東欧域に篤く拡がる「ギリシア・カトリック教会」に関して、

その本質を「十字架上の聖体論」に置き、教会史・教会法から典礼・神学を紹介するとともに、

この東方典礼聖体共同体を光源として、仏教密教や習合神道などの東洋（日本）思想に対する展

望を記した。その結論としては「戒体」を持する正法律系の仏教を「旧約」とし、仏像に象徴さ

れる現法涅槃の像を十字架上のキリストの「予型」として配しうるとの仮説を立てた。

この拙著中にも記したことであるが、ビザンティン典礼の特質は、その論拠を『ヨハネ福音

書』においていると言われる。それは典礼暦が、ローマ典礼のように降誕と復活の二極構造では

なく、復活とそれにともなう聖霊降臨を頂点とする一極構造になっていることに象徴される。こ

4 “La “figura” tipologica vera nelle Omelie di Origene su Ezechiele”, Colloquium Origenianum Decimum (“Origen 
as Writer”, University School of Philosophy and Education “Ignatianum”, Kraków, Poland, 31st August - 4th 
September, 2009), 2009.09.03.

5 前掲注（3）を参照。
6 „A „közösségért saját életet adó Jézus lelke” János Evangéliumában: a bizánci rítusú egyházban való biblikus és 

liturgikus teológia tükrében”, XXII. Biblikus Konferencia („Testben élünk”, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, 
2010. szeptember 9-11), Szeged, Hungary 2010.09.11.
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れまでわが国に伝えられた西欧型のキリスト教では、日本や東洋思想に対してどのような形で光

を投じうるのかが不明であったが、『ヨハネ福音書』の伝承を忠実に享け、聖体・奉献と共同体

の場を悉く十字架上に置くビザンティン典礼教会の理解ならば、磔刑像に対する仏像など、さま

ざまな面から「予型論」を展開することが容易となる。

③イエスの「昇天」をめぐる『ヨハネ福音書』の解釈について。

これに続き、2010年９月ハンガリー・セゲドでの国際聖書学会では、「『ヨハネ福音書』にお

ける「共同体に自らの生命を与えるイエス」」と題して口頭発表を行った。ポイントとした箇所

は『ヨハネ福音書』第20章17節である。この箇所で、復活のイエスは「わたしに触れてはいけな

い。わたしはまだ父の許に昇っていないのだから」と、マグダラのマリアを制する。このイエス

による言葉の真意が何なのかについては、古来議論が絶えなかった。筆者は論の支柱として、ビ

ザンティン典礼の聖書朗読典礼暦を取り上げ、①末尾に上述した拙見を基に、『ヨハネ福音書』

では受難･死･復活･昇天･聖霊降臨がすべて十字架上のイエスに集約されることを指摘した。それ

とともに同福音書における「昇天」とは、復活のイエスに等置される聖体共同体が、十字架上の

イエスに内在する永遠の生命性への信を保持し、その体現者たり続けることに他ならないと主張

した。

筆者による上述のような解釈の根幹に位置するのが、ギリシア・カトリック教会による『ヨハ

ネ福音書』受容のあり方である。同教会は、拙著にも記したように9/10世紀ごろに確立したビザ

ンティン典礼を現在でも護持していることから、その解釈には教父時代さらには使徒時代にまで

遡る古代的側面を見出しうる。彼らは『ヨハネ福音書』を、基本的に復活後の期間すなわち復活

祭から聖霊降臨祭までの50日間（７週間＋１日）にわたり朗読するサイクルにより、典礼のうち

に受容している7。現代聖書学において『ヨハネ福音書』は、「復活後のイエスについて記した福

音書」と称されるが、実はこのような評価は、すでに『ヨハネ福音書』が記されたころの状況に

遡るのではないか、さらに言えば、復活祭後の一期間に適した朗読福音書への要請から『ヨハネ

福音書』が執筆されたのではないか、との仮説をも、併せてこの学会で公表した。

３

さて、この拙稿では『ヨハネ福音書』における終末論の視点を見定め、クレメンス解釈に供す

ることを考えたい。この視座は「未来終末論から現在終末論へ」8と名づけうるだろうか。まず

『ヨハネ福音書』第11章には「ラザロの復活」の場面が記されている。マルタの兄弟ラザロは、

死んですでに墓に納められているにもかかわらず、イエスはマルタらに、その墓石を退けるよう

にと促す。「死んですでに４日目になっているので、臭います」（11,39）と想像するマルタに対

7 カレンダーに関しては、Újszövetségi Szentírás,  Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. 
Dalos Patrik, Pannonhalma 1994, 646-661 を参照。
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し、イエスは次のように答えている。

「23イエスはマルタに言った。＜あなたの兄弟は復活する＞。24マルタはイエスに言った。＜

終わりの日の復活において彼が復活するということを、わたくしは知っております＞。25イエス

は彼女に言った。＜わたしは復活であり、生命である。わたしを信じる者はたとえ死んでも生き

る。26生きてわたしを信じる者はすべて、永遠に死ぬことはない＞」。

ここでマルタが引いている「終わりの日における人の復活」とは、同じく『ヨハネ福音書』第

６章に見られるイエスの言葉を受けるものである。

「53イエスはユダヤ人たちに言った。＜よくよくあなた方に言っておく。あなたがたがもし人

の子の肉を食べ、その血を飲まないならば、その人のうちには生命はない。54わたしの肉を食

べ、その血を飲む者は永遠の生命を持ち、わたしは終わりの日にその人を復活させる。55わたし

の肉は真なる食物、わたしの血は真なる飲み物だからである」。

ところがこの同じヨハネ第６章でも、これに続き、上のようないわば「未来終末論」的な遠望

は否定され、ヨハネ神学に特徴的な「現在終末論」が明らかにされる。

「56わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしのうちに留まり、わたしもその人のうち

に留まる。…58わたしは天から下ってきたパンであって、父祖たちが食べたのに死んでしまった

ような食物（マナ）ではない。このパンを食べる者は永遠に生きる＞」。

この一節では、イエスの体に与かる者たちが、すでに永遠に生きる状況に入っている、とされ

ている。すなわちこれは、現在がすでに「永遠」の相のもとにあることをイエスが表明するくだ

りである。そして、ここに見られる「天から下ってきたパン」という表現は、上述したような拙

著での「十字架上の聖体論」を併せ考えるなら、容易に理解されるものとなろう。すなわち「天

から下った」とは、どこか上方の彼方を指して語られているわけではなく「十字架上のキリスト

の体から」と同義なのである。またイエスの「昇天」を「十字架に昇ること」と等置することが

許されるならば、「わたしは天から下ったパンである」といった一連のフレーズは、逆向きに、

われわれ人間を十字架上の聖体共同体に向けて招く表現と解することができるだろう。

一方アレクサンドリアのクレメンスは、再生観（洗礼観）を述べるくだりにおいて、『ヨハネ

福音書』を引用しつつ「終わりの時」とは「この世」を暗示しているという不思議な解釈を提示

する。いささか長文にわたるが、『パイダゴゴス』第１巻第６章よりその箇所を引用してみよ

う。

27.1）かくして、まずもって生命の限界を克服した者のみが既に完全な者であるが、われわれ

は既に死から切り離されて生きている。そして救いとは、キリストの後に従うことである。〈キ

リストのうちに成ったもの、それが生命である〉(ヨハネ1.3f)。そしてこう語られている。〈よく

8 『ヨハネ福音書』における「未来終末論」と「現在終末論」の関連をめぐっては伊吹雄「ヨハネ福音書における
信仰」（G. ネラン編『信ずること』97 － 141 頁）、新教出版社 1974 年、特に 128 頁。
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よくあなた方に言っておく。わたしの言葉を聴き, 私を遣わされた方を信じる者は、永遠の生命を

持ち、裁かれることはなく、死から生命へ移っている〉(ヨハネ5.24)。したがって、ただ信じ、

再生を遂げるということだけが、生命における完成なのである。神は力を失うということがな

い。ちょうど神の意向が業であり、それが「世」と名付けられているのと同じように、神の望み

とは人間の救いであり、これが「招かれた者たちの集い＝教会」(ekklesia)と呼ばれているのであ

る。従って神は自ら招いた人々を知っており、神が招いた人々とは、神が救った人々である。神

は招くと同時に救ったのであるから。使徒はこう語っている。〈あなた方は、直接神から教えを

受けた人々である〉（１テサロニケ4.9）。3）したがってわれわれには、神によって教えられた

事柄を不完全だと考えることは許されない。逆にこの学びとは永遠なる救い主の永遠なる救いで

ある。＜中略＞

主自らが救いの等しさについて極めて明確にこう啓示している。〈子を見て, 子を信じる者がす

べて永遠の生命を受けること、これこそわたしの父の意向であり、わたしはその人を終わりの日

に復活させる〉(ヨハネ6.40)。29.1）したがってわれわれは、この世で可能なかぎりのことにお

いて、われわれは完全なものとなると信じている。ここで「この世」とは、「終わりになる時ま

で取って置かれる」（IIペトロ3.7) のような句における「終わりの日」という表現で暗示されて

いる。というのも信仰とは学びの完全性だからである。それゆえ「子を信じる者は永遠の生命を

有する」(ヨハネ3.36) と語られる。2）もし信じたわれわれが生命を有しているのであれば、永遠

の生命を獲得したということ以上に、更に何が残されているであろうか。それ自体が完全であっ

て満たされた信仰にとって、足りないものは何一つない。もし信仰に何かが欠けているとすれ

ば、それは完全ではなく、何らかの点で躓くものであれば信仰でさえなく、この世からの旅立ち

の後に、信じた者たちつまりこの世で等しく手付金を受けた者たちを待ち受けているものでもな

い」。

上掲の一節における『ヨハネ福音書』第６章40節に基づくクレメンスの解釈によれば、「この

世」とは「終わりの時」に他ならないため、すでにわれわれはこの世を生きる際、復活の生を生

きているということになる。一方拙著に示したように、ビザンティン典礼では聖体祭義を、十字

架上に絶命したイエスの奉献を繰り返すことで、絶えざる共同体の死と再生を実現するプロセス

と理解している。こうして『ヨハネ福音書』、ギリシア教父クレメンス、ビザンティン典礼は、

「現在終末論」という同一の神学に拠って立っていることが明らかとなる。

４

以上のような考察から、ビザンティン典礼に基づく『ヨハネ福音書』理解によれば、「終わり

の日における復活」とは、この世に生けるキリストの懸かる十字架が立ち続けることを意味する

ことになる。十字架上のイエスは、死からの蘇りの証しである血と水をその脇腹から迸らせた。

この十字架上のイエスを「生ける聖体共同体」とし、その奉献行為である聖体祭義を執り行う共
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同体が存在する限り、イエスは天上からパンを授ける存在であり続ける。またこのイエスは、す

でに永遠の生命を宿した存在であることを証ししているため、この共同体は、成員である個々人

の生死とは関係なく永遠の存在であり続ける。『ヨハネ福音書』11,25－26にかけてのイエスの

言葉「わたしを信じる者はたとえ死んでも生きる。26生きてわたしを信じる者はすべて、永遠に

死ぬことはない」とは、このような文脈において理解が可能であろう。

さて、本稿冒頭では、アレクサンドリアのクレメンスが、おそらくは聖職者としての履歴を持

たず、教理学校での教育に挺身したと推測されると記した。このアレクサンドリアのクレメンス

による『パイダゴゴス』は、その第１巻で『ヨハネ福音書』に基づいて再生観・聖体観を展開し

ている。上掲したような『ヨハネ福音書』解釈は、基本的にクレメンスの視座を理解する上でも

有効である。

ここで、旧約に含まれる律法の理解をめぐって、クレメンスの場合を確認しておこう。次に引

くのは、『パイダゴゴス』より第１巻第11章の一節である。

「96.3）かつてロゴスは、まずモーセを通じ、しかるのち預言者をも通じて教育した。モー

セもまた預言者であった。というのも律法は、手なずけ難い子供たちの導きだからである。「事

実、彼らは立ち上がっては満腹し、戯れた」（出エジプト32,6＝１コリント10,7）とモーセは

言っている。ここで「満腹」とは、食糧によりロゴスに適わず満ちることであり、食べ物に関し

て言っているのではない。彼らがロゴスに反して満ち足り、ロゴスに反して戯れたために、彼ら

に律法による裁きと恐怖とが取り付き、過ちの矯正と正しき行いの勧告がなされるに至ったので

ある。それは彼らを、真なる訓導者への聴従と従順に向けて正すことであった。一者にして同一

なるロゴスが、叱正に向けて態勢を整えたのである。パウロはこう述べている。＜律法はキリス

トに向けての訓導者として与えられた＞（ガラテヤ3,24）」。

このように「律法すなわち旧約がキリストの到来を準備する」という理解は、他の教父たちに

も共通して認められる極めて標準的な予型論的解釈であり、クレメンスがまずはこの理解に従っ

ている、ということは明らかであろう。

ところがクレメンスは、時期的に『パイダゴゴス』に続く主著『ストロマテイス』第１巻で次

のように述べている。

「主の到来以前には、ギリシア人にとって哲学は、正義に導くものとして必須であった。しか

るに今や敬神の念にとって有益なものとなった。言わば、実証を通して信仰を享受しようとする

人々にとっての予備教育となったのである。たとえそれがギリシアのものであれ、キリスト教

的なものであれ、麗しきものを神慮に結び付けるなら〈あなたの足はつまずかない〉（『箴言』

3,23）。というのも、すべて麗しきものの原因は神であり、それは旧約および新約のような第

一義的なものに関してばかりでなく、哲学のような第二義的なものについても当てはまるからで

ある。哲学はおそらく、主がギリシア人をも招く以前は、第一義的なものとしてギリシア人に与

えられていた。というのも、律法がヘブライ人をキリストに向けて導いたと同様に、哲学はギリ

シアを教育したからである。つまり、哲学はキリストによって完成されるべき者を、前もって導

き、前もって準備したのだ」（Ⅰ,5,28,1－3）。
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この発言は、拙著の中で繰り返し引用して論拠とした箇所であるが、旧約から新約へという、

パレスティナ、あるいはパウロが宣教の地域とした地中海地域を越えて、いわゆる「聖書国」の

外での福音の伝播のあり方を考える際、大いに力を発揮する。旧約の位置に他圏の文化伝承を当

てはめることができるのである。クレメンスは上掲の箇所で、ギリシア哲学が旧約に代わり得る

可能性を説いているわけであるが、拙著では仏教密教をその位置に置き、特に仏教の根本思想の

一つである戒律の条項を、旧約の十戒と等しい機能をもって働くものと意義づけた。

５

ではいま、『ヨハネ福音書』に遡って、このような異教文化圏への福音の展開可能性を探って

みよう。すると、該当しうる箇所は二箇所ほど挙げられるだろう。一つは第４章１節から42節に

かけて語られる「サマリアの女」の箇所である。この箇所は、エルサレムを包含する旧ユダ王国

域とは異なる信仰伝承に立ち、旧イスラエルのユダヤ人がアッシリアへの強制移住に服したとき

以降、残留者と入植異民族との間に生まれた者の子孫に当たる「サマリア人」を背景とする。こ

の一節の結論に当たる主張として、イエスは「サマリアのゲリジム山でも、エルサレムでもない

ところで」、御父が礼拝されるときがいずれ到来し（4,21）、神を礼拝する者は「霊と真理にお

いて礼拝せねばならない」（4,24）と説く。

もう一箇所は第12章の20節から36節にかけ、エルサレムでの過越の祭りに上って来ていたギ

リシア人たちの話題が取り上げられる一節である。イエスは、ギリシア人たちがイエスに面会を

求めているということをフィリポとアンドレより伝え聞くと、「人の子が栄光を受けるときが来

た」（12,23）と語る。そして有名な「一粒の麦」（12,24）のたとえを引きながら、迫り来る受

難のときを示唆しつつ、十字架上での自らの死を予告して「わたしは、地上から引き上げられる

とき、すべての人を自分のもとに引き寄せる」（12,32）と宣言するのである。

ここで注目したいのは、上掲のうち後者、すなわち第２番目の一節である。ここではギリシア

人との面会が、「イエスの栄光」と結びつき、一粒の麦のたとえと相伴って、十字架上の死の予

告へと結びついている。この連関はどのようにして理解可能なのだろうか。

まず『ヨハネ福音書』において、十字架上の死が「栄光化」であることは、夙に指摘されまた

前掲③の口頭発表においても前提とした。では異邦人であるギリシア人との接触が、イエスに

とってなぜこの「十字架上の死＝栄光化」と直結するのであろうか。

拙見によれば、同一文化圏のなかで「旧約」の継承者として「新約」が考えられるとき、むし

ろ十字架の必然性は明らかにならない。歴史的な連関性に従うことで、一つの条件はクリアでき

るのである。かえって、文化の境界線をまたぎながら異文化を照らそうとする場合、光源の側に

は、当該文化全般に対して「メタ」的な位置取りを求められる。文化とは歴史を通じて育まれて

きた総体であるから、その歴史全体に対して異次元に立ち、かつその歴史の流れに沿って光を及

ぼすことが要請されるのである。それは、一旦「死」を通り越しながら、再び「生命」の発端を

刻みとるという、通常の次元では不可能な経験を課せられることに他ならない。この経験を過ぎ
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越したのは、おそらく歴史的に、神の子でありながら人の世に生き、人を神の像としての元来の

姿（創世1,26）に復させたイエスただ一人であるといってよいのであろう。死してのち復活する

存在とは、神話的な像としては事欠かないにしても、歴史次元にその足跡を残したのは、キリス

トだけなのである。

したがって、たとえばクレメンスのように、旧約に対しては異文化であるギリシア哲学を「旧

約」たる位置に置こうとした場合に、上述のような「十字架」が要請されることになる。同じ

く、拙著において展開したように、仏教に「旧約」としての役割を負わせようとした場合、や

はり「新約」としては「十字架」そのものを据える必然性が現れる。拙著で強調したことである

が、聖体祭儀の中で「十字架上の聖体論」が顕在化するのはビザンティン典礼であり、「最後の

晩餐の記念」をもって聖体祭儀を意義づけるローマ典礼は、異文化を聖化する「インカルチュレ

イター」としては、日本のような異縁の文化圏で十全に機能することは難しいと思われる。その

理由のひとつはここに見出されるであろう9。

以上のように、「ギリシア人との面会」のくだりは、『ヨハネ福音書』における「文化的受

肉」（インカルチュレーション）ないし、さらに言えば「根源的文化聖化」を示唆する箇所とし

て特記されよう。そしてこの「根源的文化聖化」を実現するために必須なのが、上掲の口頭発表

①の項で明らかにした、『ヨハネ福音書』19,34における十字架上のイエスからの＜血と水の迸り

＞である。この事象は『ヨハネ福音書』における「聖霊の発出」と理解することができた。さら

に「血と水」が迸るということは、間接的にイエスの体の一体性を証言する現象でもあることに

注目したい。

この『ヨハネ福音書』第12章にも「永遠の生命」という表現が現れる。「24よくよくあなた方

に言っておく。もし一粒の麦は、もし大地に落ちて死ななければ、一粒のままで残る。だがもし

死ねば、多くの実を結ぶ。25自らの魂をいとおしむ者はそれを失い、この世において自らの魂を

憎む者は、その魂を永遠の生命へと保持する。26人がもしわたしに仕えるなら、わたしに従うが

よい。わたしがいるところ、そこにわたしに仕える者もいるだろう。わたしに仕える者、その人

を父は守る」。

こうして、『ヨハネ福音書』12,25で用いられる「永遠の生命」という語句は、「異文化との接

触」およびそれに伴って要請される「十字架上の死」と、同福音書内でやはり一貫した文脈のう

ちにある。そして本稿第４章初めに記したとおり、本稿のために準備した一連の基礎作業におい

て、「永遠の生命」とは、十字架上に置かれる聖体共同体に身を置くことと同義であるとされて

いた。すなわち、「永遠の生命」という表現における「永遠性」とは、「終わりなきあり方」を

指示するよりもむしろ、「絶えざる根源回帰」により常に刷新される生命力を意味すると言った

ほうが正確であろう。

9 前掲注（3）拙著「はじめに」p.xi、あるいは第４部「東方予型論」などを参照。
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ところで、われわれの洗礼はキリストの復活にではなく、キリストの洗礼に比定される、との

見解をクレメンスが示していることは、本稿冒頭で付記しておいた。この点はどのように解釈さ

れるであろうか。

これまでの考察に基づくならば、キリストの復活は、集約して言えば十字架上で起こると理解

される。そしてわれわれに求められているのは、その十字架上の生ける聖体共同体への絶えざる

与かりであった。それは『ヨハネ福音書』での理解に沿って述べるならば、洗礼とは次元を異に

し、むしろわれわれの聖体拝受を中心とした共同体形成に重ねられるべきものであると言える。

そして、いったん聖体共同体に与かったならば、それを守るべく導かれることが不可欠となる。

そこで次に、クレメンスの聖体観についての記述を検討することにしよう。いささか長くなる

が、以下に訳出するのは、やはり『パイダゴゴス』第１巻第６章からの一節である。

38.2）この種の食物については、別の箇所で主も『ヨハネによる福音書』において象徴的表現

によりこう説明している。「あなたがたはわが肉を食すがよい」(ﾖﾊﾈ6,53)、主は言われた、「そ

してわが血を飲むがよい」。これは信仰と告知に関して、明白なかたちで食物と飲み物の隠喩を

用いた表現である。3）ここからして教会は、ちょうど人間が多くの身体部分からでき上がってい

るように、身体すなわち信仰と、霊魂すなわち希望というこの両者によって支えられ、成長し、

保たれ、広げられる。これはちょうど、主が肉と血から成っているのと同様である。というのも

実に、希望とは信仰の血であり、この希望によって信仰が、あたかも霊魂によるかのように維持

されるからである。しかるに希望が息吹を止めるとき、あたかも血が注ぎ出されるかのように、

信仰の生ける部分は弱まる。＜中略＞

42.1）おお、神秘の不思議さよ！ 万物の父は一人、万物のロゴスは唯一、聖なる霊は普遍

的に同一、そして唯一人の処女が母となった。この女性を「教会」と呼ぶことはわたしにとって

好ましきことである。この唯一なる母は乳を注がない。なぜならただこの女性だけが夫人となら

ず、処女にして同時に母だからである。処女として汚れなく、母として愛に満ちている。そして

自らの子供たちを招き続け、子供であるロゴスを聖なる乳として与え、慈しむ。2）したがって

彼女は乳を出さない。なぜなら、この麗しく適切な幼児であるキリストの体こそが乳だからであ

る。それは、ロゴスでもって若さを育むものであり、その若さとは、主自らが肉の苦悩のうちに

宿し、主自らが尊い血でもって包んだものである。3)おお聖なる陣痛よ、聖なる産着よ. ロゴスこ

そ、嬰児にとってのすべて、すなわち父であり母であり、訓導者であり乳母なのである。主は言

われる。「わが肉を食し、わが血を飲め」(ﾖﾊﾈ6.53)。主はわれわれに、これらを相応しい食物と

して授け、肉として差し出し、血として注ぎ出す。子供たちにとって、成長のために欠けたもの

は何一つない。43.1）おお、予想を覆す神秘よ！ われわれに対し、古の肉の腐敗をあたかも昔

の食物であるかのように脱ぎ捨てる一方、キリストによる新たな別の生き方に与かり、もし可能

であれば、キリストその人を取り込んで蓄え、救い主として抱擁するようにと命じられているの
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である。それはわれわれの肉の情念を骨抜きにするためである。2）しかしこのような取り方を

せずに、おそらくはもっと一般的な理解を望むかも知れない。それならば次のような理解にも耳

を傾けよう。〈肉〉という語でもって、聖霊が比喩的に表現されている。というのも肉は聖霊に

よって創られたからである。一方〈血〉という語でもってロゴスがほのめかされている。なぜな

らロゴスが、言わば豊かな血のようにわれわれの生に注ぎかけられたからである。この両者の混

合が主であり、幼い子供たちの食物である。主とは霊とロゴスである。3）食物、すなわち主であ

るイエス、つまり神のロゴスは、肉となった霊であり、聖化された天上の肉である。この食物と

は、父の乳であり、それのみによって子供たちは育まれる。かの「愛された」方にしてわれわれ

の育み手であるロゴスが(ﾏﾙｺ1.11etc.)、われわれのために自らの血を流し、人間性を救ったので

ある。4）それによりわれわれは信仰を抱き、父の「憂いを忘れさせる胸」(ｲﾘｱｽ,22.83)、つまり

ロゴスの許へと身を寄せる。この方のみが、当然のことながら我々嬰児たちに愛の乳を授けてく

ださる。そしてこの胸に育まれた者だけが、真の意味で「至福なる」者なのである。＜中略＞

46.1）主は自らの苦悩の完遂をも類比的に「杯」（ﾏﾀｲ20.22－23）と呼んでいる。それはこの

杯を、完全に飲み干し尽くすことだけが必要だったからである。キリストにとっての食物とは、

父の意志の完遂ということであった。一方嬰児であるわれわれにとっては、そのキリスト自身が

食物であり、われわれは天のロゴスを飲み干すのである。ここから「求める」ことが「探る」

と呼ばれる。それはロゴスを求める嬰児たちに対して、父の人間愛に満ちた乳房が乳を与える

からである。さらにロゴスは、自らが〈天上のパンである〉と同意している(ﾖﾊﾈ6.32, 33, 51)。

2）〈なぜなら〉こう語られる。〈モーセはあなた方に天のパンを与えなかった。だがわたしの

父は、あなた方に天からの真なるパンを与える。神のパンとは天から下って来て世に生命を与え

るものだからである。そしてわたしが与えるパンとは、世の生命のためのわたしの肉である〉。

ここでは「パン」という語彙の神秘性に注意せねばならない。救い主は、それを自らの〈肉〉だ

と述べているが、これが〈復活した肉〉であるということについては、何と明らかであろうか。

ちょうど小麦(pyros) が腐敗し蒔かれることによって復活するのと同様である。実にそれは、教会

の喜びのために、火を通じて(dia pyros) 焼かれたパンとして復興した肉なのである」。

先に『ヨハネ福音書』における「ギリシア人との邂逅」の箇所を検討した際には、十字架上の

死の不可欠性との連関は明らかになったものの、実際ギリシア人に対する福音の伝達がいかなる

ものであったのかについては、もとより福音書には記されていなかった。われわれとしては、ク

レメンスら教父たちの記述を基に、可能な限りの方法を探る以外に道はない。上に引いた一節で

は、イエスによる言葉「わたしは天から下って来たパンである」が繰り返し引用され、やはり聖

体共同体への与かりが強調される結果となっている。その際、当然のことであるが、上の一節に

も「教会」という語彙が何度か現れていた。もとより、聖体を管轄する機関は教会をおいて他に

は存在しない。しかしながら、本稿でもクレメンスの『ストロマテイス』から、ギリシア哲学が

旧約的役割を果たすことを主張する一節を引いておいた。

一般に、このような旧約的文化には、十字架上の聖体との関わりにおいていかなる位置づけが
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適当なのであろうか。この問いへの回答のためのヒントとして、やはり『ヨハネ福音書』から引

くことができるだろう。それは『ヨハネ福音書』第３章「ニコデモとの対話」の中に記されてい

る一節である。

「14モーセが荒れ野で蛇を挙げたように、人の子も挙げられねばならない。15それは、信じる

者が皆、人の子によって永遠の生命を得るためである」。

ここで「蛇」とされているものは、旧約聖書『民数記』第21章に現れる「青銅の蛇」を指す。

荒れ野での彷徨の途中、忍耐の限界に達して不平を鳴らす民に対し、神は炎の蛇を送り込み、民

の中からは多くの死者が出た。悔いる民を救済する策として、神からの指示により、モーセは青

銅製の蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇に噛まれた者であっても、その青銅製の蛇を見上げるな

ら生命を得たという。

この「青銅の蛇」の一節はどのように解釈されるだろうか。まず、神の遣わした「炎の蛇」

が、民の弱さに対して神が登場させ、民に傷を及ぼして回心を迫る生物であるのに対して、「青

銅の蛇」は製造されたものであり、そこに生命は宿っていない。したがって、蛇を人間性の弱さ

の象徴と解すれば、「青銅の蛇」はある意味で、人間の弱さを固着化させ沈静化させる固体であ

る。「それを見上げる者は救われた」とあるが、これはやはり、ある種の「与かり」を意味する

と思われる。そしておそらく、新約的次元からしてこの「青銅の蛇」のような「固体」として機

能したのが、旧約における律法なのであろう。先に本稿第４章に掲げた『パイダゴゴス』からの

一節において、クレメンスは＜律法による裁きと恐怖とが取り付＞くと、＜過ちの矯正と正しき

行いの勧告がなされる＞と記していた。もちろんこの際、旧約的次元に内在する者にとっては、

＜青銅の蛇＞や＜律法規定＞そのものが救済のために有効である。このことは、たとえば旧約律

法の規定がことごとく否定＋未完了形で記されていて、そこには禁止というベクトルよりも、む

しろ自由意志をもっての内発的充溢という要因が大きいことからも推測が可能である10。ただ新

約の光が到来するなら、それらの旧約的次元は、固体として、凍結性・外界からの遮断性などを

体現するものに変容するだろう。

７

クレメンスは先に本稿第６章に引いた一節において、信仰を肉・身体に、希望を霊魂・血にな

ぞらえ、肉を活かすものとしての血の意義を特記していた。もっとも外郭を規定する要因は不可

欠であり、これが「旧約」と「新約」両者があいまって聖書を構成する理由でもある。そしてク

レメンスは、その時点で「旧約」に代えて各々の文化圏に固有の伝承が充当されるとの考えを示

し、たとえばギリシア哲学がその役割を果たすとしていたのであった。ここに位置するのが、も

とより旧約の律法なのである。したがって、クレメンスが思い描く新しい共同体において、この

10 宮本久雄『聖書と愛智』（新世社、1991 年）、35 頁；および関連して、前掲注（3）拙著第 20 章をも参照。
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外郭的次元・規律としての役割を務めるものとして、彼自身が実質的・倫理的な提言・勧告を挙

げたものが『パイダゴゴス』の第２・第３巻に挙がる条項だと考えられよう。

本稿の最後に、クレメンスの司牧者観を見ることでこのことの確認をしたい。以下に訳出する

のは、やはり『パイダゴゴス』第１巻第７章からの一節である。

53.1）さて既に、われわれはみな聖書に基づいて「子供」と呼ばれるばかりでなく、キリスト

の後に随き従った者として「嬰児」とも比喩的に述べられているということ、そして万物の父の

みが完全であるが、父のうちに子がおり、子のうちに父がいるということを示し終えた。計画に

よれば、われわれの訓導者とは、一体誰であるのか、ということを次に述べねばならない。この

方はイエスという名である。2）彼は自らを「牧者」と呼ぶことがあり、〈わたしは善き牧者であ

る〉(ﾖﾊﾈ10.11;14)と述べている。羊の群れを導く牧者からの隠喩により、子供たちを導く者は、

嬰児らを世話する牧者という意味で「訓導者」とされる。つまり嬰児たちは比喩により、単に

「羊の群れ」とされているのである。3) 主はこう語る。〈すべては一つの群れとなり、一人の牧

者のもとに集う〉(ﾖﾊﾈ10.16)。かくして、われわれ子供たちを救いへと導くロゴスは「訓導者」

とされるに相応しい。実にこのロゴスは、ホセアを通じ、自らについてはっきりとこう語ってい

る。〈わたしはあなた方の訓育者である〉（ﾎｾｱ5.2）。訓育とは敬神であり、神への勤めを学ぶ

ことであり、真理の認識(epignosis) に向けての教えであり、天に向かう真っ直ぐな導きなのである。

54.1）ところで「訓導」とは, 様々なものに対して付される呼び名である。まず、導かれ学ぶ者

に関して「訓導」と言われる。次に, 導き教える者に関して「訓導」と呼ばれる. そして第三に導

きそのものが「訓導」と呼ばれる。第四には教えられる事柄が「訓導」と呼ばれる。たとえば律

法がそうである。しかるに神に関する訓育とは、神の観照に向けて真理を直接指し示すことであ

り、聖なる行為を永遠の持続性のうちに規範づけることである。

上掲の一節に現れた「天に向かう真っ直ぐな導き」とは、本稿で順に考察してきたように、

『ヨハネ福音書』からの引用に見られたイエスの自己定義「わたしは天から下ってきた生けるパ

ンである」（ヨハネ6,51）に関連し、十字架上の天上的共同体への与かりを促す行為に他ならな

い。そして彼ら共同体の成員に対し、「聖なる行為を永遠の持続性のうちに規範づける」ために

は、クレメンス自身が示していたように、生活の具体的なレベルに至るまでの規定もまた、有用

なものとして意義づけられる。わが国の文化伝承に則してこのプロセスを想定した場合、ちょう

ど戒律復興運動の旗手の一人である慈雲尊者飲光（1718－1804）が、「正法律」を唱え、「十

善戒」を基盤に据えながら、元来小乗仏教に由来する『四分律』をも律寺の基本戒目に組み込む

ことで、僧伽・門徒の共同体を導いたのと同様の次第を想定することができるだろう11。



96

Area Studies Tsukuba 32 : 81–96, 2011

結

本稿での考察により明らかになったように、クレメンスによれば、十字架上に置かれる「天上

的次元」、すなわち「永遠の生命」へとたゆまず導く存在こそ、理想の訓導者だと言える。そし

て、十字架上の聖体共同体への与かりを維持するために必要な生活上の留意事項、それが『パイ

ダゴゴス』後半に見られる細目規定なのである。クレメンス、さらにはヨハネが提示するキリス

ト教的導きとは、十字架上の聖体共同体に「与かる」ことを教えるものに他ならない。ちょうど

旧約の「十戒」がイスラエルに伝わり、それを基にした新約そしてイエスの十字架がゴルゴタ上

に立ったように、日本において十字架上の聖体を提示するためには、日本の伝承に沿い、可能な

限りそれを用いて、「旧約的次元」の内実を定めることがまず不可欠であろう。たとえばその一

つの試みとして、慈雲が唱導した「十善戒」を取り上げることには意義が認められてよいかもし

れない。これは慈雲により「万国におし通じ、古今に推し通じて」差異なきものとされ、「釈迦

在世中の軌則に基づく」との大原則を最もよく表す律則として採用されたものなのであった12。

11 拙稿「慈雲の法統─「正法律」の位置づけをめぐって─」、（筑波大学大学院人文社会科学研究科古典古代学研
究室刊『古典古代学』第２号、79 － 105 頁、2010 年３月）を参照。

12 2010 年 10 月４日より 10 月 29 日まで，筑波大学附属中央図書館和装古書展示室において開催された秋季特
別展「慈雲尊者と悉曇学─自筆本『法華陀羅尼略解』と「梵学津梁」の世界─」は、日本の大学という教育機
関における、このような共同体形成のための一つの基礎作業であった。
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Abstract

Most economies in the Southern Mediterranean countries (SMCs) have been 

criticised for experiencing an insignificant total factor productivity growth. This 

study investigates the sources of economic growth by estimating the technical 

efficiency and its determinants of five SMCs: Algeria, Egypt, Jordan, Morocco and 

Tunisia. Using data from 1980 to 2007, the Cobb-Douglas form of the stochastic 

frontier production function and the inefficiency function were estimated. The 

empirical results indicate that the technical efficiency of production ranges from 

a minimum of 55.1% to a maximum of 99.2%, with an average level of technical 

efficiency estimated at 79.5%. This implies that the economies of the five SMCs 

can increase their productivity by an average of 20.5% through more efficient 

use of technology and production inputs. The relative contribution of technical 

efficiency to productivity growth estimated at 30.5% indicates that an improvement 

in technical efficiency significantly contributes to productivity growth. The main 

factors that contributed to the improvement of technical efficiency were import 

of technology embodied in manufacturing goods and technology transfer through 

foreign direct investment (FDI). While the technical efficiency of SMCs has been 

improving since the mid-1990s when the Barcelona Process was launched, 
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1 The Euro-Mediterranean Partnership proposed an initiative to construct a zone of shared prosperity through 
an economic and financial partnership, and the gradual establishment of a free-trade area by the target date of 
2010. Negotiations for Agreements already concluded include those with Tunisia in 1995, Morocco in 1996, 
Jordan in 1997, Algeria in 2002 and Egypt in 2004. See the Euro-Mediterranean Partnership-Overview <http://
ec.europa.eu/external_relations/euromed/index. htm>(accessed: 30 September, 2010). Though the countries 
included in SMCs are not clearly classified, it is defined in this paper that SMCs is a group countries consists of 
10 Mediterranean partners under the Euro-Mediterranean Partnership, namely Algeria, Egypt, Israel, Jordan, 
Lebanon, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia, Turkey, and Libya which obtained observer status 
since 1999.

openness to international trade is inevitable but does not promise improvement 

in technical efficiency. To seize the positive effect, it is important to stimulate 

technology diffusion and knowledge spillover by attracting FDI and promoting 

technology imports.

Keywords: total factor productivity; technical efficiency; stochastic frontier 
production function; Barcelona Process; Southern Mediterranean countries 

I. Introduction

Economic integration with the European Union (EU) became almost inevitable for the 

Southern Mediterranean countries (SMCs), as a consequence of having concluded the association 

agreement under the framework of the Euro-Mediterranean Partnership (Barcelona Process) 

that began in 1995.1 This EU enlargement to the southern Mediterranean region has a growing 

effect of ‘lock-in’ that requires SMCs to open their markets and join the EU-Mediterranean free 

trade area. Increasing discipline towards free trade in multilateral and bilateral trade negotiation 

processes, as well as the abolition of quotas imposed by the Multi-Fibre Agreement (MFA) in 2005 

will not allow the SMCs to implement conventional protectionist policies. Most of the SMCs also 

ratified the IMF article XIII, but this step-up also constrains conventional methods such as foreign 

exchange rationing. While options and alternatives are becoming limited under the Barcelona 

Process, it is necessary for the SMCs to promote industrialization and catch up by enhancing the 

competitiveness of domestic industries.

In the face of growing international competition, one of the main challenges for the SMCs’ 

economies is the enhancement of productivity and technology levels. Historical experience 

suggests that application and imitation of advanced foreign technology is a key to success for 

developing economies. In the emerging East Asian economies including Asian NIEs and ASEAN, 

openness to international trade and investment promoted import of advanced technology 
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embodied in capital and intermediate goods. As for the SMCs, most of them predominantly 

import manufactured and semi-finished products from the EU while a majority of their export 

is either agricultural products or raw materials. Considering the current trade relation with the 

EU, improvement in technical efficiency and technological progress through import and transfer 

of foreign advanced technology are important challenges for the SMCs to further upgrade their 

competitiveness.

However, most economies in the Middle East and North Africa (MENA), as well as the SMCs, 

have been criticised for creating insignificant total factor productivity (TFP) growth. Pissarides 

and Veganzones-Varoudakis (2007) estimated that the average annual growth rate of TFP from 

1960 to 2000 was 0.5% in MENA whereas it was 1.3% in East Asia. Makdisi, Fattah and Limam’s 

(1997) estimation found a negative growth in TFP of MENA at －0.02% (1960–1997). Abu-Qarn 

and Abu-Bader (2007) assert that the sluggish growth of GDP in most MENA economies is a major 

factor for the decline in TFP. While the reasons behind the stagnated growth of TFP in the MENA 

have not been well clarified, the overriding conclusion is that capital accumulation, rather than 

productivity growth, has been the underlying source of income growth (Devlin, 2010). Indeed, 

many Arab countries including the SMCs have been losses in international competitiveness in 

the recent years through 2000, and fewer countries are enjoying export growth (Dasgupta et 

al., 2003). The stagnated growth of TFP and the losing in international competitiveness imply 

that the MENA economies suffered from lower production efficiency and failed to improve the 

efficiency and induce technological progress. 

On the other hand, the above-mentioned studies which used the conventional growth 

accounting approach do not distinguish between the two components of TFP growth. Even for 

the analysis of the MENA, Robert Solow’s well-known residual approach is widely applied to 

investigate the sources of economic growth and technological change (Nugent and Pesatan, 

2007). As first argued by Nishimizu and Page (1982) and empirically applied by Kalirajan, 

Obwona and Zhao (1996) and by Mahadevan and Kalirajan (2000), TFP growth stems from 

a combination of technological progress and improvements in technical efficiency. Failure to 

consider changes in technical efficiency in measuring TFP growth produces biased estimates 

(Mahadevan and Kalirajan, 2000). However, investigation of technical efficiency for the SMC as 

a source of growth is merely absent. Although many studies that applied the residual approach 

found low and even negative TFP growth in MENA economies, growth and contribution of an 

improvement in technical efficiency is worth analysing by distinguishing these two components 

of TFP growth.

This study investigates the sources of economic growth by estimating technical efficiency and 

its determinants in five SMCs: Algeria, Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia, as well as applying 

the stochastic frontier approach to aggregate data from 1980 to 2007. An investigation of the 
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level of productivity and the degree of efficiency in these five countries may provide valuable 

insights into potential productivity improvements. This is particularly important because of the 

implementation of the free trade agreement with the EU and the abolition of the Multi-Fibre 

Agreement, which has led to the elimination of tariffs, other trade barriers and export quotas.

This paper is structured as follows: Section II summarises the model and data used in this 

study. Section III discusses the empirical results. The conclusion is presented in Section IV.

II. Model and data

This section describes a model for estimating technical efficiency and its determinants at the 

aggregate level in the Southern Mediterranean economies. As Coelli et al. (2005) comprehensively 

reviewed, the measurement of technical efficiency has become a common framework with the 

development of the Stochastic Production Frontier (SPF) models by Aigner, Lovell and Schmidt 

(1977) and Meeusen and Van don Broeck (1977). The approach adopted in this study is the 

general form of the panel data version of Aigner, Lovell and Schmidt (1977), which extended the 

Battese and Coelli (1995) model of the stochastic frontier production function. The SPF model 

is based on a parametric specification of technology with inefficiency effects. The disturbance 

term in stochastic production frontier is assumed to be composed of two elements: a symmetrical 

error term (v) that accounts for random effects and a one-sided non-negative random disturbance 

(u) that is not explained by the production function and associated with technical inefficiency of 
production. By decomposing the error term, the stochastic frontier production function for panel 

data can be expressed as:

(1)

where Yit denotes the gross production for the ith country; β is a vector of unknown 

parameters to be estimated; Xit is a vector of production inputs; vit refers to statistical random 

disturbance terms, assumed to be independently and identically distributed N（0, σv
2）; 

uit represents non-negative random variables, assumed to be independently and identically 

distributed N（0, σu
2）with truncations at zero. 

In this specification, －uit measures the distance between the realised output and the frontier 

output. The exp (－uit), which varies between 0 and 1, is a measure of technical efficiency of 

the ith country. Following Battese and Coelli (1995), the technical inefficiency effect, uit, in the 
stochastic frontier model (1) could be specified:

(2)
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whereδ is a vector of unknown parameters to be estimated; zit is a vector of explanatory variables 

associated with technical inefficiency in production; wit is a random variable with zero mean and 
variance σ2 defined by the truncation of the normal distribution such that the point of truncation 

is －zitδ, i.e. wit ≥ －zitδ. The technical efficiency of production of the ith country is defined by 
the ratio of the observed output to the corresponding frontier output:

 (3)

The prediction of the technical efficiencies of the ith country relies on the conditional 

expectation of uit, given the observed value of vit － uit [Jondrow et al. (1982); Battese and Coelli 

(1993); Battese and Coelli (1995)]. Given the assumptions of the statistical distribution of uit and 
vit and the maximum likelihood (ML) estimates of production frontier, the best predictor of uit, 

given vit －uit is obtained as (Battese and Coelli, 1993):

  (4)

The function Ф(・) denotes the cumulative distribution function (cdf) of the standard normal 

random variable evaluated at (μit*/σ*).
Given the above assumptions, the following Cobb-Douglas functional form was used to 

estimate the stochastic frontier production function:

  (5)

where Yit denotes gross production, Kit and Lit represent the capital stock and the labour input, 

respectively, of the ith country in period t. βi（i = k, l）is an unknown parameter to be estimated. 
Ait denotes an indicator that considers changes in technology and represents technological 

progress in period t. βt is an unknown parameter to be estimated that detects the rate of 
technological progress.

            (6)
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Assuming constant returns to scale (CRTS), equation (5) is rewritten as:

 (7)

and the model is specified in logarithmic form, as in equation (8).

  (8)

where yit denotes gross production per labour (Yit/Lit), kit denotes the capital-labour ratio (Kit/Lit) 

for the ith country in period t. βi（i = 0, t, k）is an unknown parameter to be estimated.
Equation (8) indicates that the technical efficiency of ith country is estimated by the 

difference between maximum possible output and the observed output. A change in technical 

efficiency shows the movement of the country’s actual output to its maximum possible output, 

given the technology. However, the extent of technological progress is measured by the extent to 

which the industry’s potential frontier shifts from one period to another. 

The technical inefficiency effect to be estimated is defined as follows:

  (9)

where TRD is the share of trade to GDP; MFI represents the ratio of manufacturing goods 

imports to total volume of import; FDI denotes the share of foreign direct investment inflow 

to GDP; DUN is a dummy variable that equals 1 if the country is located in the North African 

region and zero otherwise; DUO denotes a dummy variable that equals 1 if the country is oil-

producing and zero otherwise; DUE is a dummy variable that equals 1 for all the period after the 

conclusion of association agreement with the EU and zero otherwise; wit refers to a random term.2 
The parameters of the stochastic frontier production function in equation (8) and the model for 

technical inefficiency effects in equation (9) may be estimated simultaneously by the maximum 

likelihood model (Reinfschneider and Stevenson, 1991; Huang and Liu, 1994).

The data used in this study are taken from the CD-ROM of World Development Indicators 

provided by the World Bank. The data of five SMCs (Algeria, Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) 

covering the period from 1980 to 2007 were collected. A series of data on gross domestic 

2  The EU is the dominant trade partner for North African countries and for the Magreb countries in particular 
while that of Jordan is Saudi Arabia, Iraq and the US. The rationale behind inserting the regional dummy DUN 
that separates Jordan from North African countries is to capture the difference in the direction of trade that 
may affect the level of technical efficiency.
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product (GDP), capital stock and labour force in these five countries were used in the estimation 

of the stochastic frontier model. To estimate the inefficient effects model, the data for volume 

of trade, volume of manufacturing goods imports and foreign direct investment inflow were 

collected. All monetary values were real value in US dollars at the constant price of the year 2000.

To construct a series of physical capital stock for the five countries, the perpetual inventory 

method (PIM) was used. The capital stock for the year t in the ith country equals the capital stock 

of the previous year, Ki,t-1, the rate of depreciation, δ and the flow of gross investment in the 

current year, Iit. The series of capital stock for each country can be calculated as follows:

 (10)

The series of investments were extended back to 1975. The initial capital stock was calculated by 

the following equation to construct the series of capital stock:

 (11)

where git denotes the average annual growth rate of the real GDP over subsequent years.3 For 
the aggregate capital stock, a depreciation rate (δ) of 4% to 6% is frequently assumed. In this 

estimation, the initial capital stock and the consequent series of capital stock were estimated 

using alternative assumptions: 4%, 5% and 6%. When applied to the estimation of the stochastic 

frontier production function, the choice of depreciation rate did not seem to matter. Thus, 

estimated results with a depreciation of 5% were presented in this study. This is consistent with 

many studies on economic growth of developing economies, including the SMCs [Collins and 

Bosworth (1996); Abu-Qarn and Abu-Bader (2007)]. 

Summary statistics of the variables are presented in Table 1.

3  Many studies frequently adopted this measure for the estimation of initial capital stock, since it captures long-
run effects and avoid short-run fluctuations. See Abu-Qran and Abu-Bader (2006:756-757).
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Table 1. Summary statistics of the data

III. Empirical Results

The maximum likelihood (ML) estimates of the parameters of the model were obtained using 

the computer programme FRONTIER 4.1 (Coelli, 1996). Parameter estimates and t values of the 
ML estimators are given in Table 2. The signs of the estimated parameters of the Cobb-Douglas 

stochastic frontier production model are as expected. The estimated coefficients of the capital-

labour ratio and the time, t, are positive and statistically significant at the 1% level. These results 
indicate a positive relationship between the capital-labour ratio and labour productivity. The 

rate of technological progress is 0.6%. However, these results imply that the output growth was 

largely explained by capital accumulation, although the contribution of technological progress 

was also significant. 

The estimated coefficients in the technical inefficient model are also as expected. The 

estimated coefficients of the share of manufacturing goods imports to total imports (MFI) and 

the share of foreign direct investment (FDI) to GDP are negative and statistically significant 
at the 1% level. These results indicate that technology imports within manufacturing goods 

and technology transfer through FDI contribute to improved technical efficiency. However, the 

estimated coefficient of the share of trade (TRD) to GDP is positive and statistically significant at 
the 5% level. This implies that opening up to international trade negatively affects the increase in 

technical efficiency. The estimated coefficient of the dummy variable of the North African region 

(DUN) and that of oil producing countries (DUO) were positive and statistically significant at 

Variables Mean Values Standard 
Deviation Maximum Minimum

Y: GDP (million USD) 36,855.3 29,113.6 135,867.0 4,213.0 

K: Capital stock (million USD) 131,942.1 94,123.8 317,069.0 11,932.7 

L: Labour (thousand) 7,781.1 6,406.2 25,498.8 435.8 

y: Labour productivity (USD) 5,502.8 1,739.9 10,193.4 3,244.9 

k: capital-labour ratio (USD) 20,423.5 8,886.5 44,536.9 10,401.1 

TRD: Share of trade to GDP (%) 75.5 29.6 154.6 32.7 

MFI: Share of manufacturing goods 
to total import (%) 62.4 8.4 79.8 40.3 

FDI: Share of foreign direct 
investment inflow to GDP (%) 2.0 2.9 21.7 -0.6 
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the 1% level. The positive sign of the location dummy (DUN) indicates that technical efficiency 
declines in North African countries (Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia) compared with Jordan. 

The positive sign of the dummy of oil producing countries indicates that technical efficiency is 

higher in non-oil producing countries compared with an oil producing country, Algeria, in this 

estimation. As for the effect of EU enlargement to the SMCs, the estimated coefficient of the 

dummy variable (DUE) was found to be negative but not statistically significant. This result 
implies that the EU might have a positive impact on enhancing technical efficiency. However, such 

positive impact has not been statistically confirmed.

Variables Estimates t-value

Stochastic frontier model

 Intercept 0.689 1.194 

 l nk 0.816 *** 15.248 

 t 0.006 *** 2.795 

Inefficiency effects model

 Intercept －0.011 －0.087 

 TRD 0.004 *** 2.773 

 MAI －0.006 *** －2.641 

 FDI －0.035 *** －3.071 

 DUN 0.402 *** 3.730 

 DUO 0.036 *** 6.108 

 DUE －0.036 －0.835 

Variance parameters

σ2 0.013 *** 7.810 

γ 0.376 ** 1.757 

Log-likelihood 116.090 

(Note) *, **, *** indicate significant at the 10% level, 5% level, 1% level, respectively.

Table 2. Parameter estimates and t-value 
of stochastic frontier model and inefficiency effects model
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The estimate of variance parameters, γ, is positive and statistically significant at the 1% 

level, indicating that inefficiency effects are significant in determining the level and the variability 

of the countries (Table 2). Thus, the stochastic frontier inefficiency model is empirically justified. 

In addition, two null hypotheses for the parameters of the model are examined in Table 3 using 

the log-likelihood test. The first null hypothesis of no inefficiency effects was rejected. The second 

null hypothesis that no country-specific factor makes a significant contribution to the explanation 

of the inefficiency effects was also rejected.

Table 3. Tests of hypotheses for the parameters of stochastic frontier model 
and inefficiency effects model

Table 4 presents the results of the estimation of each country’s technical efficiency. The 

estimated efficiency scores indicate that there exist some technically inefficient countries, 

although most countries appear relatively technically efficient. The average level of technical 

efficiency is 79.5%, ranging from a minimum of 55.1% to a maximum of 99.2%. It is suggested 

that the countries in the Southern Mediterranean region are producing an average of 79.5% of 

their potential with the given present state of technology and input levels. This implies that those 

countries can increase their production by 20.5% through more efficient use of technology and 

production inputs. Egypt, Jordan and Tunisia were relatively efficient, with an efficiency score 

greater than the average; however, Morocco and Algeria appeared relatively inefficient with 

their scores of 77.3% and 59.1%, respectively. These results imply that the extent to which each 

country could increase its production is different, ranging from 8.1% to 40.9%, given their present 

state of technology and input levels.

4  The null hypothesis (H0: γ = 0) was tested, using the generalized log-likelihood ratio, λ , given by 
 λ = － 2{L(H0) － L(H1)}. L(H0), L(H1) denote the values of the likelihood function under the null and the 
 alternative hypothesis, respectively.

Null Hypotheses Log-likelihood 
ratio d.f. Critical Value 

at 5% Decision

No inefficiency effects
γ = δi = 0 ( i = 0, 1, 2,  …6) 218.948 8 15.5 Reject H0

No country specific effects
δi = 0 ( i = 1, 2 , 3,  …6) 133.724 6 12.6 Reject H0

(Note) The value of the log-likelihood function under the specification of alternative hypothesis (i.e. 
unrestricted model) is 49.227.
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Table 4. Technical efficiency estimates of each country

The trend of technical efficiency in the five countries is presented in Figure 1. The overall 

trends from 1980 to 2007 indicate that the level of technical efficiency improved in Egypt, 

Morocco and Tunisia. Although the initial level of technical efficiency was higher than average 

in Egypt, it has been improving since the beginning of the 1990s. For Morocco and Tunisia, the 

initial efficiency score was slightly lower than the average, but both economies show a long-

term improvement. Jordan’s initial highest level of efficiency with an increasing trend since 1990 

somewhat limits its room for improvement. The technical efficiency score of Algeria (59.1%) was 

the lowest and has been stagnated during the observed period. These results suggest that the 

level of technical efficiency of the five countries have been improving since the mid-1990s. 

(Note) The technical efficiency estimate indicates the average score 
from 1980 to 2007.

Country Technical efficiency (%)

Algeria 59.1 

Egypt 87.7 

Jordan 91.9 

Morocco 77.3 

Tunisia 81.5 

All countries (Mean efficiency) 79.5 

Min. efficiency 55.1 

Max efficiency 99.2 
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Figure 1. Changes in technical efficiency, 1980-2007

The estimation of the changes in technical efficiency and the relative contribution to 

productivity growth are summarised in Table 5. The average annual growth rate of technical 

efficiency was relatively higher at 1.77% in Egypt and 1.63% in Tunisia, although it remained 

at 1.09% in Morocco. The growth of technical efficiency is higher than the average in Egypt, 

Morocco and Tunisia, where the relative contributions to productivity growth were estimated 

at 33.4%, 35.5% and 23.9%, respectively, with an average of 30.5% for these three countries. 

These results indicate that improvements in technical efficiency have significantly contributed to 

the output growth in these countries. On the contrary, the improvement in technical efficiency 

has stagnated in Algeria and Jordan with its annual changes remaining at 0.06% and 0.09%, 

respectively. Compared with the results shown in Table 4 and Figure 1, the SMCs, except for 

Algeria, showed a relatively low level of technical efficiency but demonstrate prospects of long-

term improvement.
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Table 5. Changes in technical efficiency (TE) and relative contribution to productivity growth

The empirical results explained in this section provide the following five implications. First, 

the five economies in the SMCs seem to be relatively efficient, with an average technical efficiency 

score of 79.5%. This implies that those countries can increase their production by 20.5% through 

more efficient use of technology and production inputs. Second, the technical efficiency of the 

five economies has been improving since the mid-1990s although its level differs by country. 

Third, the average relative contribution of technical efficiency to productivity growth was 30.5%. 

This indicates that improvement in technical efficiency significantly contributed to productivity 

growth. Fourth, technology imports embodied in manufacturing goods and technology transfer 

through FDI contributed to the improvement of technical efficiency. Fifth, the effect of the 

conclusion of the association agreement might be positive, but cannot be statistically confirmed. 

Increase in trade exchange did not have a positive impact. These results suggest that openness 

to international trade due to the effect of association agreement is inevitable but its effect is 

ambiguous for the improvement in technical efficiency. To seize the positive effect, it is important 

to stimulate the diffusion of technology and knowledge spillover.

While most studies on growth accounting of the economies of the SMCs have noted the 

stagnation of total factor productivity growth [Abu-Qarn and Abu-Bader (2007); Makdisi, Fattah 

and Limam (1997); Pissarides and Veganzones-Varoudakis (2007); Devlin (2010)], this study 

revealed that improvements in technical efficiency have at least contributed to productivity 

growth. The major factor for improving technical efficiency was the import and transfer of 

technology through attracting FDI and encouraging technology imports within manufacturing 

goods. Although Nishimizu and Robinson (1984) suggested the existence of a significant 

correlation between export expansion and productivity growth, this study emphasises the 

necessity of a positive cycle of trade and investment, i.e. attracting FDI and technology imports 

that promote exports. However, it should be noted that relatively low rates of technological 

Country
Average annual 

growth rate of labour 
productivity (%)

Average annual changes 
in TE (%)

Relative contribution 
of TE changes to labour 
productivity growth (%) 

Algeria －1.44 0.06 －4.5 

Egypt 1.77 0.59         33.4 

Jordan        －0.64 0.09       －13.7 

Morocco          1.09 0.39         35.5 

Tunisia          1.63 0.39         23.9 
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progress coexist with improving technical efficiency. For Egypt, Morocco and Tunisia, innovation 

to stimulate a shift in production technology is essential to further increase productivity although 

the adoption of best practices has already contributed to it. On the contrary, in Algeria, a 

relatively low level and growth in technical efficiency might conceal the potential for stimulating 

technological progress. Deterioration of technical efficiency was the main cause for the lower TFP 

growth. In this case, more efficient use of inputs by adopting best practice techniques is necessary 

to further increase productivity. 

IV. Conclusion

This study investigated the sources of economic growth by estimating technical efficiency 

of five SMCs and identifying the determinants of technical efficiency improvement, applying 

the stochastic frontier approach to aggregate data from 1980 to 2007. Using the five SMCs’ 

aggregate data from 1980 to 2007 and applying the Cobb-Douglas form of the stochastic 

frontier, this study simultaneously estimated the production and inefficiency functions.

Empirical findings of the stochastic frontier production function indicated that the technical 

efficiency of production ranges from a minimum of 55.1% to a maximum of 99.2%, with an 

average level of technical efficiency estimated at 79.5%. This implies that the economies of the 

five SMCs can increase their productivity by an average of 20.5% through more efficient use of 

technology and production inputs. The relative contribution of technical efficiency to productivity 

growth was 30.5%, indicating that improvements in technical efficiency significantly contributed 

to productivity growth. Empirical results of the estimation of the inefficiency function indicate 

that the main factors contributing to the improvement of technical efficiency were technology 

imports within manufacturing goods and technology transfer through FDI. Although many studies 

criticised the insignificant total factor productivity growth in SMCs, improvements in technical 

efficiency at least contributed to productivity growth. It was also revealed that relatively low 

rates of technological progress coexist with improving technical efficiency in some countries 

such as Egypt, Morocco and Tunisia, and that a relatively low level and growth in technical 

efficiency might conceal Algeria’s potential for stimulating technological progress. To further 

increase productivity and competitiveness, country-specific policy measures must be identified to 

accelerate technical efficiency and technological progress. 

Levels of technical efficiency in most of the five SMCs have been improving since the mid-

1990s when the Barcelona Process began. However, the conclusion of the association agreement 

and increase in international trade did not have a positive effect on improvement in technical 

efficiency. These empirical results suggest that openness to international trade is inevitable 

but does not promise to improve technical efficiency. It is the attraction of FDI and promotion 
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of technology imports that seize the positive effect through the diffusion of technology and 

knowledge spillover. This implication emphasises the importance of the positive cycle of trade 

and investment, i.e. attracting FDI and encouraging technology imports that promote exports for 

the SMCs to further strengthen regional integration. 
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Abstract

The purpose of this research is to clarify the background, process, and results 
of the irrigation policy of the rulers of the Qongrat Dynasty in the Khanate of Khiva 
(1804-1920) on the Lawzan Canal and its surrounding areas with considering the 
environmental changes and the process of the establishment of this Dynasty in the first 
half of the 19th century. Especially, this paper challenges the theory of A. L. Troitskaia 
who argues for a continuous policy of these rulers to construct dams across the Lawzan 
and its related channels and to restrict the water supply to the Turkmens in Khorazm 
for the sake of subduing them from the 17th century to the middle of the 19th century.

The author of this paper reached the following conclusion: In the 1570s and 
1580s, the lands west of the Lawzan dried up because of alterations of the course of 
the Amu Darya. As a result of the inundation of the Amu and the formation of lake 
in Lawzan in the end of the 1820s, the Qongrat khans used the opportunity provided 
by this ecological change to expand irrigated lands further to the west of the Lawzan 
in the 1830s and 1840s. They settled groups brought from outside the Khorazm 
oasis on these lands. The settlement process was promoted by two mobilizing 
projects, irrigation projects and military expeditions, each reinforcing the other. The 
combination worked until the disturbance among the Yomuts occurred around 1850. 
This uprising appears to be related to Muhammad Amin Khan’s policy of favouring the 
Jamshidis over the Yomuts in his military expeditions to the Merv oasis. The rebellion 
of the Turkmens was expanded in the period of internal succession struggles in the 
Qongrat Dynasty, after the sudden death of Muhammad Amin Khan in battle in 1855. 
Sayyid Muhammad Khan’s order to dam the Lawzan in 1857 was a reaction to this 
rebellion, and it caused the devastation of the lands irrigated in the third and fourth 
decades of the century. Thus, the khans of Khiva turned their policy of expanding the 

Irrigation Policy of the Khanate of Khiva
regarding the Lawzan Canal (1), 1830-1873
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1 Bregel 2009: 400.
2 According to Bayani (Muammad Ysuf Bayn, 1859–1923), a Qaraqalpaq leader, Lawzan Bay (Lawzn By), constructed 

a small canal (slma) named after him. As a result of Amu Darya flooding the Lawzan during the reign of Allah Qul Khan, 
this small canal became a river and flowed into the Aral Sea (Shajara-yi Khvrazmshh: 329b; Гулямов 1957: 218). 
We must focus on the fact that according to native sources, this canal did not run in the direction of Old Urgench and the 
Daryalq but flowed into the Aral Sea at the beginning (Riy al-dawla: 667b–668a; Shajara-yi Khvrazmshh: 329a). 
Munis (Shr Muammad Mrb Mnis, 1778–1829) refers to the Lawzan for the first time in his description of Eltzr 
Khan’s expedition to Khoja-eli, during which he appeared on the coast of Lawzan in Shavval 1219/January1805 (Firdaws 
al-iqbl: 430). In the court chronicles, Lawzan has two spellings: Lawzn and Lawdn (Бартольд 1965[1914]: 181). 
Grand Duke Nikolai Konstantinovich (Николай Константинвич Романов, Великий Князь), who visited Lawzan in 1879, 
ascribed the name Lawzan to a certain Turkmen Lawzan (Поворот: 16), although we cannot find such attestation in the 
native sources in Turkic.

 For observation records on the Lawzan in the 19th century, see, Basiner 1969[1848]: 178–179; Данилевский 1851: 87–88; 
Каульбарс 1881: 398–407. 

 Nikolai Konstantinovich mentions, ‘Khivans used the Lawzan as a common name for the network of artificial canals 
(искуственные арыки) and natural channels (естественные протоки) between the Amu-Darya and the Daryalq, through 
which the river once flowed. The Lawzan diverges from the Amu-Darya as five canals (арык) between Qpchaq and Khoja-
eli at the ruins of the fortress Band (Бент in Russian), and seven tributaries (проток) pour into the Daryalq between Porsu 
and Old Urgench (Поворот: 29а)’. Quoting Nikolai Konstantinovich’s description, Troitskaia states, ‘thus, the entire area 
between Khoja-eli – Qpchaq and Porsu was known as Lawzan (Тройцкая 1954: 82)’.

 These and other nineteenth century sources indicate, therefore, that the meaning of the term Lawzan was rather fluid.

irrigated lands of the lower Lawzan in the 1830s–1840s, which took advantage of 
environmental changes, to that of controlling it for political purposes from the 1850s.
 

Introduction

Khorazm is situated in the lower basin of the Amu Darya, and its irrigation system is based 
entirely on this river1. The canal that diverged from the Amu Darya between Khoja-eli and Qpchaq 
was known as the Lawzan, and it poured into the Daryalq (Darylq or Kuhna Dary; in Russian 
старое русло, ‘old riverbed’ of the Amu). Sometimes the name ‘Lawzan’ was used as a general term 
for the channels of the Amu Darya from between Khoja-eli and Qpchaq to the Darylq2. Russians 
considered the Lawzan and its surrounding areas to be one of the most fertile regions of the Khorazm 
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oasis. During the Tsarist period, the Russian government, along with Russian nobles, entrepreneurs, 
and irrigation engineers, planned irrigation projects on the Lawzan (ЦГА РУз, ф. 2, оп. 2, д. 168, лл. 
29об.–30)3. 

A. L. Troitskaia, investigating the land and irrigation policy of the khans of Khiva with regard to 
the canal in the 1850s, affirms that these rulers constructed dams across the channel corresponding to 
the Lawzan in later period from as early as the 17th–18th centuries. They did so in order to bring the 
Turkmens, who resided downstream, to their knees by regulating their water supply4. Based on the 
Khivan chronicles and the travel and research accounts of Russians, Ia. G. Guliamov (Я. Г. Гулямов) 
made a similar argument to the effect that the khans of Khiva enhanced their power by controlling the 
water resources of the Turkmens. He also indicated that the khans pressed the Turkmens into military 
service in support of their military expeditions to the areas that correspond to the territory of modern-
day Turkmenistan and Northern Iran, depriving them of the opportunity to engage in agriculture and 
trade (Гулямов 1957: 222, 224).

However, it is evident that this interpretation simplifies the historical record too much. In 
particular, it makes little sense to discuss the irrigation policy these 19th century rulers implemented 
on the Lawzan and the surrounding areas without considering environmental changes and the 
establishment of the Qongrat Dynasty (1804–1920) in the Khanate of Khiva. This article aims to 
clarify the background, process, and results of this policy in light of these two factors. In pursuit of 
this objective, it relies principally on the following sources: 1) Court chronicles in Khiva (written in 

3 Grand Duke Nikolai Konstantinovich, Glukhovskoi (А. И. Глуховской), engineer Gel’man (Х. В. Гельман), Duke 
Andronikov (М. М. Андроников) and others were involved in these issues. I will discuss it in detail in another article.

 The old riverbed of the Amu Darya became a stage of the ‘Main Turkmen Canal (Главный Туркменский канал)’ 
construction plan, originated from Glukhovskoi’s idea, during the Soviet era (Chida 2009: 5–6, 14–25).

4 Troitskaia’s unique article on this theme was inspired by the fact that, in 1952, the Khorezmian Archaeological and 
Ethnographic Expedition (Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция) under the command of S. P. Tolstov (С. 
П. Толстов) discovered an irrigation network of the 15th and the early 17th century around Lake Sarqamsh on the lower 
reaches of the Daryalq that had been used by the Turkmens. Based on the description of Nikolai Konstantinovich and the 
documents of the khans of Khiva, Troitskaia asserts that the purpose of the dams constructed in 1850 and 1857 across the 
Lawzan by the order of the khans of Khiva is to deprive water resources from Turkmen and bring them to heel (Тройцкая 
1954: 82). In addition, she supposed the same measures had been implemented between the end of 17th and the 18th 
centuries (Тройцкая 1954: 82–88). For the activities and contributions of Tolstov to the Soviet archeology, ethnography as 
well as its irrigation plans in Khorazm, see, Germanov 2002.

5 For the court chronicles of Khiva, written by Shir Muhammad Mirab Munis, Muhammad Riza Mirab Agahi (Muammad 
Ri Mrb gah, 1809–1872), Muhammad Yusuf Bayani, Sayyid Hamidjan Tora (Sayyid amdjn Tra Kmyb, 1861–
1922), see, Bregel 1988: 1–58; Bregel 1999: vii–lxv; Муниров 2002; Юсупова и Джалилова 1998: 191–192, 198–201, 
211–212, 226–227.

 I could not use the findings of the Khorezmian Archaeological and Ethnographic Expedition. These remain available for 
future investigation. As to the outline of this expedition, see, Жданко1997.
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Turkic); 2) Travel accounts and survey materials (written in Persian, Russian, and other European 
languages)5.

I. Irrigation Projects of the Khivan Khans on the Lawzan in the First Half of the 19th Century
 

Old Urgench (Kuhna rganj), which was the central city of Khorazm until the 16th century, is 
located in the area corresponding to the lower reaches of the Lawzan Canal in the 19th century. In 
1388, Timur invaded the city and destroyed it; afterwards, the city fell into decline. Between 1573 
and 1582, the course of the Amu Darya changed, which created an interruption of (Old) Urgench’s 
water supply. As a result, the city was devastated, and its inhabitants moved to the southern region of 
Khorazm or to the Amu Darya Delta (Aral region) (Бартольд 1965 [1914]: 174–178)6.

The Amu Darya flooded the Lawzan in the second decade of the 19th century. Muhammad 
Rahim Khan (r. 1806–1825) attempted to dam up the stream of Lawzan (Данилевский 1851: 74; 
Гулямов 1957: 218)7. The Qongrat khans in this period tried to protect the land adjacent to the Amu 
Darya from inundations. Therefore, they did not dare to construct large-scale canals or irrigations 
systems from the Lawzan or the surrounding areas, and it is unlikely that its irrigation network was 
enlarged or maintained8.

In 1804, Eltzr Inaq (r. 1804–1806) of the Uzbek Qongrat (Qngrt) tribe expelled the 
Chinggisid ruler and assumed the title of khan, thus founding the Qongrat Dynasty (1804–1920) in 
the Khanate of Khiva. In 1811, Muhammad Rahim Khan conquered the Aral region ruled by Tora 
Murad Sufi (Tra Murd f), which led to the political unity of the Khorazm oasis. In the same 
year, he re-established a fortress on the coast of the Atalq-arna (Atlq rna) and settled the Uzbek 
Manght (Manght) tribe there. In 1815, he ordered the building of the Qlch Niyaz Bay (Qlch 
Niyz By) Canal. In the 1810s and 1820s, Muhammad Rahim Khan dredged the Shahabad (Shh-

6  The conditions of the area surrounding Lawzan between the 17th and 18th centuries is unclear because of the lack of local 
sources, except for the works of Abu al-Ghazi (Ab al-Ghz Khn, r. 1644-c.1664). For the fragmentary and uncertain 
accounts of some contemporary authors on them, see, Глуховской 1893: 42-51. In the 18th century, the Khanate of Khiva 
was in confusion, which ceased after the establishment of the rule of the Qongrat Inaqs in 1770. Thus, there were almost no 
large-scale irritation projects in the Khorazm oasis during the 18th century (Бартольд 1965[1914]: 179).

7 In Rajab 1234/May 1819, the Khan launched an 18 day expedition to stem the Lawzan (Firdaws al-iqbl: 1048; Тройцкая 
1954: 87).

 The Russian Orientalist Bartol’d pointed out that the flow of the water on the western bank of the Amu Darya started to 
increase at the end of the 18th century, while that on its eastern bank tended to decrease (Бартольд 1965 [1914]: 180).

8 In the second half of the 18th and early 19th centuries, however, some irrigation works were conducted by Qaraqalpaqs 
around the Lawzan (Бартольд 1965[1914]: 181).

 Troitskaia argued this measurement of the Muhammad Rahim Khan had the same purpose as the Qongrat khans’ 
measurements in the 1850s to the Turkmens – in order to restrict water supply to them (Тройцкая 1954: 87).
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bd) Canal, constructed embankments and fortresses on the coast, and settled a part of the Uzbek 
Uyghur (yghr) tribe in Khorazm and the inhabitants of the Amirate of Bukhara in the middle or 
lower reaches of the canal (Гулямов 1957: 216–219). Allah Qul Khan (r. 1825–1842) continued the 
irrigation projects in Khorazm. In 1828, he constructed Tash-saqa (Tsh-saqa) (a stone sluice gate 
of the Pahlavan Canal) on the embankment of the Amu Darya, ensuring a water supply to Khiva 
(Гулямов 1957: 220). He settled some groups from outside Khorazm in the lower basin of the Qlch 
Niyaz Bay Canal in the 1830s and 1840s (Гулямов 1957: 220–221)9. Thus, the Qongrat khans in the 
first half of the 19th century were greatly concerned with the development of an irrigation system in 
the Khanate, and new canals were built in important areas as well as in western parts of the Khorazm 
oasis (Bregel 2009: 400)10.

In the early period of the reign of Allah Qul Khan, the Lawzan was once again inundated, and 
formed a lake in the area between Khoja-eli and Old Urgench. Between 1259–60/1843–45, the water 
in the lake had already flowed into the Daryalq (Бартольд 1965[1914]: 181–182)11. A British envoy 
J. Abbott visited the region in March 1840. In his published travel account, he wrote ‘A wide expanse 
of water burst upon my eye, which I concluded, was the sea of Aral’; however, he had actually just 
observed the stream of Lawzan (Abbott 1884: 212; Бартольд 1965[1914]: 182). A Russian envoy G. 
I. Danilevskii, who visited Khiva in 1842, related that ‘Lawzan (Лаудан) is the biggest branch of the 
Amu Darya’, and that ‘the inhabitants have an impression that the water pressure of the Amu Darya 
on the Lawzan is growing in recent years and this branch is flowing deeper and wider’ (Данилевский 
1851: 73–74). Between the 1830s and the 1840s, the waters of the Amu Darya began to flow into the 
Daryalq through the Lawzan, and its stream became larger and larger.

In the 1830s, the Qongrat khans, making use of the increasing water flow from the Amu Darya, 
undertook successive irrigation projects in Lawzan. In 1246/1830–31, Allah Qul Khan restored 
Old Urgench by channelling water from the lake in Lawzan to the city, which was devastated by 
the course change of the Amu Darya in the 1570s–1580s (Riy al-dawla: 667b–668a; Бартольд 
1965[1914]: 181; Гулямов 1957: 220).

Muhammad Amin Khan (r. 1846–1855) enlarged the irrigation projects from Old Urgench 
to the south of Daryalq. The Khan visited the areas in the lower reaches of the Lawzan between 

9 The Turkmen ‘Ali-eli tribe and the Jamshidi migrated there. See below for further details.
10 Y. Kawahara mentioned the irrigation projects initiated by the khans of Khoqand (Ming Dynasty) in the nineteenth century. 

It was necessary for the khans to provide residences and cultivated lands with irrigation facilities for the immigrants from 
Kashgar as a result of the military expeditions of Muhammad Ali Khan (Muammad Al Khn, r. 1823–1842) there and for 
the sedentarizing nomadic Qrghz (Kawahara 2005: 284). These phenomena were similar to the cases of Khiva in the same 
period. At the same time cotton farming was prevailed in Fergana Valley as the irrigated lands expanded and cotton became 
an important item for exportation in the Khanate of Khoqand (Kawahara 2005: 284).

11 Troitskaia affirms that in 1834 the water of the Amu Darya burst and flowed into the Sarqamsh lake through the Lawzan 
and the Daryalq (Тройцкая 1954: 77).
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1262/1845–46 and 1265/1848–49 and ordered the dignitaries Muhammad Yaqub Mihtar (Muammad 
Yaqb Mihtr), Ata Murad Qoshbegi (At Murd Qshbg), Shah Murad Inaq (Shh Murd 
nq), and Muhammad Amin Yuzbashi (Muammad Amn Yzbsh) to supervise the construction, 
extension, and separation of the canals (the canals Khn-bd, Shh Murd, Siph and others), 
the construction of gardens (bgh), and land reclamation in the areas around Old Urgench and the 
south of Daryalq. The Uzbek and Qaraqalpaq inhabitants of the region were mobilized for these 
undertakings (Jmial-vqit-i suln: 462a–464a; Shajara-yi Khvrazmshh: 329a–b; Бартольд 
1965[1914]: 182; Гулямов 1957: 221–222). Mirza Abd al-Rahman (Mrz Abd al-Ramn), 
passing these areas with a Russian orientalist A. L. Kun in 1873, listed the remains of the canals 
built during the reign of Muhammad Amin Khan (Дневник: 24–29)12. Sayyid Ahmad Khoja (Sayyid 
Amad Khvja), who came to Khiva from Bukhara in 1267–1268/1850–1852, referred to the projects 
of Muhammad Amin Khan around Old Urgench as follows:

In fact, the Khan (i.e. Muhammad Amin Khan) makes the dominion of Urgench 
(vilyat-i rganj, i.e. Khorazm) an extremely prosperous. He channelled water 
and equipped all the area up to [Old] Urgench and even a small desert with canals. 
Besides, he constructed bgh and chahr-bghs and large fortresses (qala-yi baland) 
… When I visited Urgench (i.e. Old Urgench) before, there were no villages and 
groves. Therefore, I had to bring water for a few days use when I made a pilgrimage 
(ziyrat) to the chief of saints (sarvar-i awliy) Shaykh Najm al-Din Kubra (Shaykh 
Najm al-Dn Kubr), and Shaykh Sharaf al-Din (Shaykh Sharaf al-Dn) … When I 
accompanied the Khan and observed here, these areas, containing many buildings, 
turned out to be totally different from the previous ones (Siyat-nma: 15b, 21a–b)13.

Some groups outside the Khorazm oasis migrated to the newly irrigated lands in the lower 
reaches of the Lawzan—Old Urgench and the coast of Daryalq—in the 1830s and 1840s. In 
1252/1836–37 and in Muarram 1264/December 1847, some groups from the Turkmen Gkln tribe 
moved from Gorgan to Old Urgench (Riy al-dawla: 714a; Jmi al-vqit-i suln: 469b–470b; 
Гулямов 1957: 221). When war broke out against the Amirate of Bukhara in 1842, Allah Qul Khan 
took inhabitants of the Amirate as captives (asr) and forcefully migrated them to the area between 

12 Mirza Abd al-Rahman enumerated the canals n Qulj Yp, Mihtar-yrgn[sic], Yqb[sic]-By-yrghn, Qshbg 
Yp, Tjk Yp, Khn Yp and Yasvulbsh Yp en route from the Shah Murad Canal to Old Urgench. Among these 
canals Qshbg Yp, Khn Yp, Yaqb By-yrghn and Yasvulbsh Yp had water flow when he visited (as of 1873).

13 The first visit of the author to Khiva was not earlier than the reign of Muhammad Rahim Khan. During this initial visit, he 
received 300 anb of land in Tashhauz from Muhammad Rahim Khan (Siyat-nma: 23b).
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Manght and Qpchaq; later, Rahim Qul Khan (r. 1842–1846) moved them to Old Vazir (Kuhna 
Vazr, west of Old Urgench on the Daryalq) (Riy al-dawla: 742b–753a; Jmi al-vqit-i suln: 
463a; Sifrat-nma: 53; Данилевский 1851: 98; Веселовский 1877: 321; Гулямов 1957: 221). The 
Persian-speaking Sunni nomadic tribe Jamshidi migrated to the lower reaches of the Qlch Niyaz 
Bay Canal in 1841–42 and enlarged their territory in the area surrounding Old Urgench (Данилевский 
1851: 97). Moreover, some of the Iranian elements, taken from Khorasan in the course of military 
expeditions or by Turkmen raiders (lmn) and sold as ‘slaves’ (dghma, khnazda, jriya, chr) 
in Khiva, were possibly forced to resettle in Old Urgench. This supposition is based on Danilevski, 
who visited Khiva in 1842 and indicated that the Sarts, Uzbeks, Turkmens, and Iranians lived in the 
‘urban area’ (город) of Old Urgench, and that the Turkmens and the Jamshidi tribe maintained a 
nomadic way of life in the lands surrounding it (Данилевский 1851: 103–114). According to Agahi’s 
description, Muhammad Amin Khan ordered the vazirs (Mihtar and Qshbg) to allocate the state 
lands (mamlaka-yi pdshh) around Old Urgench to the dignitaries and the military commanders 
(umar va kubar’ va arbb-i siph) of the Khanate in 1263/1846–47 (Jmial-vqit-i suln: 
463a–b). The Qongrat khans initiated irrigation projects on the Lawzan and its lower reaches 
continuously during the 1830s and 1840s, utilizing the large quantities of water flowing from the 
Amu Darya. In the same period, they migrated various groups outside the Khorazm oasis to the 
newly irrigated lands14.

These irrigation projects legitimized the rule of the Qongrat khans over the Khorazm oasis, who 
unlike the Chinggisid khans, had ordinary Uzbek tribal origins. The title of the monarch, ‘khan’, 
was monopolized by the descendants in the male line of Chinggisid khans in Khorazm until the 
beginning of the 19th century. However, their power was relatively weak, and the representatives 
of Uzbek tribes came to hold real control in Khorazm. This trend increased throughout the 18th 
century. Finally, one of the representatives of the Qongrat tribe of the Uzbeks, Eltzr, achieved the 
title of khan in 1804 after defeating his rivals from other Uzbek tribes and expelling a puppet khan of 
Chinggisid origin15. However, its ordinary Uzbek tribal origins forced the new dynasty to make every 
effort to legitimatize its authority in the first half of the 19th century16.

14 Of course, the irrigation project was led not only by the Qongrat khans, but also by the Qarapalpaqs who opened and cut 
canals on a small scale. In the 1830s, it is supposed the Qarqalpq-yrghn canal was said to have been dug in the area of 
Khanabad (Khn-bd) (Гулямов 1957: 223).

15 For the best explanation of this point, see, Бартольд 1927: 100–103, 110–113.
16 For this purpose, they tried to establish marriage ties with the ‘descendants’ of Chinggis Khan and of the Prophet 

(Muammad). The Amirs of Bukhara and the Khans of Khoqand of the contemporary period engaged in similar efforts to 
legitimize their rules, see, Togan 1981: 204–205; Бартольд 1966[1903]: 316; Komatsu 2006: 977. For the latest valuable 
discussion on the use of the Mongol tradition and the Islamic norm in the contemporary historians for legitimizing the rulers 
in the Manght Dynasty (1756–1920) of Bukhara, see, Кюгельген 2004.
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The irrigation projects initiated by the khans of the Qongrat Dynasty in Khorazm in this period 
were a part of this effort. The court chronicles of Khiva draw a sharp contrast between Chinggis 
Khan and his descendants, who brought destruction to Khorazm, and the Qongrat khans, portrayed 
as bearers of prosperity. In this regard, one can cite, for example, the descriptions of the ‘restoration’ 
of Aq Masjid (q Masjid; 1809), the construction of the bridges over the Sirchali Canal (Srchal 
/ Sirchl; 1810), the restoration of Old Urgench, and the construction of Khanabad (Firdaws al-
iqbl: 694–695, 886; Riy al-dawla: 667b–668a; Jmi al-vqit-i sulni: 463a–463b; Бартольд 
1965[1914]: 181–182)17. Land restoration, bridge building, and irrigation projects offered the new 
khans in Khorazm the means to attest the ability to control the water of the Amu, which is the only 
water resource for the inhabitants of the Khorazm oasis.

II. Military Expeditions of the Khivan Khans in the First Half of the 19th Century

The almost annual military expeditions of the khans permitted the settlement of various groups 
from Gorgan, Khorasan, and the territories of the Amirate of Bukhara on newly irrigated lands in the 
Khorazm oasis. After conquering the Aral region in 1811, the Qongrat khans made repeated forays 
into these areas18. From 1813 to 1855, they conducted military expeditions, except for the years 
1821–1825 and 1842–1845, when they antagonized the Amirs of Bukhara over the rule of Merv, 
located on the Murghab River along the trade route between Bukhara and Mashhad (Wood 1998)19. 
As a result, the Qongrat khans maintained their influence over the Qazaq (Kazakh) Steppe to the 
north, the Gorgan region, and the basins of the Murghab and the Tezhen to the south. After the end 
of Khivan rule in Merv in 1843, Muhammad Amin Khan made expeditions to Khorasan, seeking the 
reestablishment of his rule over the Merv oasis, and he achieved temporary success in 1854. He died 
in a war with the united army of the Teke Turkmen and the Qajars in Sarakhs in 1855. This incident 
triggered the rebellion of Turkmen tribes in Khorazm, and the Khanate of Khiva lost all its positions 
in southern Turkmenia (Bregel 2009: 400).

17 This Aq Masjid, different from the famous Khoqandian fortress in the lower reaches of the Syr Darya which Russian troops 
captured in 1853, is located 20 km south-east from Khiva (Гулямов 1957: 218).

18 The aim of these campaigns was plunder, the exaction of tribute, and resettlement of some groups to Khorazm (Bregel 
2009: 399).

 The ‘Khorasan’ (‘Iran’ is sometimes used as a synonym) mentioned in the Khivan chronicles is difficult to define. These 
expeditions mainly focused on the Turkmen areas from Gorgan in the west, travelling along the northern foot of the Kopet-
Dagh Mountains, to Tezhen and Murghab basins in the east,.

19 Merv was an important military base for the operations that took place during the reign of Allah Qul Khan. The Turkmen 
tribes of Merv—the Sarq, Salor, and Teke—were subdued by the Qongrat khans during the years 1822–1843 (Komae 
2001: 47; Wood 1998: 125–126, 186–205).
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Taking advantage of the conflicts between local lords and tribes in Khorasan, and the political 
disturbances after the military expeditions of the Qajars in this area, the Qongrat khans migrated 
several peoples to land in Khorazm (especially during the reign of Allah Qul Khan): the Turkmen 
Ali-eli from Abivard (Bvard in Khivan chronicles) in 1830, the Turkmen Gkln from Gorgan in 
1836–37, the Jamshidi tribe from Badghis in 1841–42, and Iranians (they were treated as a captives 
(asr)) from the suburbs of Mashhad in 1825–182720. During the conflicts for the rule of Merv with 
the Amirs of Bukhara (1821–1825 and 1842–1845), the inhabitants (lt) of the Amirate of Bukhara 
were also brought to Khorazm (Гулямов 1957: 219, 221).

In the Khivan court chronicles, the military expeditions to Khorasan were justified as ‘holy wars 
(ghazt or jihd)’ against the Shiite ‘infidels (kuffr)’ (Firdaws al-iqbl: 914; Riy al-dawla: 544a, 
700b; Zubdat al-tavrkh: 769a; Jmi al-vqit-i suln: 481a). The Qongrat khans, especially 
Allah Qul Khan, were considered to be commanders of the holy wars ‘ghz’21. Occasionally, some 
qs joined the expeditions. Once, a grand q (q-kaln) requested a fatw (a judicial decree 
pronounced by a muft), which proclaimed the expedition to Khorasan as a ‘holy war’ against the 
Qajar army (Riy al-dawla: 721a).

The khans’ irrigation projects and military expeditions ‘holy wars’ were thus two major 

20 During the expedition to Khorasan led by Rahman Qul Tora in 1825–1826, the inhabitants of the fortress of Aq Darband 
on the narrow path between Merv and Mashhad were forced to migrate to Khorazm and settle in a village named after their 
previous domicile. The village Aq Darband is situated 17 km north-west from Khiva (Гулямов 1957: 220). On the history 
of this village up to the collapse of Soviet regime, see, Раҳматуллаев, Матназаров, Қурёзов 1993.

 On the basis of the information of Agahi, Allah Qul Khan made expeditions twice to Khorasan against the Turkmen ‘Ali-
eli tribe between May 1829 and May 1830, and captured the fortress of Abivard (Riyaz al-dawla: 649a–667a). At that time, 
‘Ali-eli took part in the internal conflicts of the ruling family of the Khorasan Kurdish principality in Darragaz, giving aid 
to the opposition parties to the Teke tribe (Trkh-i  ’l-Qarnayn: 757–758). After the occupation by the Khivan army of 
Abivard, the domicile and cultivated land (mazri u maskin) of ‘Ali-eli were distributed to the Teke tribe (Riy al-dawla: 
666a–b). As to the ‘Ali-eli, Allah Qul Khan forced them to migrate to the lower reaches of the Qlch Niyaz Bay canal (Riy 
al-dawla: 666b–667a; Брегель 1961: 33; Гулямов 1957: 220). However, the above mentioned sources on these incidents 
have some discrepancies in chronology. These incidents indicate one of the contributions of the military expeditions of 
the Qongrat khans in the first half of the nineteenth century to the Teke tribe’s process of gaining power in the northern 
Khorasan. For the Teke expansion in these areas, see Bregel 2009: 404–405, 410–411.

 Following the expedition of the Qajar army to the Turkmens in the Gorgan region in 1836, the Turkmen Gkln tribe took 
refuge in the mountain areas of Gorgan (Nsikh al-tavrkh: 659). After the withdrawal of the Qajar army, Allah Qul Khan 
started his expedition to Gorgan, which lasted from December 1836 to March 1837, and migrated a part of the Gkln tribe 
to Old Urgench (Riy al-dawla: 700b–714a). Some remaining parts of this tribe moved to Old Urgench in December 1847 
(Jmi al-vqit-i suln: 469b–470b). Some other sources also attest that the expedition of the Qajar army to Gorgan in 
1836 caused the migration of Gkln to Khorazm (Rawat al-af-yi Nir: 8185–8187; Боде 1847: 213; Correspondence: 
16).

21 Allah Qul Khan minted the coins with his name and the title ‘ghz’ (Вельяминов-Зернов 1859 : 442–453).
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legitimizing enterprises. Bayani’s description reveals the relationship between these two 
undertakings. He describes the allocation of land by Muhammad Amin Khan to the Turkmen 
tribes around Old Urgench in 1264/1847–48. The khan distributed lands to the Turkmen elements, 
i.e. the Gkln, Saqar, Teke, Yomut Qara-choqa, and Qara-ylghunl (Shajara-yi Khvrazmshh: 
332a; Брегель 1961: 27–35)22. It seems that they received lands free of taxes (land tax slght and 
others) and labour obligations (bgr; dredging of canals qz and others) in exchange for fulfilling 
military obligations (supplying nkars to the army) (Гулямов 1957: 222; Брегель 1961: 91–111, 
176–192; Komae 2001: 46)23. That seems true of the case of the Jamshidi tribe, who immigrated 
to the Khorazm oasis in 1841–4224. In the 1830s and 1840s, the Turkmens were settled widely in 
Old Urgench and in the south of the Daryalq. During this period, they were also implanted along 
the coasts of the Shah Murad and Sipahi Canals. The Chowdur migrated from the Caspian coast to 
Khorazm, and the Yomut settled on the southern Daryalq (Брегель 1961: 26–29, 59). This policy 
promoted the participation of the Turkmen tribes in the military expeditions and expanded the army 
of the Qongrat khans. According to the calculations of Bregel, the number of Turkmen soldiers in 
the Khivan army continued to increase through the first half of the nineteenth century (nkars of 
Turkmen/total; 2989/15922 in 1825; 5925/21338 in 1830–31; 8200/[an uncertain total number] in 
1848) (Брегель 1961: 180).

III. Conversion of the Irrigation Policy on Lawzan

Muhammad Amin Khan repeated his expeditions to Khorasan, attempting persistently to 
subjugate the Sarqs who became independent of Khivan rule in 1843, and to reestablish Khivan 
dominance over the Merv oasis (Wood 1998: 206). The military power of the Jamshidi was an 
essential element in this policy. The Jamshidis were involved in successive conflicts with the Qajar 
army during its siege of Herat in 1837–1838, the Hazara tribe and the government of Herat, as well 

22 According to Bayani, Turkmens and b-vaans (farmers without possessing lands) were allocated lands on the canals 
diverging from the canals Shah Murad and Sipahi (Shajara-yi Khvrazmshh: 332a).

 The main canals were constructed by the Khanate through levying laborers. The smaller canals were constructed by the 
Turkmens themselves in these newly irrigated lands (Брегель 1961: 60–61, 96).

23 These lands are called atlq. Most of the Turkmens who received lands in the Khanate were granted this category of land 
(atlq) and a part of them lived in the crown lands (pdshhlq) (Брегель 1961: 111).

 Nkar has the original meaning of ‘comrade’ in Mongol and means ‘servant’ in the Turkic languages (Будагов 1871). In 
Central Asia in the 19th century, nkars were recruited from the general population and served in the army with their own 
horses, weapons, and supplies; they were usually exempt from the land tax (Bregel 1999: 546).

24 It seems that the Jamshidi received some kind of tax-exemption (Данилевский 1851: 97). The tax-exempt atlq land also 
existed in the settlement of the Jamshidi in Khorazm (Брегель 1961: 110).
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as in internal conflicts (Ayn al-vaqyi: 29; Rawat al-af-yi Nir: 8219–8220; Adamec 1975: 
187–188). These conflicts must have caused their emigration to Khorazm. The Jamshidi emigrated 
from Badghis in the direction of the upper Murghab River to Khorazm during (or earlier than) the 
expedition of Rahim Qul Tora to Khorasan from November 1841 to April 1842. Agahi explains that 
they made this move because they were oppressed by Kamran Mirza of Herat; consequently, they 
asked for the protection of the Khivan army, which escorted them to Khorazm. Allah Qul Khan 
settled them in the lower basin of the Qlch Niyaz Bay Canal (Zubdat al-tavrkh: 769a–790b; Wood 
1998: 166–171)25. 

The nkar of the Jamshidi was estimated at 2,000 men (Sifrat-nma: 115–116; Zubdat al-
tavrikh: 790b). According to Bayani’s description of the military expedition to Khorasan in 
1265/1848–49, the troops of the Jamshidi formed a very large contingent, having the same number 
as the Qaraqalpaqs (2,000 men) and coming just after the Yomut (3,400 men) in number (Shajara-yi 
Khvrazmshh: 333a–b; Брегель 1961: 121). The leader of the Jamshidi in Khorazm, Mir Ahmad 
Khan (Mr Amad Khn), first garrisoned Tezhen and then Qara-yap in the Merv oasis. The army 
headed by Mir Ahmad Khan continued to wage battles with the Sarqs, depriving the latter of the 
chance to farm and profit from trade; he stirred up conflict among them and cut off their support 
outside Merv (for example, reinforcements from the Hazara tribe and the Qajars)26. The isolation of 
the Sarqs deepened. Headed by Abd al-Rahman Khalifa (Abd al-Ramn Khalfa), they continued 
military resistance to the Khivans and the Jamshidis from 1849, but submitted to Khiva in May 1854 
(Wood 1998: 220–252). The interests of Muhammad Amin Khan and Jamshidis were thus in accord. 
The former aimed at re-establishing his rule in the Merv oasis using the military power of Jamshidis, 

25 In contrast to Agahi’s description, Kamran Mirza had no real power at that time, but his vazir Yar Muhammad Khan (Yr 
Muammad Khn) possessed authority in the government of Herat (Komaki 2006: 81–87). Yar Muhammad Khan made 
an expedition to the Jamshidis immediately before the Rahim Qul Tora’s expedition (Adamec 1975: 188). It is possible 
that Yar Muhammad Khan took and confined Mir Ahmad Khan or his brothers, Mahdi Quli Bek (Mahd Qul Bk) and Abd 
Allah Beklerbegi (Abd Allh Khn Bklrbg), to Herat and that Mir Ahmad or his brothers fled or were released and left 
for Khorazm (Khirt-i asrat: 37; Семенов 1923: 166; Adamec 1975: 188; Wood 1998: 168).

 Many issues concerning their migration to Khorazm remain to be investigated, though the following outline of their 
migration seems consistent: As a result of the military conflicts between the Jamshidi and Yar Muhammad Khan, the 
former sought refuge from the Badghis to the direction of Merv oasis. The 6,000-7,000 families of this tribe migrated 
to Khorazm in the years 1841–1842. For further details, see, Riy al-dawla: 741b; Zubdat al-tavrkh: 769a–790b; 
Tavrkh al-khavnn: 115a; Khirt-i asrat: 37; Basiner 1969[1848]: 205; Данилевский 1851: 97; Vmbry 1864: 355; 
Веселовский 1877: 307–308; Семенов 1923: 166–167; Иванов 1958: 174; Adamec 1975: 187–189; Wood 1998: 166–171.

26 Mir Ahmad Khan murdered Karimdad Khan (Karmdd Khn), head of the Hazara tribe, which was the Jamshidi’s old 
enemy and supported the Sarq. Mir Ahmad Khan also repelled the reinforcement of the Qajar army for the Sarq and 
captured their commanders (Jmi al-vqit-i suln: 485a–501a; Khirt-i asrat: 35, 39–40, 60–76).

 His name is written as Mr Muammad Khn in the Saint-Petersburg MS of Jmi al-vqit-i suln.
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who know the political and geographical situation there; the latter took refuge in the Khorazm oasis, 
avoiding constant conflict with hostile powers.

It is possible that these shared interests caused the dissatisfaction of the Yomuts. The Yomut 
tribe was the biggest group of Turkmen in Khorazm and was a major component of the khan’s 
cavalry27. Bayani mentions an incident involving Mir Ahmad Khan and one of the Yomut chieftains, 
Aman Niyaz Sardar (Amn Niyz Sardr), in 1263/1846–47. According to Bayani, Aman Niyaz 
Sardar, dispatched to Tezhen, offered Mir Ahmad his return to Khorazm. However, the latter 
rejected this proposal. Aman Niyaz was enraged at this refusal, but those around him stopped the 
quarrel, and Mir Ahmad and Aman Niyaz were reconciled. Mir Ahmad permitted him to return and 
sent a letter to Muhammad Amin Khan through Aman Niyaz. Muhammad Amin Khan, receiving 
the letter and recognizing what had happened, became angry with Aman Niyaz and ordered him 
thrown from the top of a minaret in Khiva (Shajara-yi Khvrazmshh: 329b–330b)28. Bayani also 
states that Muhammad Amin Khan did not follow the established custom of military expeditions, 
appointing an advance guard (lghr) made up of Jamshidi rather than Yomut. This policy change 
caused the latter’s discontent (Shajara-yi Khvrazmshh: 349b–350a)29. These episodes indicate 
that Muhammad Amin Khan considered the military forces of the Jamshidis indispensable to the 
reestablishment of his authority in the Merv oasis; furthermore, they reveal the discontent among the 
Yomut caused by the change in military policy.

The turning point in the irrigation enterprises and the military expeditions appears in an event 
in 1850. In Rab II 1266/ March 1850, Muhammad Amin Khan constructed a dam called Tash-
bugut over the Sharqrawq (Shrqrq, a part of the Lawzan which connected the Lawzan and 
the Daryalq) in order to withhold water from the ‘ruffians’ (bsh u marm) of the Yomuts (Jmi 
al-vqit-i suln: 484b; Sifrat-nma: 94; Каульбарс 1881: 399; Бартольд 1965[1914]: 182; 
Гулямов 1957: 222; Брегель 1961: 198). The Khivan chronicles make no mention of the reason for 
the disturbance amongst the Yomuts, though Bregel suggests it is possible that some of the Yomuts 
carried out hostile actions toward the khan after the execution of Aman Niyaz Sardar (Брегель 1961: 
198–199)30. Thus, an event in the course of the military expeditions caused disturbances in the newly 

27 The total Turkmen population in the Khanate of Khiva is estimated 30–40 thousand families, and almost half of them were 
Yomut (including numbers of the Qara-ylghunl tribe, separated from the Yomut) in the first half of the nineteenth century 
(Брегель 1961: 40–44).

28 Bregel suggests that this figure seems to have been a brother of Ata Murad Khan, who was central to the rebellion of the 
Yomut in 1855–1867, and that his execution was one of the causes of the rebellion (Брегель 1961: 198–199).

29 We can find similar descriptions of these episodes in Kamyab’s Tavrkh al-khavnn, though Kamyab identifies Aman 
Niyaz with a certain Aman Geldi (Amn Gld Vakl) (Tavrkh al-khavnn: 125b–126a).

30 It is necessary to investigate whether or not there were conflicts between the Yomut and the Jamshidi in the Khorazm oasis 
especially in Old Urgench where they lived near each other (Данилевский 1851: 97).
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irrigated lands, leading the khan to control rather than expand the water supply there31.

IV. Construction of Band over Lawzan: Irrigational Expansion to Water Control

When Muhammad Amin Khan died fighting in Sarakhs in 1855, a struggle for succession of the 
dynasty started. Abd Allah Tora (r. 1855), who joined the expedition to Sarakhs was enthroned as a 
new khan with the assistance of Muhammad Yaqub Mihtar and Mir Ahmad Khan in March 1855, 
preventing the ascension of another pretender to the throne, Tengri Qul Tora (Tengr Qul Tra) (Jmi 
al-vqit-i suln: 506a–b, 510a–b; Khirt-i asrat: 85–87). As early as May 1855, the rebellion 
of the Yomuts began (Брегель 1961: 200–201). Abd Allah Khan and Mir Ahmad Khan died in battle 
against the Yomuts in August–September 1855 (Jmi al-vqit-i suln: 511a–513a; Khirt-i 
asrat: 86). Qutluq Murad (r. 1855–1856) rose to the throne in September 1855. Another pretender, 
Muhammad Niyaz Bi (Muammad Niyz B), entered Khiva with the assistance of the Yomuts and 
assassinated the khan. However, the inhabitants of Khiva, stirred up by Muhammad Yaqub Mihtar, 
massacred the Yomut chieftains and soldiers who came to Khiva. Afterwards, Sayyid Muhammad 
Tora ascended to the throne in February 1856 (Jmi al-vqit-i suln: 519b–522b; Gulshan-i 
dawlat: 16b–30a).

By the end of 1855, these struggles for succession had cost the Khanate the northern part of its 
territory, which was now dominated by the rebellious Turkmen tribes, Qaraqalpaqs, and Jamshidis 
(Брегель 1961: 209). After the enthronement of Sayyid Muhammad Khan (r. 1856–1864), the 
rebellions of the Qaraqalpaqs and the Jamshidis subsided, although the rebellion of the Yomuts―
headed by Ata Murad Khan (At Murd Khn), who seemed to have been a relative of Aman 
Niyaz Sardar―continued until August 1867 (Бартольд 1965[1914]: 183; Брегель1961: 197–225). 
Offensive and defensive battles took place in Ghaziabad (Ghz-bd), Tamach (Tmj), Tashhawz 
(Tsh-aw), Hilali (Hill), Lawzan, and Old Urgench (Бартольд 1965[1914]: 183)32. 

As stated above, Muhammad Amin Khan constructed the Tash-bugut Dam over the Sharqrawq 
in 1850. The dam did not immediately devastate the lands that had introduced irrigation during the 

31 According to Bregel, the khans failed to distribute enough water supply to the sedentarizing Turkmens in the newly irrigated 
lands in the 1830s and 1840s. At the same time, the khans attempted, on the one hand, to strengthen their authorities and to 
increase taxes on the Turkmens, while on the other, the Turkmen tribal nobilities (родовой знать) tried to establish their 
authorities among the Turkmens, and their centrifugal tendency to the Khanate was intensified. In addition to these, the 
Turkmens’ interests declined in the 1840s’ unsuccessful military expeditions of the khans in Merv. These factors caused the 
anti-Khivan attitudes among Turkmens and led to the Turkmen rebellion in Khorazm from 1855 (Брегель 1961: 193–196). 
Bregel discussed the military expeditions and the irrigation projects separately in his argument on the cause of the rebellion, 
however my discussion is rather focused on the break up of the interdependence of both activities initiated by the Qongrat 
khans.
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1830s and 1840s. However, when the Turkmen rebellion began and expanded, the situation changed. 
At the end of 1855, the Turkmen tribes under Ata Murad Khan flooded the fortress of Khanabad, 
where the garrison of the Khanate was stationed, by damming up the canal Shah Murad. The loss of 
cultivated lands and the spread of famine caused the garrison to disperse (Shajara-yi Khvrazmshh: 
364b–366b; Брегель 1961: 209).

On 4 Rabi I 1274/ 23 October 1857, Sayyid Muhammad Khan dispatched Hasan Murad 
Qoshbegi (asan Murd Qshbg) to the head of the Lawzan Canal on the Amu Darya, with orders 
to close the canal by constructing a dam called the Band (Бент in Russian sources). According to 
Agahi, Hasan Murad dammed up the water flowing into the Lawzan for ten days (Gulshan-i dawlat: 
117b–118b; Поворот: 17об.–18; Бартольд 1965[1914]: 181–183; Тройцкая 1954: 78–79; Брегель 
1961: 216)33. The motivation for this action was the same as the construction of the Tash-bugut Dam 
in 1850—to deprive the rebellious Turkmens (Yomuts) of water (Gulshan-i dawlat, 118a). However, 
this time the water running from the Amu Darya to the Lawzan was blocked by a complex system 
made up of the Band and other nearby dams (Тройцкая 1954: 82). Whenever the Band suffered 
from flooding, it was restored (Поворот: 18–18об.; Тройцкая 1954: 80). According to Troitskaia’s 
analysis of the Band, based on the Khivan documents, the canal heads with their adjacent area were 
built up by four earthen dams (qch). The embankment of the Amu Darya and all the lands between 
the dams were strengthened by logs (qara qch). A levee was constructed at some distance from the 
river’s bank. It ran along the bank of the Amu for a small distance and continued parallel to the bank 
of the eastern channel where it finally crossed three main canal beds and the lands between them. A 
levee was built to hold back the water flowing from the Amu and to return it to the river in case of 
floods (Тройцкая 1954: 79).

A fortress of 20.5 саженu square34, equipped with two canons, was built alongside the Band for 
blocking any attempt to destroy the dam (Глуховской 1893: 76; Тройцкая 1954: 80). According to 

32 For the details of the rebellion of Qaraqalpaqs headed by Er Nazar Bi (r Naar B) from November 1855 to June 1856, see, 
Gulshan-i dawlat: 44b–48a.

 For the details of the rebellion of the Jamshidi after the death of their leader Mir Ahmad Khan from about January 1856 and 
their return to Badghis in February 1856, see, Gulshan-i dawlat: 34b–38b.

 The Turkmen tribes in Old Urgench and the coast of the Daryalq were the main components of the rebellion headed by Ata 
Murad Khan. They settled later than the other Turkmen tribes in Khorazm and afterward led a semi-sedentarized or nomadic 
way of life. The extent of participation in Ata Murad’s rebellion differs by tribe or sub-tribe (Брегель 1961: 203–204).

 The rebellions weakened the Khanate and caused the loss of all its positions in southern Turkmenia. Nevertheless, the 
Khanate attempted to extend its authority over the Qazaqs of the Junior Zhuz, which caused increasing tensions with Russia 
(Bregel 2009: 400).

33 Nikolai Konstantinovich asserted that Abd Allah Mihtar undertook the construction of the Band.
34 1 сажень equals 2.134 m.
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Nikolai Konstantinovich, Abd al-Rahman Sufi (Abd al-Ramn f) was the head of the artillery 
stationed in the fortress (Поворот: 18–18об.). Based on Agahi’s description, Abd al-Rahman Sufi 
joined Muhammad Murad Divanbegi’s expedition to Ghaziabad as the head of artillery (tpchbsh); 
this undertaking was intended to block the water supply from the rebellious Yomuts in the lower 
basin of the Ghaziabad Canal (Shhid-i iqbl: 61b–68a). After the expedition, he stationed gunners 
(shamkhlch) in Tashhawz and moved canons to Hilali at the end of Safar 1284 /June–July 1867 in 
order to defend these areas from Yomut cavalry attacks (Shhid-i iqbl: 91a–b). Thus, the Lawzan 
was dammed up by the Band and other related dams according to a strategic plan; they were 
defended by soldiers with firearms35.

The effects of these measures are evident. The cultivated, irrigated lands of the 1830s and 
1840s, west of Old Urgench and along the Daryalq were now deserted. New Yomut settlers in that 
period sought other lands, either staying on the western edge of the Khorazm oasis or migrating to 
the coast of the Caspian Sea to breed cattle (Поворот: 18–18об.; Тройцкая 1954: 80; Брегель 1961: 
226). The inhabitants of Old Urgench had to move to Khoja-eli, and the caravans no longer passed 
through the area in order to avoid raids by the Turkmens (Shhid-i iqbl: 154b; Дневник: 26об.–27; 
Игнатьев 1897: 89–90).

Some irrigation projects were initiated after 1867. Sayyid Muhammad Rahim Khan supplied 
water to Old Urgench in 1869, and some of former inhabitants returned there from Khoja-eli (Shhid-i 
iqbl: 186a–b; Бартольд 1965[1914]: 183)36. In 1872, Muhammad Murad Divanbegi dug a canal 
from the upper reaches of the Band toward the Daryalq. The waters of the Amu Darya began to flow 
through the ubat-yrghn Canal and the Daryalq to the Shah Murad Canal (Каульбарс 1881: 400; 
Глуховской 1893: 78–79). Thus, with the closing of the Lawzan, the water of the Amu diverged 
in the directions of the Shah Murad Canal via Suhbat-yarghan to the south and Old Urgench via 
Khan-yap in the north. Mirza Abd al-Rahman mentioned that some Yomuts cultivated lands near 
Old Urgench, and that Uzbeks and some Qazaq farmers did so between Old Urgench and Khoja-eli 
(Дневник: 27об.–29). In spite of these irrigation projects, the main channel of the Lawzan remained 
closed. It was under these circumstances that the Russian army entered Khiva and the Russian 
officials, scholars and irrigation engineers launched research on the Lawzan and Daryalq in 1873.

35 Some Turkmen Chowdur troops also cooperated in the defence of the Band (Тройцкая 1954: 81).
36 Mirza Abd al-Rahman states that a certain Yaqub Bay (Yaqb By) dug a canal to Old Urgench and that 350 families 

gathered there (Дневник: 26об.–27). According to A. V. Kaul’bars, the Khan-yap, which flowed towards Old Urgench was 
also called Yaqub-Bay-yarghan (Каульбарс 1881: 400).
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Conclusion

The water resources of the Amu Darya were (and are) essential for the inhabitants of the 
Khorazm oasis. They considered it difficult to control the river, which often changed its course 
‘on a whim’ (Поворот: 6об.). The rulers of Khorazm relied on natural and artificial changes of its 
waterways as a political strategy. However, the opinions represented by Troitskaia, who argues for 
a continuous policy of the khans of Khiva to restrict the water supply to the Turkmens in Khorazm 
for the sake of subduing them from the 17th century to the middle of the 19th century must be 
reconsidered.

That is, in the 1570s and 1580s, the lands west of the Lawzan dried up because of alterations 
in the course of the Amu Darya. Twice in the 1810s and the end of the 1820s, the water of the river 
flooded the Lawzan, and the lake was formed there. In the 1830s and 1840s the Qongrat khans used 
the opportunity provided by this ecological change to expand irrigated lands further to the south and 
west of the Lawzan. They settled groups brought from outside the Khorazm oasis on these lands. 
The settlement process was promoted by two mobilizing projects, irrigation projects and military 
expeditions, each reinforcing the other. In these years the sedentarization of the Turkmens on the 
Lawzan and the Daryalq was rapidly promoted. The combination worked until the disturbance 
among the Yomuts occurred around 1850. This uprising appears to be related to Muhammad Amin 
Khan’s policy of favouring the Jamshidis over the Yomuts in his military expeditions to the Merv 
oasis. The rebellion of the Turkmens was expanded in the period of internal succession struggles in 
the Qongrat Dynasty, after the sudden death of Muhammad Amin Khan in battle in 1855. Sayyid 
Muhammad Khan’s order to dam the Lawzan in 1857 was a reaction to this rebellion, and it caused 
the devastation of the lands irrigated in the third and fourth decades of the century. Thus, the khans of 
Khiva turned their policy of expanding the irrigated lands of the lower Lawzan in the 1830s–1840s, 
which took advantage of environmental changes, to that of controlling it for political purposes from 
the 1850s37.
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This paper presents, concerning employment and food lifeline under the global 

change, the following consideration of the text syllabus design for development of 

risk image of the lifeline: 1.formation of employment and food lifeline risks under 

the global change, and the view of management of those risks; 2.the text syllabus 

design for the learning on employment and food lifeline ; and 3.the realization of 

the text syllabus design for development of risk image of the lifeline.

 

I はじめに
―グローバル化変動の下における雇用－食糧軸のライフラインリスクの胚胎とその保全の展望―

前稿（岡崎2010b）では、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

らかにすることを課題とし、教室活動・シラバスデザイン・教師の役割について考察した。その

上で、次の課題としてグローバル化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

なす食糧面を併せた雇用・食糧両面を内容とする学習のデザインの展開を設定した。本論は、そ

の課題をめぐって、グローバル化変動の下における雇用－食糧軸のライフラインリスクの、リス

ク像育成のための学習のテキストシラバスデザインについて考察する。

１．グローバル化変動の下における雇用－食糧軸のライフラインリスクの胚胎
1990年代後半以降、グローバル化の変動の下で雇用・食糧を基軸とするライフライン上のリス

クが人の生活及び生存に大きな影響を与えている。それは2007年のサブプライムローン問題、

2008年のリーマンショックを契機とする世界金融危機によって増幅され拍車をかけられてきてい

る。雇用面では、グローバル化を形作る三つの自由化（資本･金融・貿易）に伴い、国際競争が激

化し、競争力強化に向けた「雇用の流動化」が各国で進んだ。その結果、終身雇用が事実上終焉

持続可能性日本語教育の学習のデザイン
―雇用－食糧軸のライフラインリスク像育成の 

ための学習のテキストシラバスデザイン―
Methodology of Japanese language education for sustainability：

Learning design for the development of employment and food lifeline risk image
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し、非正規雇用、有期雇用が多くの国で主軸を成すようになった。そのため、人のライフコース

の安定の基盤であった雇用は、多次元・多要因に大きく依存する高依存型のものとなった。

典型的には、2008年9月のアメリカのリーマンショックに端を発する金融危機を出発点とし

た、多次元・多要因の依存サイクルの中で雇用は翻弄されている。即ち、リーマンショックが株

安を生み、ひいては個人消費の低迷及びデフレスパイラルの進行を引き起こした。個人消費の低

迷によって企業収益が悪化し、その結果賃金・雇用が抑制され、賃金・雇用の抑制がさらに個人

消費の低迷を加速化するというサイクルである。

他方、食糧面でも、グローバル化の三つの自由化に起因する多次元・多要因における高い依存

が引き起こされている。典型的には、アメリカの低所得者向け住宅のサブプライムローンが2007

年8月以降破綻し、それが食糧価格の変動を生み出した。サブプライムローンから引き上げた資金

は、当面高価格の予想される原油、旱魃により高価格が予想される小麦市場に投入され、食糧の

価格高騰に繋がった。

原油価格が高騰したため代替エネルギーとしてのバイオエタノールが注目されバイオエタノー

ルの原料の砂糖、小麦、などの人間の生命維持のための食糧を切り取ってエネルギーが生産され

るようになった。これが食糧価格の高騰を加速している。即ち、エネルギーであるバイオエタ

ノールの価格の高騰が小麦の高騰の、さらに小麦の高騰がバイオエタノールの高価格化に結びつ

く。エネルギーと食糧が相互に影響しあって、それぞれの価格を引き上げる。即ち一方の価格市

場の変動が他方の市場の変動に直結するという状況が生まれている。

注目すべき点は、食糧上の不安定が雇用基盤の不安定化の下にある一人一人の生活の中で発生
しているという点である。雇用が多次元・多要因に大きく依存する高依存型であり、それが一旦

問題に遭遇すると人の収入が脅かされる。その下で、新たにもう一つの多次元・多要因依存食糧

価格が変動にさらされる。言い換えれば、雇用－食糧のライフラインが、相乗的に、多次元・多
要因の高依存の状況の下におかれ、その上で一人ひとりの生活が成り立つようになっている。

２．雇用－食糧軸のライフラインリスクの保全への展望
以上のようなグローバル化がもたらした状況ゆえに、しかし他方で見え始めたものがある。そ

れは、「先進諸国」での雇用基盤の不安定化ゆえの新たな視座の発生である。同諸国の人々は、

自らの雇用が確保されない状況下で、自己の生存基盤が同じような不況に直面した結果、グロー

バル化の下で生存基盤が動揺しているほかの人々の群像が視野に入ってきたという点である。自

己の生存基盤がかつて雇用によって守られていたため、「防護壁で囲まれた中で守られている視

座」を通してしか見えていなかった世界の人の群像が、今その防護壁が崩れさるなかで、自分と

同じ存在であることが見えるようになってきたといえる。

これらの結果、自分と世界が形つくっている身近な、あるいは多方向につながっている人々の

間で、「自他共に生存基盤が揺らいでいる下に生きている」という感覚がリアリティーをもって
感じられる状況になっている。生存基盤の動揺を共有するがゆえに、世界の変動という、直面す
る現実を共通の視座で捉え、問い、実践する基盤が与えられた、といえる。
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即ち、グローバル化の変動の下にあるライフラインリスクの胚胎に伴い、リスクの下に共に置
かれているもの同士がリスクを分かち合い、保全への模索を共通の視座で追求する展望が作り出
されたということができる。

本論は、持続可能性日本語教育をめぐって、次のようなライフラインリスク像育成を、それら

リスクの保全を主題とする学習の前段として位置づけ、シラバスデザインに焦点を当てる。その

上で、グローバル化変動の下における雇用－食糧軸のライフラインリスクのリスク像育成のため

の学習のテキストシラバスデザインについて考察する。

II 雇用－食糧軸のライフラインに関わる学習のテキストシラバスデザイン方法論

１．持続可能性日本語教育における学習のためのテキストシラバスデザイン
（１）目的

持続可能性日本語教育における学習のためのテキストシラバスデザインは以下を目的とする。

１．持続可能な生き方とは何かを学習者が考えるための手がかりとなり得る情報、見方、考え
方に関するテキストを呈示する。

２．特に、持続可能性に関わる諸項目－人の持続可能な生活を支えるもの、ことがらの現在の
状況、傾向、オルタナティブの選択肢、そのイメージを呈示する。

世界のグローバル化の現在の動因をなしている「貿易・資本・金融の自由化」の下で、国際競
争力強化に向けて再編されつつある社会、教育、メディアにおいては、一人ひとりの人間の生活
の持続可能性という問題は第一義的な位置を与えられていないというのが現状である。その現状

にあって、人が持続可能な生き方を考える場を作り出していこうとする場合、国際競争力の強化

に向けて提出されてくる情報、見方、考え方とつき合わせて、人の生活の持続可能なあり方のオ

ルタナティブのイメージを示す情報・見方･考え方に接し、それらを手がかりに現実的な方向を見

出していくことを可能にするための学習のデザインが必要である。持続可能性日本語教育におけ

る学習のためのテキストシラバスデザインはそれを目指すものである。

（２）主眼
テキストシラバスデザインは以下を主眼とする。

１．学習者が自己の関心事を起点として考えるためのデザイン、また学習者が自己の関心事を

起点とした上で、直面する世界を突き動かしている構造を辿っていくためのデザイン
２．その前提として、アジア通貨危機、サブプライムローン、リーマンショックに典型的なよ

うに、学習者の生きる世界が、一旦きっかけがあると、人の生活の根底を揺るがすような
雇用や食糧の危機に直面するリスクの下にあることを、捉えるためのデザイン

３．このようなリスクに対処し克服していく展望、即ち、持続可能な生き方の展望を見出して

いくための保全のあり方を追求するためのデザイン
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テキストシラバスデザインは、持続可能性日本語教育の学習形態上のデザイン－対話的問題提

起学習、ロールレタリング、四つの問い－の次元と並び、内容重視教育でもある同教育の一方の

基軸である、読み、聴く対象となる内容を呈示するためのテキストを用意する次元のデザインで

ある。

次節に見るように、開発教育の長年の懸案を解決することを一つの主眼として生み出された持

続可能性教育における学習のデザインの中心は、学習者が自己を起点として学習する態勢を創出

することである。

テキストシラバスデザインもまた学習者の関心事を起点とすることを可能にするためのデザイ

ンに第一の主眼をおく。本論では、それを学習者の関心事である就職、即ち雇用についてカリ

キュラム上先行して考えてきた学習者に、雇用と（人の持続可能な生活の根幹をなす）食糧の問

題を連動・一体のものとして捉えるためのデザインを導入部分とする。

その上で、第二の主眼として、このリスクを雇用－食糧のライフラインリスクとして捉えるた

めのライフラインリスク像の育成のデザインにあたる。これらは、第三の、最終的な主眼である

ところの、そのようなリスクに対処し、克服していく持続可能な生き方の展望を見出していくた

めの保全のあり方を考える保全の学習の前段をなすためのデザインである（第三の主眼について

は別の機会に論ずる。）

２．食糧を持続可能性日本語教育のテーマとすることに関わる課題
―学習者レラヴァンス生成のダイナミックスの構造化―
開発教育の長年に渡る課題は、どのようにして、世界の貧困や飢餓という教育内容を学習者に

とって直面せざるをえぬものとするかであった。特に「北」諸国の学習者にとって貧困が他人事

としてしか感じられない暖衣飽食の時代には避けられない課題であった。

「雇用基盤の不安定化ゆえの新たな視座の発生」が、この課題の克服の根源的基盤をもたらし

た。貧困や飢餓は「南北」に関わらず遍在するものとなり他人事ではなくなった。

学習者は「自他共に生存基盤が揺らいでいる下に生きている」という感覚がリアリティをもっ

て感じられる状況の下にいる。雇用をテーマとする持続可能性日本語教育（岡崎2008a,2009c）

における学習者は、就職活動、転職を考えることを他人事ではなく自己の直面せざるをえないこ

ととして取り組む態勢にある。即ち自己を起点として世界のコト、モノ、人のつながりを、自己

にとって感じられるレラヴァンス（関連性）を辿っていく過程で「自発して来る問い」のダイナ
ミズムにのって、学習を自律的に展開していく態勢にある。

一方、「自他共に生存基盤が揺らいでいる」という場合、問題は雇用にとどまらない。それ

は、一旦雇用を喪失すると、一気に眼前に現れる食糧の問題である。「仕事がなければ（文字通

り）食えない」事態が誰にでもやってくる。

ところが、卒業後の社会経験のない学習者には、親が失業して目の当たりにしているような場

合を除くと、この点は未だ漠然としてしか見えない。食糧を、持続可能性日本語教育のテーマと
する学習のデザインの方法論の眼目は、まさにここに凝縮されている。
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即ち、雇用をテーマとする同デザインの方法論が「自己を起点とする」ことに端を発してダイ

ナミズムを創り出したのに対応する新たなダイナミズムの構築が食糧をテーマとする学習のため

のデザインの方法論の根幹をなす。

一言で言えば、雇用と食糧が連動・一体性をなして、自己のそして他者のライフラインを形
作っていることに注目する場をもつことを可能とするデザインを図る。即ち、そのライフライン
が自他に通底するものであり、ライフラインリスクが自他一蓮托生・共有のものであることに注

目する場を持つことを通じて、雇用面での学習のダイナミズムに沿って辿ってきた「自己を起点
とする」世界のコト、モノ、人のつながりを、雇用－食糧軸のライフライン上のつながりとして

新たな局面から紡いでいくためのデザインである。

それが、雇用面での学習のダイナミズムを引き継ぎ、そこで形成されてきた学習者にとっての

レラヴァンスを食糧面で見えてくるレラヴァンスにつなぎ、先行のダイナミックスを増幅する形

で新たなレラヴァンス生成のダイナミックスを構造化する。

具体的には、学習のデザインとして次の二点を根幹とする。

１．雇用面における学習形態を引き継ぐ。即ち、対話的問題提起学習及びキーワードプロジェ

クトを通じた「世界はどうなっているか、そこでどう生きるか、人とどのような繋がりを
持つか、そこで自己とは何か」の「四つの問い」を基底に据える。

２．１を通じて、学習者のグローバル化の下にある世界に対する「私の世界観」の自律的育

成、及び「グローバル化の下にある世界に生きる場合のリスク」の自覚化を目指す。

１については食糧をテーマとして取り上げるに当たって、雇用と食糧が連動・一体性をなして

ライフラインを形作っている認識の自律的育成を重視する。即ち、雇用面で取り上げた学習形態

を引き継ぐことを基軸とする。

次に、2については、雇用面の学習形態の継続を基盤として、学習者が雇用面の学習で紡いでき

たグローバル化の変動の下にあるコト、モノ、人のつながりの学習者自身による把握で得た「私
の世界観」に、新たに「食糧面でグローバル化し、変動している世界のコト、モノ、人のつなが
りの諸相」に関する情報をフィードインする。

具体的には、そのような「情報」を呈示するテキストを編成するデザイン、即ち「食糧面にお
けるグローバル化の下でのコト、モノ、人のつながりの諸相」の内容に関わるテキストシラバス
デザインが、学習のデザインの枢要部分をなす。

本論ではそのうちの、「グローバル化する世界の下でどのように生きるか」「そこで人とどの

ようなつながりを持つか」の問いを考える手がかりとして、雇用－食糧軸のライフラインが直面
するリスクとしてどのようなものがあり、それらがどのような性格のものであるかに関わる「リ
スク像」の自律的育成の手がかりのためのテキストを編成するデザインに焦点を当てる。
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III．雇用―食糧機軸のライフラインリスクのリスク像育成のための学習のテキストシラバスデザイン

１．雇用・食糧ライフラインリスクの連動・一体性に注目する場を経験するためデザイン
このデザインは、つぎの（１）―（３）の各テキストで構成されるシラバスの内容を、学習者

同士で読み、各自に自発して来る問いに応じて捉えたキーワードを抽出し、それらのつながりを

ベースに、対話的問題提起学習（岡崎同上）を進め、その下で「四つの問い」を考えるためのも

のである（テキストは、明記された引用のもの以外はいずれも岡崎によるオリジナル）。その過

程を通じて、雇用と食糧が連動し、一体性をもってライフラインを形作っていることに注目する

場を経験するためのものである。

（１）人間生態系のライフラインを形作る雇用・食糧
－雇用と連動・一体の食―
次の二つのテキストは、食が雇用と連動し、一体性をなしている様相について、雇用面の学習

で学習者が紡いできたグローバル化の変動下にあるコト、モノ、人のつながりをもとに、グロー

バル化の下での繋がりを大きく捉えてみるものである。即ち食と雇用の連動・一体性を概括的に

捉えてみることを手がかりとするものである。

テキストＡ
食における「依存の多次元化による相乗化」に起因する急激な激甚化―長期展望が困難―
グローバル化の変動の下にある食は、天候・温暖化、WTOなど貿易自由化、アグリビジネスの

展開、エネルギー資源の問題、食糧・農業市場、投機・金融市場の展開等の多次元の要因に依存

している。この状況は、多くの要因が相乗化するため、個々の要因を見ていたのでは予想外の展

開をする。

また投機金融市場での動きに見られるように、それぞれの要因がその時々のきっかけによって

他の要因を突き動かし、急激に激甚化する可能性を持っている。サブプライムローンの問題を

きっかけに、原油高からエネルギー、農業、食糧など一気に多くの関連部門に短期間のうちに大

きな影響を与えた。短期の急激な激甚化の引き金の場である投機金融市場の関わる世界の変動の

下では、食糧の長期的な展望を持つことが困難になっている。

雇用が終身雇用の時代を終えて、ライフコースの見通し展望に立った生き方が難しくなってい

るのと同様のことが、食糧にもそしてエネルギー、住居など社会全体に及んでいると言える。

テキストＢ
雇用不安定化の下での食の不安定
このような食糧上の不安定は、雇用基盤の不安定化の下にある一人一人の生活の中で発生して

いる。雇用自体が多次元･多要因に依存しており、それが一旦問題に遭遇すると、人の収入源は

脅かされる。その下で、今度は食における「多次元による相乗化」により、急激な激甚化によ
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る食糧価格の不安定な変動にさらされることになる。言い換えれば雇用・食糧のライフラインの

軸が、多次元の要因に依存するハイリスクの状況の下に一人一人の生活が成り立っていると言え

る。

（２）雇用と食の逆ピラミッド
以下のテキストは、連動一体の雇用と食糧が、それぞれ不安定な基盤に立っている側面に注目

すると、何が見えてくるかを経験するためのものである。その場合(1)と同様、食糧のグローバル

化の下でコト、モノ、人の繋がりをもとに、グローバルサイズで自己の生きる世界を見てみる。

その経験をもとに考え、対話をし、四つの問い「世界はどうなっており」、「そこでどう生きる

か」、「人とどのようなつながりを持つか」、「その下で自己とは何か」を通じて、世界の繋が

りを、自己との関わりの下に見てみるものである。

テキストＡ
逆ピラミッドの世界・逆三角形のバランス
―世界総人口食糧を、「逆ピラミッド」の「ピンポイント底辺の生産人口」が支える世界―
人口構成から見ると、グローバルレベルで小規模農人口が縮小している。途上国で、大規模農

園が工業化、ハイテク化により一層拡大している。このため、小規模農は土地を失い、離農して

いっている。加えて、中国農民層の急激な減少、ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中

国）及び、他のアジア中間層拡大相当分の膨大な農民人口の離農が拍車をかけている。

1960年前後と比較してみると、「自給が普通だった世界」が一変している。代わりに、膨大な

世界総人口の食糧を、極小の生産人口が支える逆ピラミッドの世界がそこにある。農の商業化・

工業化・ハイテク化による加速化は、「逆ピラミッド」の「ピンポイント（針の先）底辺」にあ
たる生産人口が、現在6７億、2050年に90億弱になる総人口を支える世界をもたらす。かろうじ

て「逆三角形のバランス」に立つ世界である。（注：農者 松井静一は「もっぱら工業生産物と経

済的農業を重視する時代」を「逆三角形の時代」と呼んでいる（2003 祖田））。 これは、人

間、人類のうち大規模農法の耕作者だけが食糧を作る世界である。あとは全て「他の人の生産に
よって支えられるライフライン」の上に生活することになる。これは文字通りの「倒錯」に当た

る事態と言える。

テキストＢ
「雇用における逆ピラミッド・逆三角形」
―雇用―食糧のライフライン全体の「逆ピラミッド・逆三角形化」―
上で食糧について逆ピラミッドの世界、逆三角形のバランスについて見た。一方、雇用に目を

転ずると、今後世界中で進む非正規社員の増加、正規社員の減少は、雇用でも逆ピラミッド化、
逆三角形化が構造化されていくことを示している。世界全体で、雇用が不安定で、収入が不確定
な人の総人口が拡大する一方、雇用安定の見通しありの人口が縮小していく。
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雇用、食糧と併せて見てみると、この両者のライフライン全体が逆ピラミッド、逆三角形のバ
ランスの上に立つものになって行く世界が浮かび上がってくる。

これは、このライフラインの上に、結婚、子育て、家庭生活、医療、教育、高齢期生活が成り

立っていく世界でもある。世界の人の各一生全体が逆三角形のバランスの上に立つ世界である。

テキストＣ
「ピンポイントの底辺」の安泰度
逆三角形の上の方だけが不安定で、「ピンポイントの底辺」の安泰度はどうかというと、決し

て明るい一点張りではない。正規社員だった人で、母親の看護のため転勤できず失業した女性、

ほんの少し前まで中流だったのにローンで2ドルが大きなお金になってしまったアメリカ人の

母、アメリカの補助金助成で低価格の輸入米が入るようになって米の取り扱いを断念して都市に

命がけで出て行かなければならなかったハイチの農民、このほか自給、自営農で農としての雇用

が安定し収入も見通せた人たちで、サトウキビ換金栽培移行、FTA対策で牛の購入増で、結局、

土地、家畜を失ったタイの農民などいずれも、逆ピラミッドの下方の安泰の場所にいるはずだと
思っていた人が文字通りあっという間に一気に反対の極に近づく例は枚挙に暇（いとま）がな

い。エリートのIT・金融関係会社の合併、不況に伴うリストラはサブプライムの一連にとどまら

ず、また好不況によらず起きている。心身の病気が転職のきっかけになることも多い。

（３）雇用・食糧・貧困・飢餓の繋がり
―雇用喪失が飢餓に繋がる－
雇用と食糧の連動・一体性によって、雇用喪失が場合によって食糧獲得手段の喪失、その結

果、貧困また最悪の場合飢餓に繋がるようなライフラインをなしている。日本では以下のような

ケースにそれがみられる。以下のテキストA、Bは、この点を、ともにこの世界に生きる具体的な

人の直面する状況をまのあたりにして考えるためのものである。

テキストＡ
派遣切にあった30歳の日本人男性
＜リーマンショック後派遣切りにあい、社員寮からの退出をせまられる。財布には500円しか

ない＞

午前零時。名古屋駅前のハンバーガーショップ。固いいすに腰掛け、壁を見つめる男性がい

た。脇には、半透明の衣装ケースとボストンバッグをくくりつけたキャリーカート。着替えや身

の回りの雑貨を詰め込んである。

やがて所在なげに立ちあがり、店を出た。「コーヒー１杯で一晩居座ろうと思ったけど、人の

視線が気になって10分も持たなかったな」。照れたように笑った。34歳。今日、泊まる場所がな

い。

車のエアバッグを製造する三重県こも野町の工場で、半年間、フォークリフトの運転手として
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働いた。不安定な派遣労働だった。10月28日に突然契約を解除され、寮を追われた。四日市市で

職を探したが見つからず30日夕、名古屋にきた。財布には500円玉１枚とわずかな小銭が残るだ

けだ。

（中略）男性は3年前に腰を痛め、当時の勤務先を退職した。離婚し、二人の子どもとも別れて暮

らす。リハビリを経て、心気一転、新しい仕事に精を出そうという矢先の先月上旬、北米自動車

市場の冷え込みで、会社の生産計画が先送りとなり、人員削減が始まった。

雇用契約にない荷降ろし作業を強いられ,再び腰を痛めた。数日欠勤すると、上司は言った。

「腰痛？ほんまかいな。明日からもうええよ」。他の二人と一緒に解雇された。「とにかく人を

減らしたかったんでしょうね」。男性は顔をゆがめた。

（中略）午前一時。男性は名古屋駅に向かった。解雇された時、「何日か寮においてほしい」と

頼んでみた。だが、あっさり断られた。「不況の真っただ中にいるんだし、仕方ない。即入居可

の寮付きの派遣なら、もう何でもいい」。

人気のなくなったロータリーで、男性は体を縮めた。（毎日新聞 2008年11月2日付）

テキストＢ
北九州で、生活保護申請したが、できなかった大前さん
＜身体障害のある人、栄養不足で入院、働く意志あるが病気のため出来ない、生活保護申請、

認められず＞

大前さんの住まいは関門海峡の近くにある。大前さんは右足の下の方が不自由で、第4級の障害

者手帳を保持している。次男は時どき食糧を差し入れ、長男は、住居費を負担していた。2005年

９月に水道料金が払われていないため、水道が止められた。９月末滞納のため、住宅供給公社の

人が、現地調査のため大前家を訪問したところ、這って玄関先に出てきた。立ち上がる時は物に

掴まる事が必要な状態だった。水道局の営業課の人の通報で、大前さんが自宅で脱水症状となっ

て衰弱しているという電話が生活支援課に入った。電気、水、ガスは停止され、食糧は、次男が

パンなどを働いていたコンビニのあまりをさし入れていた。大前さんはいつ頃からか、公園の水

道の蛇口で水を飲んでいた。水道が止められた後のようである。昨年の夏には近所の人が、大前

さんの体力の衰えを心配して、自治会長に相談を持ちかけた。自治会長は民生委員と相談して、

救急車を呼んだ。２，３日、病院に入院していたが、すぐに退院してきた。入院費用のことが

あって退院した様子。10月になって立ちくらみが始まる。「金がないので働きたいが、この体調

では働けないので生活保護を受けてそれで、体を直したい」と言っていた。外出できないため、

近所とは顔を合わせることなく、付き合いがない。ここ数年はパートを数カ月ごとに繋いで収入

を得ている。10月の中頃「生活のためにお金がいる。そのために働き口を見つけたい。しかし、

体力がなく、一人では外出が難しい」と言っていた。また、まともなものを食べていないので栄

養失調のような病気になっており、まともに働けず、たちくらみなどがする。部屋の壁や家具に

つかまりながら、立ち上がるのがやっとであった。栄養失調になる前は玄関から20ﾒｰﾄﾙぐらい離

れた駐車場に一人で歩いて移動する事ができていた。12月に次男から、差し入れの際、12月20日
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で差し入れを打ち切る、これ以上は援助できない、と言われた。そのあと離婚した妻もお惣菜な

どを容器に入れて次男に持たせていたようである。本人はそれでも「働きたい、そのためにも、

こんな栄養状態では働けず、外出できないのでどうしようもない」の繰り返しであったとのこ

と。たびたび生活保護申請をしたが、長男が、大前さんの家賃を払っている事を取り上げられ、

結局受け入れられることがなかった。大前さんがなくなった日は、正確には分かっていない。餓

死であることははっきりしている。解剖の所見では１月ぐらいに亡くなったと思われ、餓死状態

で発見されたのは5月の23日、自治会長の人が発見している。（（竹下、吉永2006）pp.13-25要約）

２．雇用・食糧ライフラインリスクがどのような構造に由来するのかを辿る経験のためのデザイ
ン その１

―一見しただけではつながって見えないことがらの間に、自分なりに繋がりを見出し考えてい
くためのデザイン―

上で、連動・一体化をなしている点を見た雇用・食糧ライフラインリスクはどのような構造に

由来するのかについて辿る過程を経験するためのテキストデザインを以下に取り上げる。

以下のような内容シラバスを構成する各テキストに示された情報に対して、キーワードプロ

ジェクト及び対話的問題提起学習を実施して、四つの問い、それぞれから考える手がかりとする

ものである。これは、前節の最後に見た一人ひとりの生活とグローバルサイズで形作られている
繋がりを併せて視野に入れてみた上で、一見しただけではつながって見えないことがらの間に自
分なりに繋がりを見出し考えていくためのデザインである。

テキストＡ
食糧の世界化・巨大化・依存化
貿易の自由化は、「関税ならびに貿易に関する一般協定（GATT）」と、それを引継ぎ1995年

1月1日発足したWTOを中心に展開されている。関税などの貿易障壁を取り払い、地球規模の市場

で商品、農産物などを自由競争のもとに取引できるようにすることが、貿易の自由化として目指

されている。貿易障壁とは、各国が自国の産業保護・環境保護のために行う、関税を中心とした

輸入規制である。

その場合、貿易の中身は、モノ、例えば自動車（工業製品・非農産物）、バナナ（農産物）の

みではない。サービス貿易というものがある。銀行・保険・運輸・商業などのサービスを取り扱

う。更に、知的所有権の貿易もある。例えば特許権、著作権、デザインなどを取り扱う。

貿易の自由化の促進に伴って、貿易額は（1980～90年）で150×100億ドルの伸びだったのに

対して、（1990～2000年）で300×100億ドルの伸びとなり、伸び率が倍増している。中でも

WTO（1995年発足）以降の5年間に「絶壁を駆け上がるような」伸びを見せている。これに伴っ

て貿易は「世界化」と「巨大化」を進めている（鷲見1998）。

農産物は国民の最低限の食糧確保に関わる問題である。そのため、工業製品とは違って自由貿

易の対象にされてこなかった。このようなGATTの方針が1986年以降94年まで行われたウルグア
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イラウンドの段階、つまり1995年のWTOの発足直前までの流れの中で、貿易の自由化の対象に

されるようになった。

それまでは、食糧の危機的な不足状況で国は輸出制限を行い、過剰生産が起きた場合には輸入

制限を行って過剰分を処理することができた。また農産物の輸出補助金の拠出も許されていた。

WTO発足に至る10年間の過程で、特に穀物企業からの強い要請によって、農業問題が交渉議

題に上り、自由化への道が進んだ。具体的には3つの方策による自由化の推進が決定された（同

上）。

１．輸入障壁の低減によって市場アクセスをよくする。つまり国が輸入制限を設けてはいけな

い。それによって、他の国が輸出することや、当事者である国が輸入する点でのアクセス

を自由にする。

２．農産物品の貿易に関する直接・間接の補助金を政府が支給してはいけない。それによって

競争の妨害になってはいけない。

３．衛生・植物検疫が必要である場合にも、農業貿易に支障を来たすことが最小限になるよう

にする。

とした。

１．のアクセスについては、ある国で輸入のほとんどない農産物の場合、ミニマムアクセス

（他国からの最低限の輸入）の機会を提供する。国内消費量の3％以下しか海外から輸入しない場

合にはペナルティを課す。また、ミニマムアクセスの機会は拡大していくことが義務づけられて

いる。日本の米の場合もこのミニマムアクセスが適用される。毎年、日本国内で十分な米が生産

されているのに、輸入し、その枠を拡大していかなければならない。２．の補助金については、

輸入、輸出とも制限される。輸入の際、国内農産物が競合できるように補助金を与えて国産品の

価格を下げること、輸出に際して輸出価格を下げてその国の輸出品を優遇すること、いずれもい

けないとされる。

これらから、貿易の自由化によって農産物の世界化、巨大取引化が一方で進むと同時に、大幅

な輸入増による海外への依存化という「世界化・巨大化・依存化」（同上）の3点の特徴を見るこ

とができる。

テキストＢ
モノ・サービス・知的所有権の自由化
グローバル化に伴うモノの貿易の自由化によって、顕著には、従来工業製品中心だった貿易が

農産物にまで拡大された。それと共に他方、銀行・保険・運輸・商業などサービスの自由化がウ

ルグアイラウンドを通じて、そしてWTO発足以降進められた。現在世界でこの分野のシェアを

握っているアメリカやEU以外の、特に途上国では、この分野の自由化があった場合、太刀打ちで

きなくなることが指摘されている。

特許権・商標・著作権・デザインなど知的所有権の自由化は、途上国の人々の生活に多くの問

題を生み出した。例えば、特許が登録されると、それぞれの国で薬の目的で使っていた植物が自
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由に使えなくなってしまう問題（バイオ・パイラシー 生物に関わる海賊行為）が起きている。ま

た特許料が課されるため、エイズなどの医薬品の値段が高くなって、必要となる国の人達が使え

ないという深刻な問題が起こっている。更に、特許や著作権で守られるようになることで、ある

技術が他の国で入手しにくくなる問題も出てきている。

このように「自由化」は、途上国に不利な形を生み出している。知的所有権の「自由化」とさ

れている内容が、現実には多くは途上国で固有に継承されてきた薬用植物が、外国企業から自由

に「アクセス」できかつ、それを「特許」の対象にしてしまう自由を保障する自由になってい

る。

逆に言えば、自国の薬用植物を、海外から勝手に持ち出されたり商品化されないようにするた

めの保護はできない。保護貿易の規制をはずす自由化というものが、その国の国民の健康を保護

する場合にも「自由化」の対象とされる。従って、いったん海外から特許を取られれば、薬で

あっても特許料を支払い続けなければならない。

それは薬用にとどまらず、地域の特定の食物の種もまた同様である。海外から特許を取られる

と、種は特許料を払わない限り自由に使えなくなる。自分たちの土地由来の、従ってその生態系

に合った食物を自給栽培するのに、費用がいるのである。この結果、貧農の場合には種代が払え

ず、自給自足ができなくなる。

テキストＣ
途上国、及び先進国の小規模農家の状況
農産物の自由化の下で、多くの国で小規模経営の農家が離農を迫られている。例えば、WTO世

界貿易機関、日豪EPA経済相互協力協定 の農産物の自由化の下で日本の小規模経営の農家は以

下の状況の下に置かれている。

競争力強化の目的で、農林水産省主導の大規模経営化による「効率的経営」政策が追求されて

いる。機械化、工業化のコストを負担できない小規模農家は淘汰され、離農を余儀なくされつつ

ある。

途上国で小規模農業に携わる人々にも、WTOの農産物の自由化の下で同じ問題が、多様な形で

起こっている（鷲見 1998）。

第一に、農産物輸入の際、関税や輸入量制限による自国農業の保護が取り払われた。

小規模農家は安い輸入農産物に対抗できない。この結果、大規模経営農業ビジネス（アグリビ

ジネス）の傘下に組み込まれ雇用労働者になるか、土地を放棄して農業そのものから離れざるを

得なくなる。多くの場合は、インフォーマル労働、つまり3K労働に携わるか流民化してスラムの

生活を余儀なくされる。

雇用を求めず、土地も放棄せずに農業を続けるためには、契約農業に切り替えることを余儀な

くされる。契約農業のための資材購入のために借りた資金を返済しなければならない。返済はで

きた農産物の収穫量による。ところがそれは天候や市場にされ不安定である。

第二に、最低の輸入量を義務付けるミニマムアクセスのリスクがある。実際には自給できてい
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る農産物でも、低い価格の輸入品を強制される。これがその国で自給されている農産物の価格競

争力を弱める。このため、その品目の農業経営の基盤が揺るがされる。またこれにより、食糧の

自給と自給経済を危うくする。更に、輸入のための外貨を必要とする。多くの場合は換金作物の

農業を行い輸出することで外貨獲得をするという産業構造を余儀なくされる。そして輸出用換金

作物への移行が、自国の食物自給を更に脅かす。

第三に、このような経緯で自給構造が崩れ、輸入食糧に依存する場合、輸入食糧のための経費

不足が重なると深刻になる。途上国のうちでも後発開発途上国と呼ばれるアフリカ・サハラ砂漠

以南の国々に多いケースでは、充分な食糧を確保できず、国連や先進諸国の援助を必要とする事

態に陥るケースが多い。

これらの国の低所得者層の人々は、食糧購入に充分な所得がないため、飢餓状態を余儀なくさ

れている。現在世界で先進国低所得者層も含めて、10億の人々がこのように、充分な食糧獲得が

できない状況にある。

最も重要で見逃すことのできないポイントは、WTO交渉では、今後長期間にわたって自由化

を進めていくことが取り決められている点である。現時点ですでに十分に大きな問題が生じてい

る。それが、今後ますます促進される方向に進む。

以上のような問題点の他に、サービス分野、知的所有権、投資の自由化が盛り込まれること

で、従来になかったような問題点も途上国に大きくのしかかっている。

先述の例の他にも、第一に、知的所有権については、「ターミネーター技術」と呼ばれる手法

によって、実った作物が次世代を残せないようにされてしまう。このため、特許権つきの種を一

度特許料を払って買っても、次の年にまた購入しなくてはならない。次の年以降は、自分のもの

になった種を使っていこうと思っても、それができない。特許保有企業は毎年収入があり、その

分農民は毎年種料を払い続けなければならない（パブリックシチズン2002）。

第二に、投資の自由化に対する規制が外されて、外国企業も国内企業も同等に扱うことが義務

付けられるようになっている。従来は、外国企業の投資には、国産品をその外国企業の製品の一

部として使用することが義務付けられていた。これが撤廃されつつある。また政府自治体が、国

内企業と共同して特に地元の、たとえば農業プロジェクトを実施しようとしても、競争力の弱い

国内企業は入札価格で外国企業の前に後退を余儀なくさせられる局面も出てくる（北沢・井上・

稲場・佐久間ほか2003）。

WTOやFTA（自由貿易協定）の下で途上国の小規模農家がどのような状況を迎えているか、タ

イの例を見てみよう（朝日新聞 2008年5月1日）。

タイ中部のある酪農家パヨンさんは、飼っていた乳牛27頭を全て売り、一年前無職になった。

2005年1月にオーストラリアとの自由貿易協定（FTA）を結んだタイでは、それに先立って一年

前に政府から、良質の生乳でないとオーストラリア産の製品には勝てないと警告され、一年間の

売り上げに匹敵する資金を親類から借りて設備投資（牛舎を清潔な飼育環境にする建設）をし

た。ところが牛の餌にする穀物飼料と、乳製品輸送用のガソリン価格の高騰でコストが上昇し
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た。結局、借金返済のために、牛や牛舎の屋根まで売ることになった。同じように同じ村の250

件の農家のうち半分が酪農を放棄することになった。

３．雇用・食糧ライフラインリスクがどのような構造に由来するのかを辿る経験のためのデザイ
ン その２

―雇用の喪失、食糧入手の手立ての喪失、飢餓の繋がりを辿る―
上のテキストＡ、Bを辿り、その上でテキストＣを手がかりとして見た上で、パヨンさんの状況

を体験して考えてみる。これによって、グローバルサイズの構造のつながりがその下で生きる一

人ひとりとどのようにつながっているか、に注目してみる場が呈示される。しかし、前節の末尾

で見た派遣切りにあった男性や北九州小倉の大前さんのケースは、雇用の喪失と直結した形で食

糧入手の手立ての喪失、ひいては飢餓というケースであった。それに対して、パヨンさんのケー

スは、雇用や飢餓とは繋がってこない。その点をさらに辿って考えてみる手がかりが必要とされ

る。以下の一連のテキストデザインは、そのきっかけを探るためのものである。

テキストＤ
安定的食糧アクセスの低下、特に低所得者層食糧の欠乏の構造化
貿易・資本・金融の自由化や多国籍企業の展開、IMF国際通貨基金による構造調整策、GMO

（遺伝子操作）バイオテクノロジーの高度の展開の中で、食糧をめぐって多次元の依存構造が形

成されてきた。

世界的巨大依存の形成を促進したのが貿易の自由化であり、それが輸入食糧依存、自給縮小構

造を本格化した。また日本の例のように、WTOをはじめ貿易協定FTA、EPAなどに左右されるこ

とによる依存の構造化も形成された。更に、金融の自由化によって、食糧が多くの種類の価格変

動に依存する構造ができあがった。多国籍企業の展開の下では、食糧がビジネスに依存する構造

が形成されている。一方、構造調整策の展開で途上国に導入された先進諸国の開発モデルによっ

て化石燃料依存型開発が進み、バイオテクノロジーやGM遺伝子組み替え栽培では特許権や輸入へ

の依存が進むことになった。

このような高依存化のため、一旦食糧価格が何かのきっかけで高騰すると、多次元の要因が重

層的に連動して高騰が加速されるようになっている。この結果、食、食糧アクセスへの低下が急

激に進行する構造が進んでいる。

その中で、特に低所得者層は、わずかな所得の中でのゆとりが少なく、即座に食へのアクセス

を削減せざるを得ない状況に追い込まれている。

テキストＥ
農の商業化・工業化・ハイテク化が加速する低所得者層の欠乏
農業の商業化は、自給用農産物を輸出用農産物の生産に切り替え、そのために自給能力を低下

させた。自給能力低下により、商品化された作物しか入手できない社会では、商品を購買する能



151

Area Studies Tsukuba 32 : 137–156, 2011

力の低い低所得者層の人たちが、食糧欠乏や飢餓を余儀なくされている。

また工業化によって、エネルギー、機械、特許料コストが加算され、それらに見合った資本を

持たない農業従事者、小規模農家は農業から切り離されるようになっている。これは多くの人口

が食糧自給から離れることに直結し、商業化と同様、低所得者層の食の欠乏を構造化することに

つながっている。

このように、農の商業化、工業化、ハイテク化が重層化することで、自給の構造的縮小が加速

度的に進行し、安定的食糧アクセスの低下、特に低所得者層の食糧の欠乏が構造化されている。

テキストＦ
グローバルレベルでの「依存の多次元化による相乗化」は、まず低所得者層を直撃する
―「雇用不安定、食糧不安定、土地喪失」の掛け算で進む飢餓―
食糧は、グローバルレベルで、多次元・多要因に高度に依存しているため相乗効果によって急

激に、食糧上のリスクが激甚化しやすい。また、グローバルレベルで進んでいる雇用不安定の下

で、このような食の不安定が進むと、文字通りライフラインが脅かされる可能性がある。このこ

とから帰結されるのは、このような「急激な激甚化」が低所得者層に殊に大きな影響を与えると

いうことである。「サブプライムローン問題」を、きっかけとして発生した原油価格騰貴、コー

ン、小麦、大豆などの食糧市場物価格上昇への波及は他の多次元要因と相乗化し、現実に、アジ

アの低所得者層を直撃してきている。

次の例は、インド・ニューデリ郊外の主婦プレムワティさんの場合である（朝日新聞2008年4

月11日付）。

1日1度、チャパティ（インド古来の小麦で作る平たいパン）とレンズマメの食事。1年前は3度

の食事であり、野菜も食べられた。それが2007年秋以来の半年で小麦・コメ価格は1.5～2倍に高

騰。家族の収入は夫の日雇いで月2000ルピー（約5千円）の低所得である。日雇いという非正規

雇用で文字通りの雇用不安定の下での食の不安定の直撃である。この下で、家族6人の食事が1日

1回となった。インド全人口の3割がこのような低所得者層である。

他方、世界最大のコメ輸入国フィリピンでは、やはり数ヶ月で米価が2～30％上昇し、貧困層

を中心に安い政府米に長い列を作る状況となった（同上記事）。フィリピンは、かつては米の輸

出国であったのが、プランテーションの拡大等をきっかけに輸入国となり自給率が低下してい

る。またカンボジアでは、自国の米が、高値を支払って買い付ける諸外国に買い占められ、国内

に回らなくなっている（朝日新聞2008年4月13日付）。

このように、雇用不安定と食糧不安定が重なると、半年、一年のサイズで食へのアクセスの世

界が一変し、一気に一日に一食、副食物はなくなるという事態が進行する。

このような中で、途上国の都市では飢餓に直結するに至っている。その結果、2008年春には、

食品値上がりでアフリカのエジプト、カメルーンで暴動が起きるほど深刻化している（朝日 同
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上）。また、ハイチでは、主食入手難のため、商品略奪が続発、首相解任に至っている（朝日

2008年4月17日付）。農村部では、先に見たアメリカ輸入米増加によるハイチ農民、タイのサト

ウキビなど換金作物栽培の農家、サラワク先住民のプランテーション化などにより、土地を喪失

した小規模農の人は都市流民化している。流民化した人の雇用は、３Kで社会保障のほとんどない

インフォーマル労働と言う不安定なものである。そこに食糧価格騰貴が重なると、食糧を入手す

るのに現金収入がなく、文字通り食べる手立てを失う。

このように、雇用不安定、食糧不安定、土地喪失の掛け算イコール飢餓という計算式が、現実

に「サブプライムローン問題」発生以降の市場変動の下で進行している。

テキストＧ
グローバルレベルの飢餓の問題
―食糧不足飢餓から構造由来飢餓へ―
グローバル化の中で、以前は食糧不足由来だった飢餓が、食糧・農業構造由来の飢餓に変わり

つつある。

第一に、資本の自由化に基づいて国と多国籍企業の合弁の下で行われた緑の革命における農

民、第二に、IMF構造調整策で単一作物を換金作物としてプランテーションで栽培した先住民や

小規模農、第三に、途上国債務返済のため自給農民が輸出用作物栽培に携わるプランテーショ

ン、契約農業の中で途上国の人たちの食糧欠乏が起きている。自給自足の生活が輸入依存に変わ
る過程で土地を失い、借財に苦しんで貧困化し、輸入食糧に頼ろうにも低収入のため届かず、飢

餓に陥るケースが見られるようになっている。

その中では、干ばつなどのように実際に食物が絶対的に不足したために起こる「不足の中の飢

え」が、十分な食糧があるにも関わらず発生している「過剰の中の飢え」（マクドフ、フォス

ター、バトル2004）に変わっている。

同時に飢餓が、国家単位の問題から、グローバルレベルの問題に変わりつつある。食糧危機

は、食糧が不十分であるためではなく、世界全体で形成されてきている食糧・農業の構造に由来

するものであると言える。実際にも世界の年間穀物生産量を人口で割ると、一人当たり356kgで
ありこれだけの穀物があれば飢餓は起こらないと言われる（近藤2006）。問題は構造にある。

輸出向け構造で、自給能力のある人々が耕地・収入を失う他に、機械化ゆえの構造上の問題もあ

る。人間の労力の代わりに、農薬・化学肥料を使う生産、更にはバイオテクノロジーを駆使した

GMO（遺伝子操作）栽培の工業型農業では、農民が就くだけの十分な仕事がないこともある。

テキストＨ
輸出向け農産物増加と同時に増加した貧困と飢餓
多くの国で、輸出向け農産物の輸出増加と同時に貧困と飢餓が増加している。

タイでは、アジア通貨危機直前までの10年（1985―95年）の間に農産物輸出が65％増加し

た。丁度その期間に、貧困ライン以下の人口の割合が43％に増加している。フィリピンでは、輸
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出用切花栽培に膨大な土地を提供したのと同時に、米やコーン向けの主食の耕作面積が減少、35

万世帯の農家が崩壊した。長い間米の自給国であったフィリピンが1990年代の終わりには米の輸

入国に転じた。輸入開始後、米価は10倍にも跳ね上がって飢餓に瀕する人々が増加している。ボ

リビアでは、85年から90年の間に大幅な農産物輸出増加が見られた。にも関わらず、農村部95％

の人の一日の収入は1ドル未満である。ブラジルも同様に、大豆輸出がアマゾン川の流域の森林

伐採を伴って大幅に拡大された。同時に、飢餓人口は人口の3分の1から3分の２に拡大した。ブ

ラジルは世界第３位の農産物輸出国でありながら、何百万もの小農が土地を追われた。主食にあ

たる米の一人当たり生産高は18％低下し、飢餓と貧困が増加した（本テキストのデータは、 カバ

ナ、マンダー2006より）。

テキストＩ
世界レベルで見られる共通の現象としての飢餓
このような小規模農民層の貧困と飢餓は、輸出向け農産物増加と共起して起きている。何らか

の構造的原因によってグローバルレベルで起こっていると見るのが妥当であろう。

上では途上国の状況を中心に見てきたが、日本の例で一部見たように、先進国でも小規模農民

層は先進国固有の形で困難な状況におちいっている。いづれも出発点は、自営農民が土地を失う

ことによる自給能力の喪失である。食糧が自給できなければ、購入しない限り食べるものがな

い。自営農民だった人に、特に現金収入の道はない。食糧購入能力を失っているのである。簡単

に言えば、自分で作れない、現金がないから食糧が買えない、買えないから飢えるという構造が

できているのである。

テキストＪ
雇用・食糧の両方が入手できない人の群像
これら自営農民は、輸出向け農産物の増加、即ち換金作物主体農業への移行によって、自給食

糧生産ができなくなった。その場合、食糧入手には当然ながら現金を必要とする。土地を喪失し

た場合、現金収入を雇用によって得る途がある。その際これまで農民であった人が職を得ようと

する場合には、職種が限られる。多くは都市への移住、３Ｋ労働への従事を余儀なくされる。1

億数千万とされる中国の農民工をはじめとして、世界の大都市にはこのような形の都市流民が毎

年2千万人から3千万人貧困層として新たに流入している（2004 マクドフ、フォスター、バト

ル）。その結果7億人の失業者がおり、6億人が絶対貧困の下にある中で「インフォーマルセク

ター」での仕事で生計を立てている。他方、直前まで農民であった人でない場合、一定の教育を

受けた上で雇用によって収入を得る。この場合は雇用状況が安定している下では問題がない。こ

れが、雇用状況がリーマンショックなどによって悪化すると雇用喪失に陥る人が出てくるのは、

インドのプレムワテイさん、日本の派遣切りにあった男性のケースや、身体上の理由で仕事を失

いまた得られる生活保護の途を求める北九州市の大前さんの例で見るとおりである。これらの人

は現金収入が激減したり、収入の方途がなく食糧入手の途が絶たれる。何れも、雇用－食糧がラ
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イフラインであるにも関わらず、ライフラインの一方の雇用、そして、雇用に依存している場合

にはもともと自給の基盤がなく他方の食糧の方も、入手できないことにつながる。

IV．結語

前稿（岡崎2010b）では、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

らかにすることを課題とし、教室活動・シラバスデザイン・教師の役割について考察した。その

上で、次の課題としてグローバル化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

なす食糧面の両面を合わせた内容とする展開を設定した。本論は、その課題をめぐって、グロー

バル化変動の下における雇用－食糧軸のライフラインリスクのリスク像育成のための学習のテキ

ストシラバスデザインについて考察した。

次の課題としてライフラインリスクとしてここに述べた雇用と食糧のほかに、人間生態系で形

成されてきた社会保障のライフラインの保全育成策としての可能性について学習のデザインを明

確にすることが課題である。
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Abstract

Raymond and Heritage (2006) argue that the interactional management of 

epistemological rights is a key resource for working up identities in interaction.  

This notion has broad implications for second language learning research. From 

the mid to late nineteen-nineties, a number of second language researchers have 

problematized the practice of grouping participants into generic categories such 

as ‘Native speaker’ and ‘Nonnative speaker’ (e.g., Firth 2009; Firth and Wagner 

1997, 2007; Hosoda 2006; Kasper 2004; Kramsch and Whiteside 2007; Norton 

Peirce 1995, 1997, 2000; Pavlenko and Lantolf 2000; Rampton 1995).  One 

thrust of this movement has been to increase recognition of the fact that second 

language learners are not one-dimensional.  Some researchers have drawn on 

poststructuralist notions to develop more complex views of the identities of the 

participants in their data (e.g., Canagarajah 2004, 2007; Norton Peirce, 1995, 

1997, 2000; Norton and Toohey 2002; Siegal 1996; see Block 2007 for an 

overview).  Such studies have enriched our view of second language learners as 

second language users, and as people.  However, with notable exceptions such as 

Hosoda (2006) and Kasper (2004), research examining the actual ways in which 

identities are treated by the participants themselves as being relevant for their 

second language learning activities are still relatively rare. 

It is the goal of the present essay to provide some insights and footholds for 

future research examining the relationships between identity and second language 

learning. In particular, this essay provides a discussion of how participant identity 

is both conceptualized and analyzed from the perspectives of conversation and 

membership categorization analysis (CA and MCA). The ways in which sequential 

and categorial aspects of talk are reflexively constituted are considered and 

Identifying identity: Identity as an interactional construct, 
and some relations to second language learning

BUSHNELL Cade
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demonstrated in the analyses. The ways in which identity has been understood 

and analyzed by both orthodox and poststructuralist approaches within the field of 

second language learning research are discussed. These approaches are critically 

considered in the light of an ethnomethodological perspective. Finally, consideration 

is given to some of the ways in which a categorial-sequential analytic approach 

can offer new perspectives and insights on second language learning. Specific 

consideration is given to the notions of access to practices and participation in 

interactional activity of vocabulary learning, and how the sequential and categorial 

aspects of talk are involved in managing such access. 

 

I Introduction

It is the goal of this essay to provide a discussion of how identity is conceptualized and 

analyzed from an ethnomethodological perspective — specifically from the analytical frameworks 

of conversation and membership categorization analysis (CA and MCA).  I will organize the 

discussion into five main sections, the first of which is this introduction.  In the second section, 

I first outline the ways in which ‘identity’ is conceptualized and analyzed by CA and MCA, 

respectively.  I also mention some of the points of convergence and divergence, and specific 

developments within each discipline.  I then describe points of convergence and divergence 

across MCA and (sequential) CA.  Finally, I discuss some of the major ways in which the sequential 

and categorial aspects of talk are reflexively constituted and intertwined, and demonstrate these 

points in the analysis of a data excerpt.

The third section focuses on a discussion of the ways in which identity has been 

conceptualized within the second language research literature.  I briefly but critically consider 

both ‘orthodox’ and poststructuralist approaches.  In discussing the poststructuralist stance, I 

specifically examine Siegal (1996), and reanalyze one of her data excerpts from a categorial-

sequential analytical perspective.  The fourth section turns to a consideration of the ways in 

which an ethnomethodologically based categorial-sequential analytic approach can inform and 

offer new perspectives to second language learning research.  The discussion here focuses on the 

notion of access to participation in interaction, and the ways in which sequential and categorial 

resources are deployed by the participants in order to accomplish such social actions as 

petitioning for, granting, denying, negotiating, contesting, and adjusting such access.  I illustrate 

the specific case of the interactional co-constitution of access to ‘doing language learning’ in an 

analysis of a data excerpt.  I then conclude the essay in the final section with a brief summary of 

the main points. 
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II Identity from the perspectives of CA and MCA

In this section, I discuss the ways in which identity is conceptualized and analyzed by CA 

and MCA, respectively.  I then consider points of divergence and convergence between the two 

approaches, and consider the ways in which the sequential and categorial aspects of talk are 

reflexively co-constitutive.  Finally, I illustrate this reflexive relationship in the analysis of a data 

excerpt.

1 Identity in CA: Doing being X for one another
Conversation analysis (CA) is deeply rooted in ethnomethodology, which views social 

order as an ongoing members’ accomplishment (see Garfinkel 1967).  The ways in which CA 

conceptualizes identity are closely related to this view of social order.  In a core paper published 

posthumously in 1984, the originator of CA, Harvey Sacks discusses how people accomplish 

“being ordinary.”  Sacks argues that ordinary is not a stable state of identity, but rather that 

it is accomplished ongoingly as “making a job of, and finding an answer to, how to do ‘being 

ordinary’” (1984: 415).  Thus, one analytical concern for CA is how participants in interaction 

co-constitute and accomplish ‘being X’ in and through their talk.  Drew, for example, states that 

“[o]ur relationships with one another, and our sense of who we are to one another, is generated, 
manifest, maintained, and managed in and through our conversations” (2005: 74; emphasis mine).  

Hence from a CA perspective, identity is accomplished in and as social action: co-created, worked 

up, maintained, and adjusted, aligned with or contested in, through, and for specific interactional 

occasions.  

Since, for CA, identity is seen as an interactional co-constitution by the participants of 

“who we are to one another” (Drew 2005: 74), identity is understood as being inextricably and 

reflexively related to the locally managed interactional order.  Thus, a CA analysis of identity 

involves documenting how participants orient to each other through their actions.  In other words, 

identity is seen as being co-constituted by the participants through an application of interactional 

resources such as turn-taking, paired actions (i.e. adjacency pairs), repair, etc.  For example, using 

these resources, participants may co-construct and orient to ‘discourse’ and ‘situated’ identities1 

(Zimmerman 1998; see also Sacks 1995 on ‘turn-generated’ and ‘distal’ categories).  Discourse 

1  Zimmerman (1998) also mentions a third type of identity: transportable identity.  Although he defers a 
substantial treatment, he does mention that transportable identities are not associated with any specific 
situation, but ‘travel with individuals across situations and are potentially relevant [...] for any spate of 
interaction’ (1998: 90).  Transportable identities are often visibly available, i.e. ‘ethnicity’, ‘age’, ‘sex’, etc., and 
may be treated by participants as being category-bound predicates of situated identities (Omori 2008; see also 
Paoletti 1998).
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identities are reflexively constituted in, through, and for a specific turn at talk.  In the case of 

the discursive identities of ‘questioner’ and ‘answerer’, for example, the identity of questioner 

is related to the action of asking a question, while the identity of answerer to the providing of 

an answer.  Situated identities, on the other hand, are “articulated” with discourse identities 

(Zimmerman 1998: 88) such that they are made visible, worked up, and managed through various 

discursive identities across multiple turns.  An example of a pair of such situated identities would 

be a ‘call-taker’ at an emergency call center and a corresponding ‘caller’.  In this case, the situated 

identity of call-taker may be articulated with, constituted by, and involve the orchestration of 

several different discursive identities: ‘questioner’, ‘advice-giver’, ‘reassurer’, etc.  It is important to 

note, however, that both discursive and situated identities are co-constructed by the participants 

moment by moment in their interaction.  This means that such identities can be, and often are, 

negotiated, contested, undercut, usurped, etc., in interaction.  Additionally, it can be a point of 

contention among CA researchers whether or not, and how, participants warrantably orient to 

situated identities their talk (see, e.g., Schegloff’s [1991] discussion of Zimmerman [1984]).

2 Identity in MCA: Assembling categories to perform social action
Like CA, MCA is also firmly rooted in ethnomethodology, and thus also views social order as 

an ongoing members’ accomplishment and conceptualizes identity in light of this view.  MCA is 

based upon Harvey Sacks’ analyses of data from stories told by children (Sacks 1972a) and calls 

to a suicide prevention hotline (Sacks 1972b) and is therefore a sister-discipline to CA.  Sacks 

noted that people pervasively organize their common sense understandings about the social 

world into categories.  MCA conceptualizes identity as being commensurate with both these 

‘membership categories’, including the ‘self-categorizations’ participants reflexively constitute 

through the social deployment of various categorial resources2, and collections of related 

categories.  Membership categories organize people3 together into groups based on social and 

other characterizations (e.g., ‘father’), and collections of categories are gatherings of related 

categories (e.g., ‘family’, i.e., father / mother / daughter / son / etc.).  However, it is important to 

note that, in most contemporary MCA, membership categories are not understood as preexisting 

objects that are ‘out there’ and ‘knowable in advance’, but rather as occasioned assemblies (see 

Jayyusi 1984; Hester and Eglin 1997a, 1997c; Sacks 19794) built up in talk, text, and imagery.5  

2  For example, a person might accomplish self-categorization as an educational psychologist through deploying 
resources which categorize a certain child as a troubled student (see Hester and Eglin 1997b).

3  Some researchers have also investigated place categorization (e.g., Jayyusi 1984; Schegloff 1972), concept and 
action categorization (Bilmes 2008; Bilmes 2009), etc.  Categorial analysis is thus not necessarily limited to 
membership categories.
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Sacks also noted that categories may be associated with particular actions, such that category 

membership can be implied and understood through the mere presence of “category-bound 

actions” (Sacks 1972a: 335).  Sacks formalized these observations in developing the concept of 

membership categorization device (Sacks 1972a: 332).  A membership categorization device (MCD) 
consists of  (a) a collection of categories, and (b) rules of application, which include several rules 

and corollaries (e.g., consistency rule, economy rule, hearer and seers’ maxims, etc.; see Hester & 

Eglin, 1997a for a detailed discussion).    

For MCA, the major analytical goals are to (a) identify the categories made relevant in 

the data, (b) describe the ways in which categories are co-assembled, negotiated, contested, 

and managed by the participants, and (c) show how such category work is implicated in social 

actions, including (but not limited to) self- and other-categorization.  As a major analytical 

tool, researchers have expanded Sacks’ concept of category-bound actions to include not only 

actions, but also other category-bound predicates, which include, e.g., category-bound attributes, 
knowledge, entitlements, rights, obligations, etc. (see, e.g., Eglin and Hester 1992; Jayyusi 1984; 

Watson 1978).  Thus, by examining participants’ deployment of category-bound predicates 

along with overt categorial references and formulations, MCA analysts are able to identify and 

explicate the uses of the various categories and collections participants assemble and make 

relevant.  In examining the ways in which categories are used in social action, analysts consider 

how participants ascribe, describe, or otherwise implicate categories and collections of categories 

to work up prospective and retrospective rhetoric (see, e.g., Watson 1978; Edwards 1991, 1997, 

1998) in order to self-categorize, organize moral accountability, manage access to practices and 

participation (see below), etc.  

3 Points of convergence and divergence between MCA and CA
The analytical foci, methods of analysis, and data of CA and MCA can be quite different.  

CA,6 on the one hand, is specifically concerned with explicating the sequential structure of talk.  

This strong sequential orientation has led CA to focus on issues of identity only as they are 

made manifest on a turn by turn basis in the interaction — most fundamentally at the level of 

4  Sacks also proposed that, in addition to occasioned categories, there are also certain natural categories, which 
are understood to be stable and known in advance.  More recent research has problematized the notion of 
natural categories as being decontextualized and reified (see Hester and Eglin 1997a).

5  MCA has also been used to examine text and imagery (e.g., newspaper headlines [e.g., Eglin and Hester 1992; 
Hester and Eglin 1997b]; newspaper articles [Sacks 1995]; television commercials [Francis and Hart 1997]; 
visual images [Lepper 2000]; etc.).

6  Here, I speak of CA as a purely sequential analytic approach.  As suggested above, there are various positions 
within CA itself.
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discourse identity.  Thus, in an analysis of identity, CA is interested in looking at how participants 

recurrently display to each other their joint understandings of ‘what-we-mean’, ‘who-we-are’, 

and ‘what-we-are-doing’.  CA seeks to access these participant understandings through building 

its analyses based on the participants’ displayed orientations to the prior turn at talk, and by 

documenting the ways in which the participants locally manage their talk through application 

of the mechanisms of turn-taking, repair, etc.  Therefore, CA absolutely requires detailed 

transcriptions of naturally occurring talk-in-interaction.

MCA, on the other hand, is concerned with how participants organize and use common sense 

knowledge about the social world.  In other words, while CA is concerned with identity in terms of 

participant orientations to each other in performing social action on a turn by turn basis in talk-

in-interaction, MCA focuses on the ways in which participants assemble people into categories, 

and how they use these assemblies to accomplish social actions.  Analysts seek to uncover the 

ways in which participants assemble and use categories through an examination of categorial 

formulations, implications, and category-bound predicates apparent in the data.  This type of 

analysis is not limited to talk, nor does it necessarily require detailed transcriptions.  

However, as mentioned above, CA and MCA are both rooted in the ideas of Harvey Sacks.  

These ideas were developed by Sacks as he confronted his data from an ethnomethodological 

point of view.  Thus, the two disciplines have important theoretical points in common, and are 

seen by a number of researchers as being highly compatible (e.g., Antaki and Widdicombe 1998; 

Day 1998; Edwards 1991, 1997, 1998; Hester and Eglin 1997a, 1997c; Watson 1997).  For 

instance, in the analysis of identity, both approaches work to uncover the situated co-constitution7 

and uses of identity.  As a result, both disciplines are deeply concerned with the ways in which 

identities are locally assembled and managed.  Both CA and MCA require researchers to approach 

their data with an ethnomethodological indifference.  Also, in the case of interactional data, 

both approaches require the researcher to produce a data-driven analysis based in the actual 

participant orientations as they are sequentially displayed.

4 The reflexive constitution of sequential and categorial organization
In this subsection, I will discuss two ways in which the sequential and categorial aspects 

of talk are reflexively constituted.  The first is broadly related to the sequential organization of 

category work for accomplishing social actions in talk-in-interaction, and the second is related to 

a nexus between the sequential structure of the talk on the one hand, and normative orientations 

7  Even in cases where the data of MCA is textual or imagery, analysis will still focus on the co-constitution and 
co-construction of identity — the participants in such cases being the author or creator of the text or image 
and the analyst him or herself (see Eglin and Hester 1992; Lepper 2000).
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to category-bound predicates for discursive, situated, and transportable identities on the other.  

I will consider these notions in turn below, and then present an analysis of an excerpt of talk 

between a L1 and L2 speaker of Japanese in which I will show the reflexively co-intertwined 

nature of the participants’ deployment of sequential and categorial resources in their talk-in-

interaction. 

(1) The sequential organization of category work
Watson (1978: 105) argues that one way in which sequence and category are reflexively 

constituted is through “conditional relevance in utterance sequences.”  He examines two data 

excerpts from a suicide prevention hotline in which the caller uses extensive category work to 

portray a particular profile of states of affairs.  In so doing, Watson notes, the caller assembles 

two MCDs, i.e. ‘types of religious faith’ and ‘racial groups’, and uses the category-bound predicates 

and properties of these MCDs and the categories assembled into them to account for her indigent 

circumstances, and to apportion blame.  In particular, the caller builds up an argument that, in 

spite of her category-bound entitlements as an incumbent of the categories ‘Protestant church 

member’ and ‘white British’, she has been denied human companionship and certain unspecified 

facilities, which others, notably ‘black immigrants’, ‘Catholics’, and ‘Jews’ receive.  In response, 

the call-taker works up a ‘challenge’ to the caller’s account by appropriating a categorial resource 

from the caller’s own account (i.e. ‘Protestant’ in the MCD ‘types of faith) and reformulating it 

as an MCD (i.e. ‘Protestant [church]’, housing the categories ‘vicar/ church member / etc.’).  The 

call-taker then invokes the category-bound responsibility of the caller to “speak with the vicar 

or someone at church” about her circumstances, and thus undercuts the caller’s apportioning of 

blame.  

Thus, Watson (1978) shows how the assembly and deployment of categorial resources 

is sequentially co-organized by the participants in and for their talk.  Importantly, Watson’s 

analysis shows a reflexive relationship between sequence and category, such that the shape and 

character of the sequence are directly linked to the conditional relevancies created by the caller’s 

deployment of various categorial resources in accomplishing the social action of ‘blaming’.  

(2) Sequential structure and normative orientation to category-bound predicates
As discussed above, Zimmerman (1998) argues that discursive and situated identities are 

interarticulated and constituted through participants’ turn by turn actions in their talk.  He also  

argues that participants work to align their situated identities with each other (1998: 88), and 

that misalignment is often treated as problematic.  One of Zimmerman’s data excerpts features a 

call to a police station in which such a misalignment occurs.  He notes that the call-taker treats 

as problematic the caller’s fail to display an orientation to the call-taker as a ‘police officer’, 
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and to the call itself as being relevantly made to ‘the police’.  Though Zimmerman (1998) does 

not explicitly do so himself, I would like to argue that an understanding of the organization of 

participant treatments of such misalignment may be greatly informed by an MCA perspective.  In 

my analysis of Zimmerman’s police call data, for example, the participants treat situated identities 

as being associated with certain category-bound predicates.  The misalignment thus results from 

a failure by the caller to produce the necessary category-bound actions for the situated identity 

of ‘caller to the police’; the call-taker produces the social action of reproving as a display of a 

normative orientation to the absence of these morally accountable category-bound actions.

Excerpt 1 is taken from a dinner conversation between an L2 speaker of Japanese, Dan, 

and his L1 Japanese speaking friend, Sasaki.  In the following analysis, I will show how these 

participants also display orientations to a misalignment of identities and their category-bound 

predicates, although the resulting interactional trajectory is quite different from Zimmerman’s 

police call.8 

Excerpt 1, naporitan (D = Dan, S = Sasaki)
1. S: mukasi (.5) nihon no supagetti tte ketyappu de 
 long ago         Japan   M   spaghetti   Q     ketchup   by

2. ajituke siteta n °desu [(yo).° 
 seasoning  did   N     C       I

 A long time ago, (they) used ketchup to season spaghetti in Japan.

3. D:     [a:: hai  [hai  hai.
     a     yes   yes   yes

     A:: yeah yeah yeah
s
4. S:     [sittemasu?
     know

     (You) know?
5. D: °hai hai°. 
 yes   yes

 °yeah yeah°.

6. (.6)

7. S:  naporita:n [toka  (itte),
  Neapolitan    such as  say

  (it’s) called like Neapolita:n

8  Transcription conventions are included in the appendix.
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8. D:  [soo soo soo. tuma, z:utto sore
  right right right wife  all along that

9. tu [kutteta.
 was making

 Right right right. (My) wife used to make that a:ll the time.

10. S:  [A HAH HAH TU(H)KUTTETA(H)? heh [heh
  a  hah  hah   was making          heh   heh

  a hah hah (she) u(h)sed to ma(h)ke (it)?  heh heh

11. D [so(h)o.
 right

 ye(h)ah.

Prior to this sequence, the participants were discussing the food that Dan had prepared 

for them and how he had used some unorthodox seasonings.  In lines 1 and 2, Sasaki makes 

a statement regarding former Japanese practices of using ketchup to season spaghetti.  This 

utterance potentially assembles Dan into certain membership categories.  Notably, Sasaki 

explicitly invokes the category ‘nihon’ (Japan), and formulates this practice as taking place 

‘mukasi’ (a long time ago).  The use of these categorizations makes relevant through association 

the categories of ‘foreigner’ and ‘newcomer’.  In this regard, it is also important to note that 

Sasaki’s turn is formulated as displaying a stance of epistemic authority through deployment 

of the utterance final token yo (see Kamio 1997; Rudolph 1993).  Thus, Sasaki’s turn works to 
make relevant a categorization of Dan as a ‘foreign newcomer’ who is unknowledgeable of past 

Japanese culinary practices, while simultaneously self-categorizing Sasaki as a ‘native old-timer’ 

with epistemic authority concerning such practices.

In line 3, however, Dan overlaps Sasaki’s ‘desu yo’ with a ‘priority response’ (Bilmes 1993, 

1995) formulating his own claim of knowledge concerning these practices.  Sasaki immediately 

responds to Dan’s claim with ‘sittemasu?’ ([you] know?).  Dan replies with a minimal affirmation 

(note the lower volume) in line 5, which instantiates a second minimal claim of knowledge.  

However, after a .6 second pause, Sasaki displays an orientation to Dan’s line 5 as being 

potentially accountable (note the .6 second pause; see Heritage 1988) specifically by means of 

a ‘display of knowledge’ through deploying a reference to the specific name of the dish indexed 

by his line 1, ‘spaghetti Neapolitan’.  At this point, Dan overlaps Sasaki’s utterance to begin 

production of his lines 8 and 9, which notably upgrade his lines 3 and 5 from a general epistemic 

claim to an account of personal experiential knowledge: Dan’s states that his wife often used 

to make spaghetti Neapolitan.  Interestingly, this action potentially creates a misalignment in 

the situated identities made relevant by Sasaki’s lines 1 and 2 by proposing category-bound 

predicates treatable as not normatively associated with the category ‘foreign newcomer’.  In 
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particular, Dan’s wife (whom Sasaki also knows) is a Japanese.  Thus Dan’s reference to her 

implies that he has special access to Japanese practices that would not normally be available to 

foreigners.  Furthermore, he formulates his utterance in a manner to propose that she used to 

make this particular dish frequently and over a considerable period of time.  This suggests that 

Dan is an ‘old-timer’ in that he has longstanding knowledge about this particular dish.  In line 

10, Sasaki orients to the misalignment created by Dan’s line 8 and 9 through a marked raise in 

volume and animation, which, taken together, seem to index an affective stance (Ochs 1996) of 

‘great surprise’.9  Notably, Dan’s actions not only work to undercut Sasaki’s categorization of him, 

but also recategorizes Dan as an equal knower of this particular dish.  In the sequence following 

Excerpt 1 (not shown), Dan treats Sasaki’s line 10 as making relevant a display of category-bound 

knowledge for ‘equal knower’, and embarks on a detailed explication of the ingredients and 

methods of preparation for spaghetti Neapolitan, which is collaboratively co-constructed as ‘doing 

reminiscing’ by the participants.

This analysis shows how the sequential and categorial aspects of the participants’ talk are 

reflexively constituted.  For example, Sasaki’s lines 1 and 2 work to make potentially relevant 

an application of the categories ‘foreigner’ and ‘newcomer’ to Dan.  Dan displays an orientation 

to this potentially relevant categorization framework through deploying and managing his own 

categorial resources in the subsequent talk.  In particular, Dan formulates certain category-bound 

predicates which work to disassociate himself with the category of ‘foreign newcomer’.  Notably, 

this action creates a misalignment between the situated identities made relevant by Sasaki’s lines 

1 and 2 category work, and effectively recategorizes Dan as a ‘knower of such past Japanese 

culinary practices’.  At this point, Sasaki displays an affective stance of ‘surprise’ in relation to this 

misalignment, which Dan then treats as making relevant a display of category-bound knowledge 

for ‘equal knower’.  By co-constituting a situated identity for Dan as ‘equal knower’ rather than 

as ‘foreign newcomer’, the participants make relevant to their interaction a co-constructed 

display of category-bound knowledge instead of an ‘informing’ sequence, which would have been 

relevant under the categorization framework proposed by Sasaki’s lines 1 and 2.  Furthermore, 

by not doing an informing sequence the participants are able to publicly display a dis-attending 
to the identities of ‘foreign newcomer’ and ‘native old-timer’.  Thus, the participants displayed 

orientations to categories which made relevant (or irrelevant) certain sequences, and these 

sequences simultaneously and reflexively worked to make the categories visible as such: category 

shaped sequence, and sequence shaped category.

9  The transcript does not do justice to the highly marked prosodic qualities of Sasaki’s line 10.
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III Identities and language users

In this section, I will provide a brief critical consideration of the ways in which non-L1 

speakers have been conceptualized in the second language research literature in general, and 

by poststructuralist approaches in particular.  I discuss an exemplary study by Siegal (1996), 

who adopts a poststructuralist stance in her analysis of a Caucasian woman learning Japanese in 

Japan.  Finally, I will reconsider one of Siegal’s (1996) data excerpts from a categorial-sequential 

analytic perspective.

1 Participant identity in second language research
The field of second language research is extremely broad and diverse.  Generally speaking, 

however, orthodox second language research typically conceptualizes research participants in 

terms of easily quantifiable, one-dimensional, stable identities such as ‘native speaker’ (NS) and 

‘nonnative speaker’ (NNS) (see Gass, et al. 2007 for a recent argument in support of this practice).  

Starting from the mid to late nineteen-nineties, however, such practices have been criticized by a 

number of researchers working in various theoretical frameworks (e.g., Firth and Wagner 1997, 

2007;  Kramsch and Whiteside 2007; Norton Peirce 1995, 1997, 2000; Pavlenko and Lantolf 

2000; Rampton 1995).  Some researchers have drawn on poststructuralist notions to develop 

more complex views of the identities of the participants in their data (e.g., Canagarajah 2004, 

2007; Norton Peirce 1995, 1997, 2000; Rampton 1995; Siegal 1994, 1996; see Block 2007 

for an overview).  Notably, poststructuralist approaches view identity as multiple, fractured, and 

intimately related to notions of power and social position.

Siegal (1996: 360), for example, draws upon Weedon’s (1987) notion of subjectivity to view 

‘language learners as active agents whose use (or non-use, ‘silence’) of their second language 

positions them in a particular place in society’.  She additionally proposes to incorporate 

Goffman’s (1967) notion of face in the presentation of a multiple and complex self.  Siegal seeks 

to apply this framework to her examination of the relationship between learner identity and 

learning Japanese in Japan, and considers the ways in which her participant, Mary, engages in 

various linguistic and cultural practices to present herself as polite and deferential, and as a 

‘serious language learner and researcher who is progressing in her Japanese language acquisition’ 

(1996: 367).  

As suggested by the ethnomethodological conceptualization of identity discussed in the 

previous sections, however, both the orthodox and poststructuralist views of participants in 

interaction mentioned above are highly problematic.  For instance, empirical research in CA 

and MCA robustly shows that participant identity is not one-dimensional or stable, but rather 

dynamic discursive phenomena variously co-constituted by the participants.  On the other 



168

Area Studies Tsukuba 32 : 157–182, 2011

hand, ethnomethodologically informed research on interaction also makes clear that such 

discursive phenomena are not the result of a fracturing and multiplying of selves, but rather 

are a function of the participants’ interactional business—deployed, and locally managed by 

the participants according to the contingencies of their interactions.  In other words, while 

poststructuralist approaches view identity as multiple and varying across a range of situations, an 

ethnomethodological perspective views identity as occasioned by, negotiated in, and existing only 

in and for specific interactional moments. 

2 Re-examining participant identities from a categorial-sequential perspective
In this subsection, I will consider Siegal’s analysis of one of her data excerpts and then 

reanalyze it from a categorial-sequential perspective.  In her analyses, Siegal examines several 

interactions between Mary and her professor.  Excerpt 2 shows Mary working to introduce an 

upcoming international conference to her professor.  

Excerpt 2 (from Siegal 1996: 370-1; transcript edited according to CA conventions)   
1. M: kono, anoo, kono. umm, nani, um ↓institution anoo 
 this      um     this     um     what   um     institution    um

2. sitteimasu, ne. anoo omosiroi anoo ↓international, 
   know          I     um    interesting um      international   

3. a: anoo kyoogi, anoo moo sugu, anoo, um narimasu. 
 a   um  consultation um      soon        um         become

 (You) know this, um, this. umm, what, um ↓institution, right. Um (there will)
 become an um interesting um ↓international, a: um consultation um soon.   
  
4. P: a: soo desu ka.=
 a   that   C    Q

 O:h is that right.=

5. M: =hai, anoo, ju, jo, iti, juuiti gatu no, su ju
   yes   um     te- ti-  one  eleven  month M de- te-

6. iti gatu no, anoo hajime ni tuitati=
 one month M  um  beginning D  first

 =Yes, um, te-, ti-, one, November (i.e. eleventh month) de- te- in the 
 beginning of January (i.e. first month) first (i.e. first of day of the month)  
       
7. P: =a: (koogi) [sitteimasu, sitteimasu.
  a   lecturer       know           know

 O:h lecture (I) know, (I) know.

8. M: [soo desu. tuitati kara, a:
 that    C       first    from   a

 [right. From the first, a:
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9. M: a soo desu ka. ja anoo, ↓pre-conference workshop
 a  that  C    Q    well  um      pre-conference workshop 

10. no hoohoo ga, um, kono, kono zassi  ni
 M   method   S    um   this   this  magazine D

 Oh is that right. Well um, the ↓preconference workshop method (is) in
 um, this, this magazine
  
11. P: kore desu.
 this     C

 It (is) this.

12. M: hai, soo. ja, doozo.
 yes  that  well please

 Yes, correct. Well, please (have a look).

13. P: (**)

14. M: ↓and. hai. omosiroi desyoo.
    and   yes   interesting    C

 ↓and. Yes. It’s interesting isn’t it. 

 ((turn continues))  
 

Siegal focuses her analysis of this excerpt on Mary’s (a) lack of honorifics, and (b) her 

incorrect use of the epistemic modal desyoo.  Siegal does not provide a sequential analysis, but 
rather examines Mary’s language use from the perspective of prescriptive appropriateness.  She 

notes that Mary’s lack of honorific language when she addresses the professor may constitute a 

face-threatening act.  Siegal also emphasizes that Mary’s use of desyoo in line 14 (line 40 in the 
original) is also face threatening because it has an illocutionary force of asking for a confirmation 

of something that is already known to the interlocutor, and is therefore to be avoided when 

addressing superiors.  Siegal claims that these inappropriate uses of linguistic resources work 

to undermine Mary’s self presentation as ‘polite’.  In this way, Siegal emphasizes the difficulties 

facing learners who must attend to the diverse demands placed on them to use the language 

appropriately while simultaneously “engag[ing] in the act of impression management” (1996: 

374).

On the other hand, in discussing the failure of Mary’s professor to correct her “inappropriate 

language,” and to show offense at her “pragmatic failures,” Siegal points to “low expectations of 

Western learners” by the Japanese (1996: 375).10  Siegal thus links Mary’s identity of ‘language 

10  Siegal here alludes to nihonjinron ‘theory of Japaneseness’ notions regarding the putatively specially difficult 
nature of the Japanese language (see Befu 2001 for a detailed discussion of nihonjinron).
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learner’ to identities such as ‘foreigner’, and ‘Westerner’ in particular.  She then goes on to discuss 

Mary’s linguistic competence in terms of Bourdieu’s (1991) notion of ‘capital’.  Siegal argues that 

such low expectations of Western learners works to position them at a disadvantage in Japanese 

society by limiting “the linguistic capital with which to become proficient in Japanese” (1996: 

376).  

Though the general lack of detail in the transcript complicates the task, I do not think that 

a re-examination of Siegal’s (1996) data is implausible.  Thus, I will reanalyze part of Extract 2 

(lines 1 to 8)11 below using a combined CA and MCA analytic framework.  As Siegal emphasizes, 

from a prescriptive point of view Mary’s Japanese is inappropriate in many ways.  Siegal draws 

upon this prescriptive point of view in invoking notions of power differentials between Mary and 

her professor, and suggesting that Mary’s low pragmatic proficiency works to position her at a 

disadvantage by undercutting her attempts to portray herself as polite.  An ethnomethodological 

view, however, requires that such notions be suspended during the analysis.  Thus, I will instead 

focus on the local interactional order as co-managed by the participants, and what kinds of social 

actions they work up in, through and for their talk.  

In the following analysis, attention will be paid to (a) how the participants categorize each 

other and themselves, and (b) how they create and maintain intersubjectivity.  Mary’s turn 

in lines 1 to 3 orients to at least four social actions.  First, it attempts to secure recognition 

from her professor of ‘this institution’, and second, it provides information about an upcoming 

‘international consultation’.  Third, in so doing, Mary’s turn categorizes her professor as ‘one who 

is familiar with certain (presumably educational) institutions’ and ‘one to whom information about 

international consultations is potentially relevant’, and fourth, it categorizes Mary as ‘one who 

is knowledgeable concerning such things’.  The professor’s line 4 passes on initiating repair and 

responding to the categorizations made potentially relevant by Mary’s turn, while simultaneously 

making relevant a continuation by Mary.  In lines 5 and 6, Mary displays an analysis of the 

professor’s line 4 as having claimed an understanding of her lines 1 to 3, and works to formulate 

an utterance about calendar dates, ostensibly making mention of the first of January.  Notably, 

precisely at the moment she has clearly gotten off the elements of ‘January’ and ‘first’, the 

professor latches on with ‘O:h lecture (I) know (I) know’ (line 7).  This utterance accomplishes 

several things:

1. It displays of change of state.  This is accomplished by the token ‘a:’ in conjunction with the 

verb reduplication.

11  Excerpt 2 actually straddles several sequences, and ends before the last sequence is complete.  Because of this, 
I will consider only lines 1 to 8 (lines 30 to 35 in the original).
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2. It publicly displays an understanding of the proposition of Mary’s lines 1 to 3 (cf. the claim to 

such understanding in line 4).  The precise timing here suggests that this understanding was 

contingent upon the elements ‘January’ and ‘first’, provided in Mary’s line 6.

3. It provides an ‘embedded correction’ (Jefferson 1983) of Mary’s line 3 ‘kyoogi’.  This 

correction potentially makes a situated identity of ‘language learner’ potentially relevant for 

Mary (see below).

4. It makes a knowledge claim in regard to the lecture.  This is done by deploying ‘(I) know, (I) 

know’.  Although Siegal (1996) provides no indication in her transcript of the relative speed 

of this utterance by the professor, the reduplicated manner of its production seems to display 

an orientation to a lateness in regard to deploying a display of recognition in relation to the 

lecture.  This action by the professor both implicitly endorses Mary’s potentially relevant 

categorization of him, and performs a self categorization of the professor as ‘someone 

relevantly aware of the lecture’.

5. It passes on the opportunity to undercut Mary’s self categorization as being a ‘relevant 

knower’ of matters regarding the upcoming lecture.12

Although it is not clear from Siegal’s transcript, it appears that Mary may have produced 

‘soo desu’ (that’s right) in response to the professor’s ‘a: koogi’.  If this is the case, Mary notably 

displays an immediate orientation to the lexical item koogi in the form of an affirmation rather 
than as an uptake of the correction.  Mary’ utterance thus neither explicitly accepts nor rejects 

the professor’s embedded correction (see Jefferson 1983: 90), but rather displays an orientation 

to moving the interaction forward.  Mary thus importantly does not orient to the situated identity 

of ‘language learner’, made potentially relevant for this interactional sequence by the embedded 

correction.

This analysis shows that, in this particular interactional sequence, Mary and her professor 

were able to co-constitute complex social actions and identities, and create and maintain 

intersubjectivity.  In particular, and contrary to Siegal’s (1996) analysis, though Mary’s 

utterances were often linguistically and pragmatically inappropriate, an analysis from an 

ethnomethodological perspective shows that she and her professor were able to co-construct 

identities as ‘people for whom international lectures are relevant’.  Notably, however, Mary did not 

orient to an identity of ‘language learner’ when it was made potentially relevant by the professor’s 

embedded correction of her use of the lexical item kyoogi.  This fact seems to challenge Siegal’s 

12  Such an undercutting could be relevantly accomplished in this slot by deploying, e.g., sitteimasu yo instead of 
‘sitteimasu, sitteimasu’.  The latter claims interactional involvement while the former claims epistemic authority 
and ownership (see, e.g., Kamio 1997; Rudolph 1993).
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(1996) argument that Mary was placed into a disadvantageous position by her professor’s failure 

to correct her linguistic and pragmatic short comings.  Rather, opportunities for ‘doing language 

learning’ seem to have been treated as lower priority than the primary interactional business of 

‘doing international-lecture-related-talk’.

IV Categorial-sequential analysis and insights for research on L2 learning

As I have argued thus far, identity is inextricably related to performing social actions in 

talk.  Among the social actions worked up and managed in talk is doing vocabulary learning.13 

Doing vocabulary learning instantiates one interactional activity for which the participants 

may negotiate and manage access to participation through the deployment of sequential and 

categorial resources.  Access to doing vocabulary learning here refers to access to participation 

in sequences where such learning is the primary interactional business.  Such access is often 

treated as being contingent on and reflexively intertwined with interactionally occasioned and 

epistemologically-bound identities such as asker/answerer; knower/wonderer; expert/novice; etc.  

Excerpt 3 (from the same dinner conversation between Dan and Sasaki) shows such an occasion.  

Prior to the excerpt, Dan and Sasaki were discussing udon ‘udon’ (i.e. thick Japanese noodles).  
Dan had mentioned that he likes the udon from a certain area in Osaka, and this touches off a 

long discussion about different types of udon and their various characteristics.  In Excerpt 3, the 

participants talk about tanuki-udon (i.e., udon with either tempura in it [western Japan style], or 

bits of fried tempura batter in it [eastern Japan style]).  (NB: the kotti ‘here’ and mukoo ‘over there’ 
refer to eastern Japan and western Japan, respectively).

Excerpt 3, tanuki udon (D = Dan, S = Sasaki)
1. S: kotti de (.7) tanuki udon tte iu to (.5)
 here   at         tanuki   udon QT  say if

2. tenpura no kahsu (mitai na no ga)
 tempura  M   dregs   resemble C  N   S

 When (you) order (.5) tanuki-udon here (.7) something that
 resembles tempura dregs (comes in it)

13   I take it as an uncontested fact that vocabulary learning is one vital component of learning a second language.  
It should be noted, however, that doing vocabulary is a lifelong activity for any language user, and is therefore 
not limited to the realm of second language learning per se.  As such, it is a certain possibility that sequential 
and categorial work similar to that discussed below might also be observed in interactions between first 
language speakers of a language.
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3. D: a soo desu ne:
 a  that   C     I

 a right hu:h,

4. S: u:n. (.9)
 yeah

 yea:h

5. D: a soo desu ka.= mukoo tenpura haitteru ne¿
 a  that  C    Q   over there tempura     in       I

 
6. tanuki.
 raccoon-dog

 a really.= Over there there’s tempura in (it) huh¿ Tanuki.

7. S: tanuki?   a sore ka:nsai na n desu yo.
 tanuki      a  that  west Japan  C  N  C     I

 Tanuki? a that’s (in) we:stern Japan.

8. D: a soo [desu ka? ((smiling voice)) 
 a  that      C     Q

 a really?

9. S:  [kotti de tanuki tte iu to: (.8) tenpura
   here   at  raccoon-dog QT say if     tempura

10. no: (.3) agedama tte sittemasu?=[kasu.
  M    deep-fried batter   QT   know      dregs

 Whe:n (you) order tanuki here (.8) do (you) know deep-fried bits
 of (.3) tempura batter?= Dregs.
11. D: [s:Oo: desu ne::.
 that       C     I

 Th:A:t’s ri::ght.
12. S: sore sika [haittenai.
 that  except    not in

 That’s all that (comes) in (it).

13. D: [ima made: (.) ki ga tukanakatta
 now  until               didn’t notice

14. desu ne: 
   C      I

 you kno:w (I) never noticed (.) unti:l now 
  

In line 1, Sasaki states that, in eastern Japan, tanuki-udon has something resembling the 

dregs from tempura in it.  Dan responds in line 2 with ‘a soo desu ne:,’, which claims co-knowledge 

(see Kamio 1997; Rudolph 1993) of the proposition of Sasaki’s line 1.  Sasaki produces ‘u:n.’ 

in line 4, after which the participants allow a .9 second pause to develop.  Then, in line 5, Dan 
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deploys ‘a soo desu ka.’, which ostensibly displays a change of state regarding Sasaki’s lines 1 and 

2, and minimally makes relevant a confirmation/repair from Sasaki, to which he latches on with 

‘mukoo tenpura haitteru ne¿ tanuki.’ (tempura comes in tanuki [udon] over there [i.e. in western 

Japan], you know).  This utterance works to present the difference between the two versions of 

tanuki-udon as a ‘puzzle’ (Antaki and Widdicombe 1998), and to make relevant an explanation or 

clarification from Sasaki.  Importantly, this action also (a) makes a situated identity of ‘knower’ 

potentially relevant for Sasaki, and (b) self-categorizes Dan as ‘wonderer’. 

In line 7, Sasaki provides the answer made relevant by Dan’s lines 5 and 6 by stating 

that only tanuki-udon in western Japan comes with tempura in it.  Dan responds to this with 

another ‘a soo desu ka’, this time with a prosodic contour that makes it hearable as claiming an 

affective stance (Ochs 1996) of ‘mild surprise’ or ‘amusement’.  Sasaki immediately treats this as 

making relevant a further clarification by overlapping Dan’s line 8 to begin an utterance which  

emphasizes the difference between the two versions of tanuki-udon.  He does this by deploying 

‘kotti de tanuki tte iu to:’ (when [you] order tanuki [udon] here), which is the first component of a 

“two-component TCU” (see Lerner 1991).  This turn constructional format allows Sasaki to insert 

the first pair part of a Question/Answer adjacency pair: ‘tenpura no: (.3) agedama tte sittemasu?’ 

(do [you] know of fried-tempura-batter?) within his turn-in-progress.  This question orients to 

the possibility that Dan may not be familiar with this lexical item, and thus orients to a situated 

identity for Dan of ‘novice’ or ‘less-expert’ in relation to this particular lexical item.  Interestingly, 

Sasaki immediately latches on with a lexical substitute, ‘kasu’ (dregs), which is a more general 

term than ‘agedama’.  

In line 11, however, Dan overlaps Sasaki’s ‘kasu’ (an action which minimally claims an 

understanding of the lexical item ‘agedama’, and thus undercuts the categorization made 

potentially relevant by Sasaki’s line 10) with ‘s:Oo: desu ne::.’, which, with its falling intonation 

and marked prosody, is hearable as a claim of ‘realization’.  At this point, Sasaki provides the 

second component of his line 9 two-component TCU, ‘sore sika haittenai’ (roughly: that’s all 

that’s in it).  Dan overlaps this by explicitly claiming a realization concerning the fact that the 

eastern Japanese version of tanuki-udon has dregs and not tempura in it (lines 13 and 14).  In 

the interactional moments following Excerpt 3, the participants co-produce a telling in which Dan 

describes how, when he had ordered tanuki-udon for the first time after coming to eastern Japan, 

he was surprised that it had no tempura in it.  Dan then accounts for this by stating that, until 

now, he thought he had been mistaken about the name of that particular type of udon (which, in 

eastern Japan is called tempura-udon, not tanuki-udon).

Thus, Dan and Sasaki make the interactional business of doing informing and learning 

visible to each other both through the categorial resources they co-deploy, and through the 

sequential organization that they co-manage in their interaction.  In particular, they sequentially 
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co-constitute the situated identities of ‘wonderer/knower’ for each other.  They also display a 

reflexive co-orientation to these identities in and through co-constituting an informing sequence, 

which notably becomes a frame within which they do informing and learning in relation to the 

semantic difference between tanuki-udon in eastern and western Japan. 

V Summary and conclusion

The present essay has provided a discussion of how participant identity is both 

conceptualized and analyzed from the perspectives of conversation and membership 

categorization analysis (CA and MCA).  The ways in which sequential and categorial aspects of 

talk are reflexively constituted have also been considered.  Furthermore, this reflexive relationship 

has be demonstrated in the analyses.  In particular, it has been emphasized that (a) potential 

relevancies created through the sequential deployment of categorial resources, and (b) normative 

orientations displayed by the participants toward misalignments in situated identity created by 

differential deployment of formulations of category-bound predicates are two areas wherein 

category and sequence are reflexively intertwined and co-constitutive.

Next, the discussion turned to a consideration of the second language research literature 

and the ways in which identity has been understood and analyzed by both orthodox and 

poststructuralist approaches, and critically considered each of the stances in the light of an 

ethnomethodological perspective.  In illustrating one approach to a poststructuralist treatment 

of identity in relation to second language learning, I discussed Siegal (1996), and reanalyzed 

one of her data excerpts from an ethnomethodological perspective.  Contrary to Siegal’s (1996) 

analysis, when viewed from an ethnomethodological perspective, I argued that the participants 

successfully co-accomplished the complex social actions of co-categorization and creating 

and maintaining intersubjectivity.  I also suggested that my analysis significantly challenges 

Siegal’s (1996) poststructuralist view of Mary being placed in a disadvantageous position by her 

professor’s not correcting her linguistic and pragmatic deficiencies.  I showed, instead, that Mary 

passed on an opportunity to do ‘language learning’ by displaying an interactional orientation to 

doing ‘talk-related-to-an-upcoming-international-lecture’. 

In the fourth section, I discussed the notion of access to participation in vocabulary learning, 

and how the sequential and categorial aspects of talk are involved in managing such access.  

In the analysis, I showed how the participants used both sequential and categorial resources 

to reflexively constitute an ‘informing sequence’, which they used as a frame in which to do 

vocabulary learning in relation to the semantic meanings of the lexical item ‘tanuki-udon’.

Raymond and Heritage (2006) argue that the interactional management of epistemological 

rights is a key resource for working up identities in interaction.  This notion has broad 
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implications for second language learning research. From the mid to late nineteen-nineties, a 

number of second language researchers have problematized the practice of grouping participants 

into generic categories such as ‘Native speaker’ and ‘Nonnative speaker’ (e.g., Firth 2009; Firth 

and Wagner 1997, 2007; Hosoda 2006; Kasper 2004; Kramsch and Whiteside 2007; Norton 

Peirce 1995; 1997, 2000; Pavlenko and Lantolf 2000; Rampton 1995).  One thrust of this 

movement has been to increase recognition of the fact that second language learners are not 

one-dimensional.  Some researchers have drawn on poststructuralist notions to develop more 

complex views of the identities of the participants in their data (e.g., Canagarajah 2004, 2007; 

Norton Peirce 1995, 1997, 2000; Norton and Toohey 2002; Siegal 1996; see Block 2007 for an 

overview).  Such studies have enriched our view of second language learners as second language 

users, and as people.  However, with notable exceptions such as Hosoda (2006) and Kasper (2004), 

research examining the actual ways in which identities are treated by the participants themselves 

as being relevant for their second language teaching and learning activities are still relatively 

rare.  It is hoped that the present essay will provide some insights and footholds for future 

research examining the relationships between identity and second language learning.

Appendix

Transcription Conventions:
^word  glottal stop 

*words*  partial glottal stop (‘creaky voice’)

heh hah  laughter tokens

↑↓  high or low pitch (placed prior to affected element) 

>words<  quicker than surrounding talk

<words>  slower than the surrounding talk

wo[rd  beginning of overlapped speech

wo]rd  end of overlapped speech

word= word  latching (no pause between utterances)

<word  ‘left push’ (rushed, compressed beginning)

(3.3)  length of pause (measured in seconds and tenths of seconds)

(.)  pause less than one tenth of a second

(njilfamr) unclear utterance (candidate hearing indicated in parentheses)

(***)  unrecoverable utterance (number of beats indicated by asterisks)

((words)) commentary by transcriptionist

wo:::rd  sound stretch
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WORDS  louder than surrounding talk

°words° softer than surrounding talk

words  more emphasis than surrounding talk

wo-  cut-off

a::  rising intonational contour

a::  falling intonational contour

,  level or slightly rising intonation

¿  mid rising intonation

?  full rising intonation

.  dropping intonation

Interlinear Key for Japanese
C: Copula

CT: Continuer

D: Double particle (kamo, toka, etc.)

DA: Dative particle (he, ni)
F: Speech filler 

IT: Interjection (e, a, ^e, ^a, etc. )

L: Linking device (-te, de, si, kedo etc.)

M: Noun modification particle (no, na, etc.)
N: Nominalizer 

NG: Negative

O: Object marker 

P: Interactional particle (yo, ne, sa, na, etc.)

PA: Passive 

Q: Question marker

QT: Quotation marker 

S: Subject marker 

T: Topic marker

Stylistic indicators (when necessary):

DS: Distal style

FS: Formal style

H: Honorific

HU: Humble

PS: Plain style
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Summary

From an ecocritical and cultural point of view, there is merit in taking a look 

at one major and defining aspect of American life, the automobile, through the 

eyes of John Updike (1932-2009), who was sensitive ---in a way that lends itself 

well to interdisciplinary study---to the many material, social and psychological 

connections to the world that automobiles sponsor, imply and necessitate. Updike’

s interest in finding or showing the hidden connections between things has an 

interesting parallel in ecology and in the interdisciplinary approach of ecocriticism, 

which is a latecomer to the stage of literary criticism and cultural studies, but 

one which affirms the value of examining “the interconnections between nature 

and culture” (Oppermann 1999:7) and starts with Barry Commoner’s First Law of 

Ecology: “Everything is connected to everything else” as a general guiding principle. 

(Ecocriticism is therefore often interdisciplinary, and makes use of the connections 

between previously separate modes of thought.) Updike seems to have broadly 

analyzed and considered the “semantic structures” (the ideas, values, beliefs, and 

other forms of knowledge generated by social systems) which reinforced positive 

notions of automobile ownership in post-WWII America, and he shows in his work 

a willingness to question the unspoken assumption that the car was always a good 

thing.  

As U.S. society aimed to make the landscape more comfortable and convenient 

for the car (car sales doubled between 1945 and 1955) while also encouraging 

citizens to purchase consumer goods of all kinds, the focus was on material 

rewards. But this gnawing unthinking materialism had a material, physical starting 

point, a startling geological gift of billions of barrels of oil, mundane no doubt, but 

there. With respect to cars (and the fuel that runs them), I will show that Updike 

The Energy Ghost in John Updike`s “Packed Earth, 
Churchgoing, A Dying Cat, A Traded Car” (1961)

KIMURA Marianne
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here too wanted to show connections that abound beneath the surface. In this 

sense, what was real about cars, and the fuel that runs them, is a scientific story and 

an economic one.

Updike himself termed his long short story “Packed Earth, Churchgoing, A 

Dead Cat, A Traded Car” (1961) a “farraginous narrative” ---(it consists of four 

loosely connected vignettes) that contains “a good deal of conscious art” in the 

interweaving of themes that “had long been present to me: paternity and death, 

earth and faith and cars.” Through an ecocritical analysis (that is, one informed by 

awareness of ecological and social connections) of this 40-year old story, it is now 

possible to understand that the narrator’s implied and delicately framed cautionary 

stance vis a vis the powerful American cars and monumental highway construction 

projects displayed discreetly in the text was an attempt by Updike to reveal his 

own scientifically-literate awareness of a fragile system that was using depleting 

fossil fuels to generate unsustainable economic growth. (The geology of a place 

or what resources are available, therefore may help to generate the ideas, values 

and beliefs (the “semantic structures”) which residents of that place may hold. ) 

Updike’s story also shows a sensitivity to human connections to their machines and 

story challenges us to honestly examine our psychological and social links to these 

machines as well.

“The western world has cast its lot with the auto as the answer to all things. 

Where the (economists’) lie exists is the failure to honestly calculate and carry the 

costs forward to the auto users. If the total costs of orienting our society around the 

car were honestly directed toward the users, rather than being stealthily removed to 

whatever “commons” can be found, there never would have been an auto industry in 

the first place. This is because too few would have voluntarily accepted these costs to 

allow a mass production industry to develop”.—‘Steve from Virginia’, blogger on The 

Oil Drum, a peak oil website dedicated to “discussions about energy and our future”.

“Migikata―agari…..”---Japanese idiom (literally, when the right shoulder goes 
up, then the left shoulder goes down later, or “what goes up comes back down”.)
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I. Introduction
    

In Updike`s own words on writing about sex, he called for a complete picture: “About sex in 

general, by all means, let’s have it in fiction, as detailed as needs be, but real, real in its social and 

psychological connections. Let’s….. put it on the continuum of human behavior.” (Hunt 210) The 

word “continuum” here may provide a clue to his outlook as a writer about more than just sexual 

matters. Perhaps the tendency to look for connections and context was something that began 

when he was still a child: his family, Updike has said, was inclined “to examine everything for God’

s fingerprints” (Johnston 1977:5).

Updike’s interest in finding or showing the hidden connections between things has an 

interesting parallel in ecology and in the interdisciplinary approach of ecocriticism, which is a 

latecomer to the stage of literary criticism and cultural studies, but one which affirms the value 

of examining “the interconnections between nature and culture” (Oppermann 1999:7) and 

starts with Barry Commoner’s First Law of Ecology: “Everything is connected to everything else” 

(Rueckert qtd in Oppermann 1999:7) as a general guiding principle. (Ecocriticism is therefore 

often interdisciplinary, and makes use of the connections between previously separate modes 

of thought.) From an ecocritical point of view, there is merit in taking a look at one major and 

defining aspect of American life, (not sex, but another love affair instead), the automobile, through 

the eyes of John Updike (1932-2009), who was sensitive ---in a way that lends itself well to 

interdisciplinary study---to the many material, social and psychological connections to the world 

that automobiles sponsor, imply and necessitate. Moreover, he was ahead of his time and in some 

of his earliest work, from the late 1950s, he saw the interconnections linking human beings to 

cars and to the larger world and the cosmos that many missed apprehending until much more 

recently. That is to say that Updike clearly showed in his work that he understood that the 

automobile, despite its bravely discrete appearance, a machine with a driver seemingly alone on 

the road, is part of a larger whole, a continuum in time and space. 

Many things may engage an artist’s attention. In Updike’s case, the system he lived and 

worked in, perhaps because he saw it as fragile and at risk, simply because its connections to 

other things were not well understood or were glossed over superficially, drew him to examine it 

and portray its flaws, its assumptions, and its blind spots. For instance, in a description of what 

spirit guided his writing efforts, Updike once said. “I have from the start been wary of the fake, 

the automatic “ (Hunt 1980:214) . We must place Updike’s statement side-by-side with the recent 

analysis of an American historian: 
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1  In Fritjof Capra’s definition, semantic structures are “the ideas, values, beliefs, and other forms of knowledge 
generated by social systems” (Capra 91).

In the new consumer agenda of the 1950s the essential ‘goodness’ of automobile 

ownership went unquestioned. Automobile ownership was still the blessing that 

both best symbolized and facilitated much of what Americans called ‘the good 

life’. In the generation after 1945 Americans began to define full personhood as 

requiring ready individual access to an automobile (McCarthy 2007:152) (emphasis 

mine).

Assumptions that go “unquestioned”, the “automatic”, the “fake”….….all these may be 
a starting point to analyze some works of Updike’s which are centered around cars and car 

ownership.

Updike seems to have broadly analyzed and considered the “semantic structures”1 which 

reinforced positive notions of automobile ownership, and he shows in his work a willingness to 

question the unspoken assumption that the car was always a good thing. For example, Updike’

s best-known hero Harry “Rabbit” Angstrom (the word “angst” seems intentional) is a Toyota 

dealer. But Rabbit makes many sorry errors, and is also a kind of anti-hero. Rabbit is “the high 

school athlete who finds adult life an anti-climax after his achievements in adolescence” (Hamilton 

1970:137). Like America, as it settled into a not-quite satisfying maturity of post-war prosperity 

in the 1950s and onwards, Harry Angstrom finds his glory days in the past. As U.S. society aimed 

to make the landscape more comfortable and convenient for the car (car sales doubled between 

1945 and 1955) while also encouraging citizens to purchase consumer goods of all kinds, the 

focus was on material rewards.  

But this gnawing unthinking materialism had a material, physical starting point, a startling 

geological gift of billions of barrels of oil, mundane no doubt, but there. With respect to cars 

(and the fuel that runs them), I will show that Updike here too wanted to show connections that 

abound beneath the surface. In this sense, what was real about cars, and the fuel that runs them, 

is a scientific story and an economic one. Also, there is another “continuum”: the whole history of 

man`s relationship with the car has a shape and reasons for its beginning (it is also be necessary 

to think of what follows both after the beginning and from this beginning). Through his art, 

Updike wants us to get a sense of this man-car relationship in a broader continuum, and bring a 
fuller understanding of all the factors that entangle people in car-dependency in so many ways.

The focus on cars, car-dependency and the United States has a particular urgency at the 

moment. Now as I write this in 2010, US automakers---two of whom were on the brink of 



187

Area Studies Tsukuba 32 : 183–206, 2011

bankruptcy last year---are holding their collective breath to see if the US car fleet will shrink again 

this year as it did last year, by 4 million cars (the fleet shrinking means that sales of new cars 

are outnumbered by the scrapping of old cars). “This shrinkage of nearly 2 percent is without 

precedent, except in wartime”, said Lester Brown (NYT 1/2010). The reduction, though historic, 

passed without much other comment or reflection on the underlying structural causes. What 

sort of less obvious connections between cars and the unseen “system” that is our planet and our 

cosmos might we be missing here? Perhaps Updike’s art can provide a clue.

The United States has the most cars of any country in the world (about 250 million) and 

the most cars (765) per 1000 people. What happens to cars from now in the United States, 

with world’s largest, most expensive highway system and the most car-dependent infrastructure 

(one result of this highway system), is significant and brings consequences of every kind: 

political, economic, and environmental. Considering the American so-called “love affair” with 

the automobile from the viewpoint of one American artist, John Updike, “the most distinguished 

writer of his generation”2, whose career spanned the post-war economic boom, and who often 

wrote about life in the (automobile-dependent) American suburbs may bring clarity to the 

unfolding economic situation. 

Also, Updike should receive overdue and belated recognition for bringing to his work a 

fundamental understanding of science (not merely as decoration or to provide atmosphere), 

especially physics: his story “The Orphaned Swimming Pool” (published in 1969) begins, 

“Marriages, like chemical unions, release upon dissolution packets of the energy locked up in 

their bonding” (Updike 2003:442); elsewhere, he talks about, “art….(as)…a kind of refutation of 

the conservation of matter” (Hunt 1980: 214) ; in one speech, said that “Reality is----chemically, 

atomically, biologically----a fabric of microscopic accuracies” (Hunt 1980:49); and in another 

speech, “Energy ebbs as we live…almost alone the writer can reap profit from his loss” (Hunt 

1980: 103). It is probable that a writer who has such a precise scientific vocabulary, as well as the 

ability to aptly compare artistic notions to scientific terms may also excel at artistically revealing 

the many connections in the world (including scientific or material ones) which we find ourselves 

swayed by and entangled in, particularly as these apply to the automobile.

2  The cover of George Hunt’s book John Updike and the three great secret things: Sex, Religion, and Art (Grand 
Rapids Michigan; Eeerdmans Publishing Co., 1980) features this quote by John Cheever, another famous 
American writer.
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II. “Packed Earth, Churchgoing, A Dying Cat, A Traded Car”

The Hamiltons see Updike`s very long short story, “Packed Dirt, Churchgoing, A Dying Cat, A 

Traded Car” (which Updike originally published in The New Yorker in1961) as the “most personal 
of all the Olinger stories” (Hamilton 1970: 93). “David Kern” is the narrator’s name and “David” is 

the name that the Updikes gave to their first son (Hamilton 1970: 93). Also the name “kern”, the 

Hamiltons assert, is a reference to a kernel, the heart of something, and also a biblical allusion 

(from I Corinthians, where St. Paul says a “bare kernel” will not come to life unless it dies) to death 

and rebirth. (Hamilton 1970: 93). The second sentence of the story begins with the word that 

hints most of autobiography “I” (in “I, David Kern”), and this story is the second-to-last of Updike`s 

first series of professional efforts, the Olinger stories. So it occupies a special place in his work, 

a last personal look back at his youth and where he had come from. Updike himself termed this 

story (with four parts, one for each of the parts of the title) a “farraginous narrative” that contains 

“a good deal of conscious art” in the interweaving of themes that “had long been present to me: 

paternity and death, earth and faith and cars.” (my emphasis) (Bloom 2001: 93).3  
Critics such as the Hamiltons have examined the religious and spiritual themes of death 

and rebirth in this story, but Updike`s ideas about “earth” (by this term, I think he means the 

environment or nature) and “cars” in this work have not been explored in detail. Robert K. 

Johnston, writing in The Christian Century thirty years ago, describes Updike as “an enigma” 

(Johnston 1977:1) and goes on to write that “(Updike) is accurate in his portrayal of secularity 

as an indisputable fact of contemporary American life. Secularism takes a variety of forms in 

America, but perhaps none is as widespread as is our commitment as a people to technology and 

the machine…Updike is as perceptive a commentator on this fact as any….” (Johnston 1977: 

7) . But what critics have not grasped----and maybe this is why Updike remains an enigma to 

this day----is that Updike himself did not find the physics of the system he lived in an enigma--

--he wasn’t puzzled by the mass popularity of cars, TV dinners, suburban living arrangements 

or the “artificiality and superficiality” (Johnston 1977:3) that he saw everywhere; several of his 

stories, including the one I will discuss here, clearly show that he understood how oil, a finite 

resource, makes an industrial economy grow and go, but just not forever4. Updike implicitly turns 

to thermodynamics, the “science of relations between heat and other forms of energy” (OED) 

3  The Bloom book contains an excerpt from a book called John Updike: A Study of the Short Fiction (NY,NY: 
Twayne Publishers, 1993) p. 40, 41-42 by Robert M. Luscher, where this undocumented quote from Updike is 
wholly taken from.

4 See my article “Updike’s Hidden Warning for an Unsustainable American Society” Tsukuba University Area 
Studies Journal (March 2005)
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to clarify the basic relationships and principles that are important. In this story, he links cars 

together with energy in a substantive way. He also draws distinctions between different kinds 

of energy: solar and petroleum. This story demonstrates that Updike had more than just passing 

familiarity with physics and economics. Therefore, an interdisciplinary critical effort shall be 

attempted here, in order to spell out in detail what Updike meant to artistically portray. Updike 

used this story to demonstrate the internal inconsistencies---the weakest points---embedded in the 

structure of the oil-based economic system he lived and worked in. In this sense, this story, whose 

loosely grouped vignettes are more firmly connected thematically by all the cars that only seem 

to appear incidentally in it, tries to ask the reader to connect the cars (and the reader’s own cars) 

to the threads of the story and the outside world mirrored in the story. In that sense, the story 

gives off the whiff of reality. Connections are there but they are hidden or obscured or unlabeled 

or below the surface. As a result, the story may indeed seem enigmatic to the reader who does 

not understand some of the science involved. This story then challenges its readers to recognize 

or grasp some of the scientific principles which lie at the core of the situation.

III. “Packed Earth”---the first of the four vignettes

In the first of the four parts, “Packed Earth”, the narrator David Kern, declares his admiration 

of “bare earth that has been smoothed and packed firm by the passage of human feet” (Updike 

2003: 102). He adds, “such spots abound in small towns” (2003:102), and mentions parks and 

playgrounds as places to see such areas. David Kern goes on to explain that “The corner where 

I now live was recently widened so that the cars going back and forth to the summer colony on 

the Point would not be troubled to slow down” (Updike 2003:102). The seeming intention of his 

story is to explain that after the bulldozers demolished his neighbor’s house to make room for the 

wider road, a dirt path appeared over an embankment of earth. The pervasive climate of economic 

growth bringing destruction of the old, followed by massive construction and even more speed, is 

captured as seemingly incidental.

Kern then tells about his young son, “a boy not yet two” who is terrified of the bulldozers 

and “followed (him) through the house wailing ‘sheen! ‘sheen!”. This behavior seems like a typical 

childish reaction, and we imagine that we are supposed to laugh. But Kern then adds, “(The 

bulldozers) mashed my neighbor’s foundation stones into the earth and trimmed the leveled lot 

just as my grandmother used to trim the excess dough from the edge of the pie plate” (Updike 

2003: 102). Now, suddenly seeing things eye-level from a child’s own point of view (David Kern as 

a child himself, watching his grandmother), we feel no longer like laughing. David Kern, the child, 

had a secure world, a farming background, a peaceful country existence with handmade food, and 

a slower pace of existence, while Kerns’ child seems not to enjoy this security and peace. Could 
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the booming expansion possibly have been bringing problems? The vignette ends:

We in America have from the beginning been cleaving and baring the earth, 

attacking, reforming the immensity of nature we were given. We have explored, 

on behalf of all mankind, this paradox: the more matter is outwardly mastered, 

the more it overwhelms us in our hearts. Evidence----gaping right-of-ways, acres 

mercilessly scraped, bleeding mountains of muddy fill---surrounds us of a war that 

is incapable of ceasing, and it is good to know that now there are enough of us to 

exert a counter-force. If craters were to appear in our landscape tomorrow, the next 

day there would be usable paths threading down the blasted sides. As our sense of 

God’s forested legacy to us dwindles, there grows, in those worn, rubbed, and patted 

patches, a sense of human legacy----like those feet of statues of saints which have 

lost their toes to centuries of kisses.(Updike 2003: 103)

Updike doesn`t use the words “ U.S. Interstate Highway System” in the story, but the above 

passage contains phrases (“gaping right-of-ways, acres mercilessly scraped, bleeding mountains 

of muddy fill”) that surely bring to mind this momentous public works project, the biggest and 

most expensive one in the history of the world (Kunstler 1993: 107). In 1961, as Updike wrote 

this story, this huge project had been underway for only 6 years (it was completed by 1992). But 

Updike`s passage also refers back farther in U.S. history (“from the beginning”) still. Colonists 

from England had brought their own cultural ideas about life and used these ideas to guide the 

designs of their settlements. 

As Updike`s prose implies by leaping from “from the beginning” to “gaping right-of-ways” 

(surely the Puritans didn`t scrape acres and make gaping right-of-ways), it is hard to explain how 

and why such an enormous highway project came to be built---each step that led up to it seems 

only to lead to the step before that---the invention of cars, the discovery of oil, the Industrial 

Revolution, the use of coal, etc. Two questions come to mind from the huge chronological gap 

in the passage above. First, does Updike provide any clues or commentary (in this story) on the 

answer to where we find the root cause of this monumental public works project? And second, 

does Updike somehow wish to issue other commentary on the US Interstate Highway system---or 

resulting automobile dependence---- in this story, by hinting of its existence in the “gaping rights-

of-way” passage?
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IV. The Interstate Highway System 

James Howard Kunstler sees the Interstate Highway Act of 1956 as essentially an “economic 

pump-primer” (Kunstler 1993:106). America was experiencing limits to growth in that its existing 

roadways were consistently full and its infrastructure “could not accept ever-greater volumes of 

traffic if the build-out continued apace. But if the build-out stopped, the whole economy would 

nose-dive again, since it now was the economy.”’ (Kunstler 1993:106)  A new highway system 

would beat those limits a while longer. In Kunstler`s argument, the Interstate Highway System 

is one of the major tragedies of the American landscape and was built purely out of greed and 

shortsightedness:

The new superhighways created tremendous opportunities for land development in 

the remote hinterlands of big cities. An unthinkably long commute on old country 

roads now seemed reasonable on the freeway. So up went more raised ranches and 

new split-levels. Each of the thousands of new highway interchanges begged for 

commercial exploitation. Up went shopping strips and new ‘convenience’ stores. The 

great suburban build-out generated huge volumes of business. The farther apart 

things spread, the more cars were needed to link up the separate things, the more 

asphalt and cement were needed for roads, bridges, and parking lots, the more 

copper for electric cables, et cetera……Certainly many Americans became wealthy 

selling these things, while many more enjoyed good steady pay manufacturing them

……the end product of all this furious commerce for-its-own-sake was a trashy and 

preposterous human habitat with no future. (Kunstler 1993: 107)

Kunstler has a point, but he fails to recognize that all sorts of human innovations in 

technology and energy use have been essentially, in one way or another, resolvers of problematic 

economic issues. Such basic innovations as fire, agriculture, metallurgy, electricity, and mining 

have all been adopted because they seem to help materially, bringing advantages and helping 

populations who used them to succeed. In The Collapse of Complex Societies, Joseph Tainter 
states that “human societies are problem-solving organizations” and posits that this concept is 

also one (out of four in total) which underpins the basic understanding of collapse. (Tainter 1988: 

194)  Tainter further explains that; 

Leaders, parties, and governments need constantly to establish and maintain 

legitimacy. This effort must have a genuine material basis, which means that some 

level of responsiveness to a support population is necessary. Maintenance of 
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legitimacy or investment in coercion require constant mobilization of resources. 

(Tainter 1988: 193)

Nevertheless, the ways to beat limits to growth and engage in problem solving (bringing 

more material benefits would be at least temporarily solving the unpleasant problem of facing 

the limits to growth) are often particular to one country, due to special circumstances such as the 

availability of unique resources, or unique geological or geographical features. For example, In 

Coal: A Human History, Barbara Freese gives England’s vast coal reserves the credit for making 
that country a vast global empire: 

There is one truth that was more widely understood in the past than it is today--

-the critical importance of coal in shaping the fate of nations, and of the world as 

a whole. Coal transport had lured the British to the sea, promoting the nation`s 

growth from a small rural nation into a world-class commercial power….Thanks 

to coal, London grew into a metropolis large enough to become a vital center of 

commerce and cultural achievement. With an economic, military, and cultural 

influence far out of proportion to its size, this tiny nation began building a global 

empire of unprecedented reach, defeating native populations and European rivals 

such as France and Spain-----nations with far more land and people, but far less coal. 

(Freese 2003:233-234)

The American situation with respect to energy resources was even much more favorable than 

the British one. Americans had been blessed not only with vast forests (an “astonishing wealth of 

wood” (Freese 2003: 105)), which were used for fuel and charcoal, but also vast coal reserves (“a 

coal field half the size of Europe lying beneath the eastern American forest” (Freese 2003: 105)). 

To then also be in possession of some of the most immense petroleum reserves in the world 

surely must have contributed to the feeling that America had been specially selected for divine 

favor or, “a special destiny” (Freese 2003: 105).

“Among the nations that had started down the path of industrialization in the nineteenth 

century”, writes Kunstler, “America was by far the best endowed with oil.” (Kunstler LE 2005: 39). 

But what does this mean in quantifiable terms? “Cumulative US production has already exceeded 

200 billion barrels and significant reserves still remain” explains Adam Brandt, of the Department 

of Energy Resources Engineering at Stanford University (Brandt 2010: 3966). This information 

can be placed alongside the data for total ultimately recoverable reserves of petroleum for 

the world, available in Kenneth Deffyes’ 2003 book Hubbert`s Peak: The Impending World Oil 

Shortage. Deffeyes, a Professor Emeritus of Geology at Princeton University forecasts ultimate 
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cumulative world oil production to total around 2 trillion barrels (Deffeyes 2003: 157). (He sees 

U.S ultimately recoverable reserves as 220 billion barrels (2003: 154), in line with Brandt`s 

estimate). We can therefore calculate that the geological oil formations on territory of the United 

States either have contained or do contain about one-tenth of all the oil ever available in the 

world. America`s population is only about 5% of the total of the world`s. Therefore U.S. per capita 

oil endowment (although it is now largely consumed) has been very generous by comparison with 

many other countries. This out-sized endowment shaped the industrializing process by giving the 

U.S. a leading role:

The United States was the first industrial nation to find and exploit oil in commercial 

quantities, and the first to make widespread application of oil in primary 

manufacturing, transportation, and consumer products---indeed to elaborate the 

whole system of a modern consumer economy. The automobile industry and all its 

interrelated enterprises started in the United States. The plastics and synthetic fiber 

industries were born here, using oil as the feedstock. During the hundred-plus-year 

run of the world economy, the United States has never ceased to be the world`s 

leading consumer of oil”. (Kunstler LE 2005: 39)

In her chapter on the history of coal in America, Barbara Freese writes “in Britain it had taken 

centuries for areas to go from forested wilderness to industrial metropolis. Pittsburgh, like so 

much of what would become the United States, would experience that history in a concentrated 

form, propelled in no small part by the concentrated energy beneath its hills.” (Freese 2003: 107). 

In other words, over time, people became adept at adapting technology to make use of energy 

supplies more quickly. Furthermore, developing coal reserves brought people the technology and 

knowledge they needed to make use of oil: 

…..coal gave us the technological and industrial base we needed to exploit these (i.e. 

oil and natural gas) harder to find, harder to move, and harder to control fuels. It 

provided, for example, the cheap iron and steel we needed for drills, pumps, tankers, 

railways, and pipelines.” (Freese 2003: 234-5)

I would like to suggest that it was this immense American largess of energy in sequential 
availability, first wood forests, then coal, then oil (and also natural gas) that shaped a 

quintessentially American idea of “progress” that made using ever more energy ---as fast as 

technologically possible---seem like a magical and winning strategy which it would be possible to 

engage in forever. Making energy transitions as quickly and smoothly as new technology could 
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be developed brought wealth as long as energy was available to support the new technology. In 

America, for a long time, no matter how much energy seemed to be withdrawn from nature and 

used to sustain and support human life, more, ever more plentiful quantities (in different forms) 

appeared, like waves on the ocean, and needed only a new technology, such as the steam engine, 

or the automobile, to harness their power. These energy resources, so powerful but ultimately 

from nature, are what Updike alludes to in part in the above passage when he mentions “the 

immensity of nature we were given”. 

However, Updike pointedly does not use the word “energy” in this story. In the same way that 

cars in this story often seem incidental or casual, the word “energy” is a sort of presence manqué, 
making its existence in the story known artfully and specifically when Updike uses the scientific 

word “matter”. Following Albert Einstein`s famous 1926 equation e=mc(squared), the words 

“mass”/“matter” and “energy” would be forever linked. And so Updike`s use of the word “matter” 

(“..the more matter is outwardly mastered”…..) is therefore also an oblique and scientific ----and 

secretive----reference to energy. 

In Updike`s passage, the earth torn apart by bulldozers is “evidence of a war incapable 

of ceasing” (Updike 2003: 103). The passage implies that populations where resources are 

located may simply have no choice ultimately about whether or not to deploy these resources. 

Early records from England show misgivings about burning coal because of the noxious coal 

smoke and failed attempts to ban coal because of pollution (Freese 2003: 25-26). Likewise, 

automobiles’ reliance on nonrenewable petroleum at the beginning of the Auto Age (in the early 
1900s) prompted some Americans to try to introduce a (grain) ethanol standard for auto fuel 

instead. (McCarthy 2007: 18-20). In both cases, people who stood most to benefit from the cost 

advantages of coal (over expensive scarce wood) and lower cost gasoline (over ethanol), and 

also producers of the coal and oil, respectively, together acted to form a coherent market that 

could withstand the political pressure against them until the respective use of coal/oil became so 

widespread-----and dependence on them so structurally intertwined with the rest of the economy, 

including subsequently much larger populations in part supported by the economic growth 

provided by the new energy sources-----that to stop using them for any reason became simply 

unthinkable. 

That the same phenomenon occurred twice (perhaps there are other examples in history) 

should point to something vital about energy. It is something we need in a steady flow; it is 

something that enables us to stay alive, that also may determine the course of history , and the 

expectations of citizens, as empires are built and then crumble as the available energy becomes 

depleted or inadequate to maintain the complex social structure that has been developed.

The issues are structural and systemic: Updike, with his idea of showing an idea along “a 

continuum” as it relates to other ideas, or Barry Commoner’s First Law of Ecology (“Everything 
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is connected to everything else”) both point to a concept of a larger system with many 

interconnected parts. The most critical idea about a system is what maintains its pattern, what 

is most important for it to maintain its shape? Ecologist Charles Hall writes “In the absence of 

a continual input of energy the highly ordered molecules within an ecosystem will, over time, 

degrade into completely random assemblages” (Hall 2006:9). Hall explains that an ecosystem 

and an economy both share this need for energy because they have similar functions: production 

(photosynthesis), consumption (respiration) and transfer of nutrients (goods). (Hall 2006: 9). 

Why is energy so important to living organisms (like humans, animals, plants, etc) and also to 

non-living systems (like hurricanes and solar systems)? Because energy is defined in physics as “the 

capacity to do work” and work is a “means of transferring energy into coherent action”, whether it`s 
on an atomic level, a cellular level, in a car`s engine, a grasshopper jumping or a human walking. 

Fossil fuels are a gradient developed by sun`s light striking the photosynthesizing cells of plants:

Flowing through complex systems, energy forms the basis for trapping and cycling 

of materials in economies, which reduce both natural gradients, such as the redox 

gradient between fossil fuels and oxygen, and “synthetic” gradients such as price 

differentials. (Schneider and Sagan 2005: 279)

The price differentials allowed oil (present in the US in the early 1900s in huge quantities, 

not so deep since it was still a relatively undeveloped resource) to be much cheaper than grain 

ethanol, which would require human and horse labor (or if a tractor was used, then it would have 

required more oil). Viewing organisms, including humans, as part of a thermodynamic system 

allows us to understand why coal and oil would have been so attractive, so natural to use. We 

are always on the lookout for energy: we have been valuing it, craving it, and consuming it since 

before we evolved into humans:

The universe is a complex place, and its most common and its most interesting 

systems, including those of life, are open systems. Seal them up, imprison them, and 

they collapse. We (humans) are a particular material pattern of energy flow with a 

long history and a natural function. Our essential nature has more to do with the 

cosmos and its laws than with Rome (or any other human society) and its rules. 

(Schneider and Sagan, 2005: xii)

Sagan and Schneider investigate the similarity between living and non-living NET 

(Nonequilibrium Thermodynamic) systems in their responses to energy. Dissipating energy is one 

of the ways the second law of thermodynamics5 (also called “the Entropy Law”) is expressed:
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Like other NET systems, life`s complexity is a natural outgrowth of the 

thermodynamic gradient reduction implicit is the second law: where and when 

possible, organizations come cycling into being to dissipate entropy as heat. 

Gradients, such as that between the sun and space, may be huge, and draining 

them may take literally eons. Nonetheless, the complex systems that come swirling 

into being near gradients are natural. Although they may sometimes seem to be 

organized by an outside force, no “agent deliberating” as Aristotle put it over 20 

centuries ago, is needed. (Schneider and Sagan, 2005: xvii)

In another passage they write;

“organisms struggle not only for food and habitat, but for the energy that drives 

their material organization—their metabolism, reproduction, and expansion. 

Populations grow to take advantage of energy sources, enlarging flow regimes.” 

(2005: 147) 

The Interstate Highway System was a potent way—no doubt the most effective short-term 

way---- to quickly enlarge the petroleum energy flow regime of the United States. The automobile 

had done the initial work in this regard. (Certainly once automobiles began to be sold and 

produced, more petroleum was needed than when the oil market was limited to kerosene for 

lamps.) Road construction for cars had enabled the process of expansion of the petroleum energy 

regime to continue. The Interstate Highway System took the concept of an “enlarged flow regime” 

to a whole new level, but at a shockingly high price, to be paid by future generations: suburban 

sprawl, environmental degradation, automobile dependence, reliance on foreign oil when 

America’s supplies faltered, and ultimately the obsolescence of the U.S. highway system when 

foreign sources of oil also would come up short one day. Updike uses this story to characterize, in 

artistic, visceral fashion the drawbacks of automobile dependence. 

Updike’s readers, mostly Americans, were dependent on the system, but also some perceptive 

ones might have also felt in thrall to it (they might have resented or disliked the advantages 
it provided (even though they earned a living though these) because they disapproved of the 

environmental costs it exacted). Updike alludes to these misgivings when he writes, “we have 

explored, on behalf of all mankind, this paradox: the more matter is outwardly mastered, the 

5  The Second Law of Thermodynamics states that in a system, a process that occurs will tend to increase the 
total entropy of the universe.
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more it overwhelms us in our hearts.” (Updike 2003:103).  The point is that the energy will be 

dissipated----the Second Law of Thermodynamics guarantees this on a universal level. But when 

the amounts of energy are very huge, the disruption of the landscape is very mighty, also, and 

this is not the easiest process for a citizen who loves the natural landscape to watch: the heart 

is overwhelmed. “(K)eeping in mind some sense of transaction, of a bargain struck, between me 

and the ideal reader”, is how Updike explained one of his goals as a writer (Hunt 1980:214). 

The artist has a mission to contribute in some way to the reader’s emotional understanding or 

“human knowledge” (Updike 2003: xii) of the world. The passages from Schneider and Sagan’s 

book on physics, although they explain the process in a straightforward way, do not ‘give’ what 

Updike’s story can give an American reader of 1960 whose road is being widened to make way 

for much larger traffic flows. The science behind the Entropy Law is ineluctable. But to explain 

the human implications of this ineluctability----broadly, completely, sensitively, in a nuanced way, 

at a particular time and place (but with scientific attention to the past and future) is a task for an 

artist.

V. “Churchgoing”

The second vignette of the story is entitled “Churchgoing”. The word “car” appears only once: 

“We would arrive in our old car---I think it was the ’38 Chevy then----on those raw March nights 

and it pleasantly surprised me to find the building warm, the stoked furnace already humming its 

devotions in the basement” (Updike 2003:104). The small church in rural Pennsylvania is kept 

warm by fuel, and the ’38 Chevy runs on it, but people with abundant fuel do not need to think 

about the fuel they use every day; energy is thus a phantom presence, a ghost, an abstraction. It 

also seems invisible, not “worthy” of explicit mention partly because it functions in human cells 

and car engines alike at the molecular level. The vignette is mainly comprised of the narrator 

discussing his experiences in various churches; it is very easy to miss the tiny, off-hand reference 

to the ’38 Chevy. The vignette ends with a contrasting churchgoing experience on an unnamed 

Caribbean island where the level of economic development seems much lower than in the U.S: 

goats are tied up to eat brush on the sides of a hill leading up to the church. The last sentence of 

the vignette, again, is important. Kern, bored, looks through the open windows of the church and 

“from this height, the horizon of the sea was lifted halfway up the sky. The Caribbean seemed a 

steeply tilted blue plane to which the few fishing boats in the bay below had been attached like 

magnetized toys. God made the world, Aquinas says, in play.” (Updike 2003:106)  The unnamed 

island (which “had been abandoned to the descendents of its slaves” (Updike 2003: 105)) has 

poverty---- fishing boats and goats (solar flows of energy are dispersed, and this energy is 

generated first by photosynthesis in the ocean or on land)---- not bulldozers and oil. But it seems 
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like a more light-hearted, naturally beautiful place (“made in play”) than Kern`s America where 

his son wailed “’’sheen! ‘sheen!. Energy does make a difference in landscape, and “more” of it is 

not necessarily “better”. 

VI. “A Dying Cat”

The third vignette contains the ostensibly momentous occasion where Kern becomes a father 

for the first time. He and his wife are living in England. His wife is in labor at the hospital and 

Kern goes home to wait. On the way back (he walks home on small residential streets), he finds 

a dying cat: “It was a cat that had been struck by a car. Struck but not quite killed: a testament to 

the modest speed and sensible size of English automobiles” (Updike 2003: 107). This is the only 

sentence about cars, and it seems almost incidental, again, to the main narrative thread, a birth 

of a baby. But Updike uses the birth, a milestone, to disguise ----but still effectively deliver ---his 

criticism of auto dependence in America (people must risk their lives to go anywhere). It is quite 

an interesting maneuver, accomplished with a few separate devices. 

First, the cat’s pathetic death is wrenching. “The cat was plump and wore a collar. Someone 

had loved it. Blackness from one ear obscured one side of its head and when I touched here it was 

like a cup. For the third time, the cat stretched, the tips of its hind feet quivering luxuriously in the 

way that cats have. With a great spastic effort it flipped over onto its other side, but made no cry.” 

(Updike 2003:107) Because Updike has chosen an innocent animal as a victim of a car collision 

(a “car accident”), the reader is more filled with pity than if the victim were a person who should 

have “known better”. The vignette does eventually get around to briefly giving more information 

on the baby`s birth, but not until after divulging more sad details about the cat’s death, as when 

Kern takes off his bloody gloves (“dyed wine-brown….I hadn`t realized there was so much blood” 

(Updike 2003: 108)), and writes a letter to the cat`s owners. In other words, the birth of the baby 

becomes an artistic ploy to make us pay attention to the damage and injuries cars can do6.

Once again, this vignette contains a sentence (the important first sentence) with the word 

“matter” in it: “Matter has its radiance and its darkness; it lifts and it buries. Things compete: a 

life demands a life.” (Updike 2003: 106). Energy---really matter in another form--- is a ghostly 

6 Is Updike correct about the danger that goes with cars? If you compare the “top ten causes of death” for 
non-developed versus developed countries, “Motor vehicle accidents” are listed at number six for developed 
countries, but are not even in the top ten for non-developed countries. (World Health Organization, Health 
Report 2002).  Non-developed countries have far fewer cars per capita (this is one factor that makes them 
“non-developed”) so not having the cars and highways means that deaths related to automobiles are overall 
lower. 
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presence again, therefore. We could actually therefore rephrase the sentence as, “energy has 

its radiance and its darkness”: it is energy that brings wealth and complexity but also dangers 

and risks. Kern`s children can be fed while he works as a writer, he leads a comfortable life in a 

developed country; he studies at Oxford. But also it brings the bulldozers, the little boy wailing “’

sheen, ‘sheen” and the cat dying in wrenching spasms on the road. With the statements “things 

compete” and “a life demands a life”, Updike means to include the idea that through competition 

and the collective satisfaction of market and political forces----Tainter`s growth in complexity 

as problem solving takes place and the results accrue, and often generate further problems------ 

we unintentionally exclude or eliminate some things which we might each personally like, such 

as quiet and walkable car-free neighborhoods, or our pet cats. Americans were living with huge 

reserves of petroleum: the British, without these, had small cars. Kern sees these small weak cars 

in a positive light and calls them “sensible”; once again, as on the Caribbean Island, there is the 

idea that less energy availability is salutary for the mind and body. Less activity can be engaged 

in. Perhaps Updike finds this peaceful. (There is a lack of general awareness of the way energy 

functions; using it may bring a gift but also a curse. Updike purposely does not use the word 

“energy” in order to show its obscurely recognized role as a singular, master resource of economic 

power. )

VII. “A Traded Car”

The last vignette, “A Traded Car”, is the longest. Once again, Updike uses a momentous 

occasion, this time his father`s (non-fatal) heart attack, to cloak environmentally-inspired 

observations about automobile use. Kern drives from Massachusetts to Pennsylvania to visit his 

ailing father. He first gives details of the car (“this ’55 Ford proved an excellent buy” (Updike 

2003:108)):

When we returned from England, we bought a car. We had ordered it through my 

parents from folders they had sent us……..In the beginning my wife and I would 

lovingly lave with soap and warm water the unflecked skin of the hood as though 

it were the thorax of a broad blue baby, and toward the end we let the gallant heap 

rust where it would. Its eggshell finish grew grizzled with strains of dropped maple 

seeds. Its doors balked at closing; its windows refused to roll down. But I somehow 

never believed that we would trade it in, though the little girl born across the ocean 

in the ominous turning of April, now a vocal and status-conscious democrat of 

nearly six, applied more and more pressure. The deal was consummated while my 

soul had its face turned, and Detroit contracted to devour her offspring. (Updike 
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2003: 109)

Updike iterates the life cycle of a car, from new purchase to waste product. Why? First of 

all, the second law of thermodynamics (the entropy law) adequately explains the gradual aging 

process both of machines and people (including Kern`s ailing father and Kern, who has a panic 

attack over dying in this vignette) as entropy, or disorder, prevails. The dissipation of energy---

used to make new cars and recycle old ones--- is also described by this law. Once again we are in 

the world of physics: “energy flows, material cycles”. (Schneider 2005: 282) David Kern describes 

this (car) material cycling process in emotional and even human terms: “Detroit contracted to 

devour her offspring”. 

Updike here brings in a counterpoint to orthodox economics, (where “rational” consumers 

are assumed to make “rational” choices). Kern does not seem “rational” in his sadness. How can 

we re-think economics from this tiny little clue? Biophysical economics, the study of flows of 

matter and energy through an economic system, may assist here, with a reiteration of Charles 

Hall’s key statement: “in the absence of a continual input of energy, the highly ordered molecules 

within an ecosystem will, over time, degrade into completely random assemblages” (Hall, 2006: 

9). (Again, Hall also explains how “real economies are, in fact, subject to the same forces and laws 

of thermodynamics as natural systems and have much in common with them” (Hall 2006: 9)). 

Kern`s mournful reluctance to trade in his car is the artist`s conception of a mind that senses 

the overwhelming force of the second law at work. Dissipating energy is the way this law lays 

claim to us. If we eat, we can postpone its effects (i.e. without an input of food energy, we will die 

as our cells become ‘random assemblages’) but we will instead dissipate the energy contained 

in the foods we consume; if we buy a new car we can have a new, unblemished car but we have 

also dissipated some energy by having had it manufactured. Kern`s personal grief over having to 

trade in his car is, I argue, a metaphor for Updike`s own sadness at the application of the second 

law as it works its way through an economy: if energy (such as massive reserves of petroleum) is 

available it will be dissipated eventually, even if it is stressful and polluting to do so. 

The choice to consume (and therefore pollute, since consumption implies manufacturing and 

waste disposal) brings in the idea of the normal attitude of the car buyer, caricatured by Kern`s 

6-year old daughter`s clamoring, with a “vocal and status-conscious” application of pressure for 

a new car. Usually, consumers, like a child, do not consider the energy required (producing a car 

requires about 90 barrels of oil worth of energy) to replace the car. Most consumers, like Kern`s 

daughter, do not consider whether this energy will be there tomorrow, or the next time a new car-

--or highway--- is required. People do not see the downside, the sadness, the horror implied by 

the image of cannibalism/infanticide in the phrase “Detroit contracted to devour her offspring”, 

but the sentiment is truly one that recognizes the whole cycle of materials, from generation to 
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waste product. Detroit must eat and so must we. Ecosystems, human bodies, the Ford Motor 

Company, and economies need continual energy inputs to stay alive, viable and active. They are 

all dissipative structures, and will run down without continuing inputs of energy, which we see 

as inputs of paper, metal, electricity, human labor, and such. But can we always be sure that the 

energy ----if it is contained in depleting fossil fuels----to bring the next meal or the next car will be 

forthcoming----or that the price we pay, in dead cats, wailing toddlers and overwhelmed hearts is 

worth it? Updike asks his readers of 1961 to share his thought processes as Kern traces his car 

from its start as a glossy brochure image to its end as a waste product----the end point of the ’55 

Ford. But, critically, there is the implied idea----- what other end points, what other waste products, 

lurk out there? The 6-year old daughter`s insistence on buying a new car, though, points to the 
irrational (i.e. childish) dimension of the (according to orthodox economics7) “rational actor” in 

ordinary economics theory:

Orthodox economics assumes that the economy is an efficient equilibrium system 

stabilized by rational actors. But the agents of economic systems are neither 

particularly rational (consider the greed and fear of stock market booms and 

busts), nor are economies, feeding on external reserves of food and fuel, in true 

equilibrium. Despite the mathematics that would describe them, economies are not 

stable but metastable dissipative systems. Like organisms and ecosystems, they 

tend to grow and to find ways of tapping gradients to reduce entropy and cycle 

materials. (Schneider and Sagan, 2005: 280)

In the interests of the “earth” (to go back to Updike’s statement on page 1) (where, 

presumably and logically the highway system will also end up as a waste product, another 

offspring “devoured”, in this case by weather and erosion if the system cannot input sufficient 

quantities of energy to maintain it8), Updike scripts an involved ending. First, in the middle of the 

vignette, Kern, in his car, picks up a hitchhiker, a young sailor, “guileless, competent, and mildly 

earnest” (Updike 2003: 112). 

7  In Charles Hall`s and Kent Klitgaard`s article “The Need For a New, Biophysical-Based Paradigm in Economics 
For the Second Half of the Age of Oil”, Hall and Klitgaard explain that prior to Neoclassical Economics (which 
got its start around the 1870s), “economists were more likely to ask ‘where does wealth come from?’’ (Hall 
7) The authors continue….”Three factors played a large part in seeming to put Malthusian fears to rest and 
hence removing biophysical issues from the immediate attention of economists: the opening of the Americas 
to immigration by the surplus Europeans, their virtual extinction of the Native American potential competitors 
there, and the industrialization of agriculture, which generated an enormous increase in food production”. (Hall 
8). Hall`s analysis therefore echoes Updikes phrase “the immensity of nature we (i.e. Americans) were given.” 
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He asked me, “What do you do? Teach?”

This impressed me. My grandfather had been a teacher and my father was a 

teacher, and from my childhood up it had been assumed by people that I in turn 

would become a teacher.

“No,” I said, “I`m a writer.”

He seemed less offended than puzzled. “What do you write?”

“Oh---whatever comes into my head.”

“What`s the point?”

“I don`t know,” I told him. “I wish I did. Maybe there are several points.” (Updike 

2003: 113)

David Kern, the fictional narrator, and John Updike are not the same. Yet there are enough 

autobiographical similarities that we need to think closely about any points of congruence as 

clues to Updike`s message (‘the point’) here, if any. The sailor is an average American (“guileless, 

competent, mildly earnest”), and he disappears from the text when he gets out of Kern`s car in 

New Jersey, only to strangely reappear, in one word, a few pages later in the last sentence of the 

last paragraph of the story:

Any day now we will trade it in; we are just waiting for the phone to ring. I know 

how it will be. My father traded in many cars. It happens so cleanly, before you 

expect it. He would drive off in the old car up the dirt road exactly as usual, and 

when he returned, the car would be new to us, and the old one was gone, gone, 

utterly dissolved back into the mineral world from which it was conjured, dismissed 

without a blessing, a kiss, a testament, or any ceremony of farewell. We in America 

need ceremonies is I suppose, sailor, the point of what I have written. (Updike 2003: 

121)

Updike wants us to think carefully and in a focused way about the whole process involved 

in the material dissolution (“back into the mineral world”) of cars. Kern calls for a ceremony or 

ritual, something to solemnize the occasion and perhaps bring the materiality and embedded 

8  “Paved roads, historical emblems of American achievement, are being torn up across rural America and 
replaced with gravel or other rough surfaces as counties struggle with tight budgets and dwindling state 
and federal revenue. State money for local roads was cut in many places amid budget shortfalls.” WSJ July 
17, 2010: “Rebuilding an asphalt road today is particularly expensive because the price of asphalt cement, a 
petroleum-based material mixed with rocks to make asphalt, has more than doubled over the past ten years” 
(WSJ 7/17 2010)
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energy of the old car into the foreground of the consciousness of the ceremony participants (the 

unthinking consumers, ordinary car-buying American citizens), who would presumably be more 

grateful for America’s “immensity of nature”. But Updike, writing under the cover of Kern, wants 

to ask for something else, for which this strange car-trading ceremony is but another clever ploy 

and a metaphor. Updike seeks our awareness, our full-fledged recognition of what is involved, 

matter-and energy-wise, in the bargains we make to keep driving our cars until they can no longer 

be driven, for whatever reasons may arise. 

VIII. Peak Oil and Cars

Tom McCarthy points out that by the 1920s, “the U.S. automobile industry was the 

biggest industry in the largest economy in the world” (McCarthy 2007: 45). U.S. automobile 

manufacturers required huge quantities of wood (used for auto bodies), rubber, iron, and coal: 

“American consumers’ demand for automobiles set in motion one of the greatest flows of raw 

materials in human history” (McCarthy 2007:. 45). The other, less visible side of the equation was 

the commensurately huge flows of energy required to set these material flows into motion. It is 

not too much of an exaggeration to affirm that, of all the consumer products out there, cars are 

the most visible and pure material expressions of petroleum energy there are in our world. Cars lie 
at the heart of the “consumer agenda” that Tom McCarthy identifies them with (McCarthy 2007: 

152). Consumerism, of course, comprises another related set of material flows, on a similar grand 

scale to autos, (and without which consumerism would probably perish). Without petroleum 

(whose development was tied to coal) and also coal, it is arguable that there would have been no 

U.S. auto industry to speak of. Other fuels are and were (for a variety of reasons) simply not up 

to the awesome task of setting into motion and then maintaining (at least for a memorable while) 

the enormous material flows that embody the monumental scale and ubiquity of the U.S. (and 

now the entire world) auto industry.

This brings us back to the topic of the current troubles of the auto industry. It is very likely 

that the peaking of world petroleum production (peak oil)9 is behind the economic distress 

emanating from Detroit (and elsewhere). With lower energy flows, the material flows must also 

trend commensurately lower, and the decline in oil production is a continuous geological process. 

We should not, perhaps, as we consider the implications, invest too many further resources in the 

9  Deffeyes writes that “the mathematical peak of world oil production falls at 2004.7, call it 2005” (p. 158). 
Energy Information Agency (U.S. Department of Energy) figures also show 2005 as the peak at 73, 736.86 
thousand barrels/day for average world production (http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oil 
production.html)



204

Area Studies Tsukuba 32 : 183–206, 2011

material, systems and way of life that once made Kern’s little boy wail, “’Sheen! ‘Sheen!”. 

IX. Conclusion

Updike pointed to “paternity”, as well as “cars” and “earth” as the themes for this story. Two 

of Kern`s children appear in the story: both are intertwined with narratives about petroleum-

consuming machines, the bulldozer, the dying cat, struck by a small sensible British car, and the ’

55 Ford. Kern`s father has owned a ’38 Chevrolet, a ’36 Buick, and has traded in many cars, and 

bought many (and loves his car: “it`s a sin, the way he worships the car” (Updike 2003:117). 

On balance, the associations (“‘sheen ‘sheen!”, the bloody cat) are not positive, and maybe the 

statement about it being “sinful” to worship a car is a jab at American attitudes which have overly 

glorified the automobile. But the lives of generations are nevertheless cycling material, the “kernel” 

that is birth and death that the Hamiltons point to, and the machines cycling material, with 

energy flowing through both, exchanging and borrowing each other`s power (for a car cannot 

drive itself---yet), makes for a thoughtful pas de deaux nevertheless. How much of ourselves are 

in these machines? Where do we start and how much of our bodies do we owe to the existence 

of the machines? For if populations increase to take advantage of expanded energy flow regimes, 

and these flow regimes----and therefore the populations--- cannot be expanded without the 

machines, then our bodies are partly subsumed, or owe their very existence to these machines. 

We are in a sense generated by the machines. At the end of the story, Kern describes the point 
where his sense of being is dissolved into the car`s and merges with the car:

And through those aeons, my car, beginning as a mechanical assembly of molecules, 

evolved into something soft and organic amd consciously brave. I lost first heart, 

then head, and finally any sense of my body. In the last hour of the trip I ceased to 

care or feel or in any real sense see, but the car, though its soul the driver had died, 

maintained steady forward motion, and completed the journey safely. (Updike 2003: 

121)

It is very easy for some to dismiss---with disapproval and regret----the choices other people 

must make, out of material necessity, on their own journeys on this earth. Updike does not want 

this story to be only such a dismissal, though he cares that the side of nature or the “earth” gets 

its ‘air time’ here also. In the end, the journey sees us through from birth to death, the second law 

is the one that sponsors us all, machines and people alike, and Updike is content to consider that 

aspect too: when Kern arrives home, we read: “Above my backyard, the stars were frozen in place, 

and the shapes of my neighbors houses wore the wonder that children induce by whirling”. (Updike 
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121). “Whirling” is another kind of circling, another kind of spinning or cycling. Considered from 

geological time (“aeons”) the cycling that men and machines do, from birth to death, is a kind 

of fast whirling, and it is of little consequence to the “stars” whether we drive or not, or for how 

short or how long a time. 

About writing, Updike said, “what (a writer) makes is ideally as ambiguous and opaque as 

life itself” (Hunt 1980: 212). The story “Packed Earth, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car” 

carefully draws the connections between cars and the following items (the list is not exhaustive 

by any means): fuel, human emotions, geological differences between countries, dangers of cars, 

status, the imperatives for economic growth, cultural attitudes towards cars, environmental 

concern, and infrastructure. The story does draw these connections in the “ambiguous and 

opaque” manner that Updike rightly held as a standard because it reflects real life. 

On the other hand, the story, now exactly 40 years old, may be in some ways, ancient history 

as its depiction of the economy of the United States back in the 1950s and 60s brings to mind 

the sharp contrast with the state of things now following the Global Financial Crisis of 2008. Yet 

the story has a bright legacy simply because it is proving to be prophetic. “Art hopes to sidestep 

mortality with feats of attention, of harmony, of illuminating connection, while enjoying, it might 

be said, at best a slower kind of mortality: paper yellows, language becomes old fashioned, 

revelatory human news passes into general social wisdom”, wrote Updike (Updike, 2003:xiv).  This 

story questions the assumptions others did not and connects ideas and scientific principles with 

changes in the landscape; and once again these ideas----these “illuminating connections”---- were 

largely outside the mainstream and still are. It features a narrator unwilling to fully condone or 

fully approve of the car-centered economic growth then being unthinkingly embraced by nearly 

everyone else. In short, as global oil production peaks and then goes into terminal decline, this 

story is shown to be a candescent locus of that very “social wisdom” that Updike bravely hoped to 

achieve.
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Abstract

This paper explores the way Tsuneari Fukuda transformed Lady Chatterley’s 

Lover into his adaptation of the original novel.

In 1950, Sei (Hitoshi) Ito’s translation of this novel was published. Following 

the publication, Ito and the publisher were prosecuted for interfering with the 

Article 175 of the Japanese Criminal Code, which prohibits publication of works 

deemed obscene. Many writers, critics and researchers of the English literature 

made a comment on the trial. Thus, in the early 1950s, Lady Chatterley’s Lover was 

among the most notable English novels in Japan.  

Tsuneari Fukuda appeared before the court as a special counsel. In 1952, 

his speech to the court was published in Bungaku-kai, a major Japanese literary 

magazine. In addition, he adapted Lady Chatterley’s Lover into a play that was 

broadcasted on the radio in that year. His play was finally published in 2009 as the 

second volume of The Complete Plays of Tsuneari Fukuda. 

At first, I analyzed how Fukuda adapted Lady Chatterley’s Lover into his play. 

In Lawrence’s novel, Clifford Chatterley, who had been half-paralyzed and rendered 

impotent during the war, urged his wife, Constance, to have a child by another 

man to carry on his genealogy. His words annoyed Constance, and they quarreled 

while remaining childless. In his play, Fukuda focused on the dialog between the 

husband and wife, emphasizing the wife’s heartfelt words, and her distrust of her 

husband. Thus, the wife’s words became central in his play. In addition, his speech 

during the Japanese trial of Lady Chatterley’s Lover emphasized the wife’s distrust 

of her husband. Thus, Fukuda’s emphasis on Constance Chatterley’s distrust of her 

husband had been the central feature of his testimony during the obscenity trial. 

That interpretation reappeared in Fukuda’s adaptation of Lady Chatterley’s Lover, 

福田恆存のD.H.ロレンス受容
―「放送劇 チャタレイ夫人の恋人」を中心に―

An Adaptation of Lady Chatterley’s Lover for Tsuneari Fukuda’s play

古田 高史
FURUTA Takashi
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and it also was his central theme in adapting an earlier novel as a play.  

Then, I showed how Fukuda’s views on Constance Chatterley’s distrust of her 

husband influenced his writings in the early 1950s by focusing on his adaptation of 

Shohei Ooka’s novel Musashino Fujin (Madame Musashino).

Ⅰ はじめに

1952年1月、福田恆存は、チャタレイ裁判の最終弁論を「結婚の永遠性」として、『文学界』

に掲載した（福田 1987c）。また、同年5月には、D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の

恋人』Lady Chatterley’s Loverを戯曲に脚色した「放送劇 チャタレイ夫人の恋人」を、ラジオ九

州により放送した(福田 2009e)。この放送劇は、これまで未刊行の戯曲であったが、2009年、

『福田恆存戯曲全集 第2巻』として出版された。この戯曲は、下半身不随の夫クリフォードが、

妻コンスタンスに対して、ほかの男性の子供を産んでほしいと話す会話部分を中心とした前半部

分、森番メラーズとコンスタンスが出会い、コンスタンスがクリフォードと離婚しようとする後

半部分から構成されている。また、チャタレイ裁判で起訴の理由として挙げられた12か所の性描

写の部分(倉持 2007：38、39)には触れられていない。

一方で、チャタレイ裁判の特別弁護人となった、1951年5月以降の福田の主な仕事を挙げ

ると、大岡昇平の小説『武蔵野夫人』の戯曲への脚色(福田 2010)、「幽霊やしき」(福田

2009c)、「龍を撫でた男」(福田 2009d)、「現代の英雄」(福田 2009f)などの戯曲がある。さ

らに、1952年に発表した二つの文芸評論、｢告白といふこと｣（福田 1987d）とその続編の｢自

己劇化と告白｣（福田 1987e）とは、「今から思ふと文芸批評家引退挨拶のやうなもの」(福田

1987f：359)と、福田自身が、後年、振り返っている。この言葉に示される通り、福田は、文

芸批評を活動の重点から外していった。そして、この時期において、福田は、戯曲の創作を本格

化していったのである。

福田のD・H・ロレンス受容に言及するこれまでの研究論文は、｢アポカリプス論｣と福田の初期

批評との関連を分析するものがほとんどである(高柴 1987、浜崎 2007、小澤 2008、川久保

2008)。一方で、磯田は、福田の卒業論文「Moral Problems in D.H. Lawrence ―D・H・ロレン

スに於ける倫理の問題」を紹介しながら、この卒業論文を、戯曲｢キティ台風｣、評論『人間・こ

の劇的なるもの』へとつながる「萌芽」としている(磯田 1967：3-5)。つまり、D・H・ロレン

スから福田が受けた影響を、後年に展開される演劇などの活動と結びつける視点を示している。

ここで、D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』を巡る裁判に福田が特別弁護人として

関わっていたのと同時期に、戯曲の創作を本格化させていることは、福田のD・H・ロレンス受容

と福田による戯曲の創作との関わりを示しているように思われる。

しかしながら、上述したようなチャタレイ裁判の間とその前後の時期における福田の活動に焦

点を当てる研究は、これまであまりなされてこなかった。そこで、本稿では、この時期に発表さ
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れた「放送劇 チャタレイ夫人の恋人」を分析していく。D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫

人の恋人』を題材とし、戯曲という形をとったこの作品を通して、チャタレイ裁判の間とその前

後の時期における福田のD・H・ロレンス受容の一つの側面を提示したい。

Ⅱ 「放送劇 チャタレイ夫人の恋人」の特徴

この放送劇では、会話部分の間に、クリフォードの妻である、コンスタンスの言葉により、彼

女自身の気持ちが回想されるという、以下のような構成が大部分を占めている。

クリフォード 「いや、私はただ確かめたかつただけだ。夫婦の愛情は肉体の交り

だけぢやない、私だつてさう思ふさ、ただ、あなたもさう思つてゐるかどうか確か

めたかつただけのことさ。いつまでもさう思つてゐられるかどうかをね。」

[中略]1

クリフォード 「いゝや、私は信じてゐるよ、夫婦の愛つていふものを。」

コンスタンス うそだ、あの人は信じてゐはしなかつた。それが私にはわからなか

つたのだ。が、私にはわからないものを、あのひとはそのときはつきり見てとつて

ゐた。その後、おなじやうな言葉のやりとりが、茶の間で、あるいは庭を散歩しな

がら、私たちの間に幾度となく繰りかへされたものだ。そして、さういふ会話が何

度も繰りかへされていくうち、言葉の表面上の意味は剝げ落ち、その奥にあるクリ

フォードの心だけが生々しく露出して、私の眼に映るやうになつた。あの人の言葉

がなにを意味しようとも。私はそこにあの人の声だけを聴きとつた、あの意地のわ

るい声にこもる冷たい心だけを。

クリフォード 「あなたはいまでも私を愛することができるかね、昔と同じやうに

……？」

コンスタンス 「昔のやうに？」

コンスタンス なんといふ間のぬけた問ひかへしかただ、クリフォードは私になに

も訊いてはゐなかつたのだ、私の答へなど期待してはゐなかつたのだ。クリフォー

ドはただからかつてゐただけではなかつたか。いや、命令してゐたのだ、強制して

ゐただけだ、「昔のやうに私を愛せ」と。しかも、なほ悪いことに、そんなことが

1  引用文中の、[ ] は執筆者による注記、（ ）は原文による。また、下線は執筆者による。以下、同じ。
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おたがひにできないと承知しながら……。が、本当にできないことだらうか。肉体

の交わりを絶つた夫婦がいつまでも愛しあふといふことは？出来ない筈はない、あ

のときなら出来た。それを不可能にしたのは、私ではなくて、あの人だ。あの人が

不可能と決めてしまつたから、不可能になつたのではないか。クリフォードは私を

信じなかつた。あの人はさういふひとだ、信じてゐないのに信じてゐるなどといふ

……。

クリフォード 「いゝや、私は信じてゐるよ、夫婦の愛つていふものを……。た

だ、私はあなたに私の子供をあげられないのが残念なのだ」

[中略]

クリフォード 「私の云ふ意味が、わからないのかね？あなたはなにかに捉はれて

ゐる。[中略]もし、あなたが、誰か外の男の子供を産んでくれたら……、たとへさ

ういふことがあつたとしても、私たちの愛情には、なんのひびもはひりはしない、

だらう？父親が誰かなどといふことは、いつてしまへば、まあどうでもいいことな

のさ。子供は私たちの子供であり、チャタレイ家の子供であることに変りはない。

ね、さうだらう。」(福田 2009e：300、301)

上の引用の、「」部分が会話の部分であり、「」のない下線部分がコンスタンスによる回想の

言葉となっている。この会話で、クリフォードは、「夫婦の愛情は肉体の交わりだけぢやない」

と述べている。その上で、クリフォードは、コンスタンスとの間の「夫婦の愛」は、彼女がほか

の男性の子供を産んだとしても、変わらないのではないか、とコンスタンスに対して問いかけて

いる。そして、回想部分では、クリフォードが、彼女の愛を信じていないというコンスタンスに

よる悲嘆の言葉が繰り返されている。一方で、原作の対応する箇所では、コンスタンスによる発

言は存在しない。原作からの引用を見てみよう。

「そこで子供がほしいのだよ。僕はただ鎖の環の一つなのだから」と彼が言つた。

彼女は鎖といふものなどはどうでもいいのに、と思つた。だが彼女はそれを言ひだ

さなかつた。彼女は、子供をほしがる彼の気持の、妙な没個人的な處を気にかけて

ゐた。2(D・H・ロレンス、伊藤整訳 1950年上巻：73)

「[前略]子供のないことが支障を生むならば、何とかして子供を持つのだね。だが

それは、永続する調和のあるものを作る完全な生活を得るためにすべきことだと思

2  （原文）“That’s why having a son helps. One is only a link in a chain,” he said. Connie was not keen on chains, 
but she said nothing. She was thinking of the curious impersonality of his desire of son. （D. H. Lawrence 2006: 
43）
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ふ。そして僕とあなたとの間ではそれが出来ると思ふ……そうは思はないかね？[中

略]」コニイは彼の言葉に少し圧倒され気味であつた。彼の言ふことが理論的に正し

いことは彼女に解つてゐた。だが彼女が彼と一緒に暮した継続的な生活のことを考

へると……彼女は何んとなく躊躇するのだつた。この後の一生を彼女は彼の生活の

中に織り込まれねばならないのだらうか？3(D・H・ロレンス、伊藤整訳 1950年

上巻：76)

これら二つの引用では、子供を巡る、クリフォードによる発言に対して、コンスタンスが戸

惑っている様子が示されている。福田は、この部分に読み取ることのできる、コンスタンスの嘆

きを、彼女自身の言葉を通じて、語らせているのである。福田の放送劇では、会話の間に、この

ようなコンスタンスの回想の言葉が繰り返されている。つまり、福田は、彼女のクリフォード観

を、原作に比べてより強調しているのである。

そこで、福田が、この放送劇において、なぜ、コンスタンスのクリフォード観をはっきりと描

いたのか、その背景を考察したい。

Ⅲ 福田のクリフォード観

福田は、前述した「結婚の永遠性」において、小説『チャタレイ夫人の恋人』の中で、クリ

フォードが、どのように描かれているのか、繰り返し説明している。以下の引用には、福田のク

リフォード観が、端的に表れている。

クリフォードは、他人、より多くは人間全体に対して信頼感を喪失してゐる現代人

として念入りに描かれてゐるのです。「チャタレイ夫人の恋人」に「ただ人間接触

の否定といふことがあるだけであつた」（上巻二十九頁）と書いてありますが、こ

の信頼感の喪失から、人間は自分だけしか頼るものがなくなり、孤独に陥り、他人

からの脅威を感じ、そしてこの恐怖感から脱け出すためには、つねに自分を他人よ

り優越する地位に置いて置かねば不安でならなくなります。(福田 1987c：58、

59)

3   ( 原文 )“……If lack of a child is going to disintegrate you, then have a child if you possibly can. But you only do 
these things so that you may have an integrated life, that makes a long harmonious thing.And you and I can do 
that together- don’t you think?- ……”

 Connie was a little overwhelmed with his words. She knew he was right, theoretically. But when she actually 
touched her steadily-lived life with him, she –hesitated. Was it actually her destiny to go on life with him, 
she hesitated. Was it actually her destiny to go on weaving herself into his life all the rest of her life?（D. H. 
Lawrence 2006: 45）
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福田が引用している、原作の「ただ人間接触の否定といふことがあるだけであつた」という言

葉があらわれる場面では、下半身不随となったクリフォードの抱く、他人に対する恐怖感が、炭

坑で働く人々へのクリフォードの接し方を通して、描かれている。

坑夫といふのはある意味では彼自身の部下のやうなものであつた。だが彼は、彼等

を人間としてよりも物として、生命あるものとしてよりも、炭坑の一部分として、

彼と同様な人間としてよりも、粗雑な自然の現象として見てゐたのである。ある意

味では彼[クリフォード]は彼等を怖れてゐた。今足の自由を失つた自分を彼等に見

られるといふことを我慢することができなかつた。4

(D・H・ロレンス、伊藤整訳 1950年上巻：28)

クリフォードは、「坑夫」を「彼と同様な人間として」見ていない。つまり、彼にとって、

「坑夫」とは、彼の支配を受ける対象なのである。彼は、下半身不随となった自分の姿を、「坑

夫」が見ることを嫌悪している。福田は、このようなクリフォードの態度に、他人に対する「恐

怖感」と、他人を支配しようとする権力欲を読み取っている。さらに、福田は、クリフォードの

抱く劣等感を、以下のように分析している。

これ[防衛的攻勢]は劣等感を前提とし、それから逃げたいために先手を打つて攻撃

するといふ心理状態で、このさい優越意志の根底にはつねに劣等感がまつはりつい

てをります。[中略]ロレンスにいはせれば、現代人は誰でもこれ[防衛的攻勢]をもつ

てゐる。クリフォードがその典型です。[中略]「チャタレイ夫人の恋人」にもかう

書いてあります―[中略]コンスタンスのクリフォードにたいする批評として「コニ

イは又しても彼女の同時代の男性の片意地とけちな根性
0 0 0 0 0 0 0 0 0

とを感じた。みんなきちん
0 0 0

と、びくびくしながら
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暮らしてゐるのだつた。」[中略]なほ「きちんと」といふの

は、隙がなく、自分を優越せる立場に置いておくといふことであり、「びくびくし

ながら」といふのは、弱味を、劣等感を感じてゐるといふ意味だと諒解されます。

（福田 1987c：59）

この引用で注目したいのは、福田が、原作に描かれている「コンスタンスのクリフォードにた

いする批評」に言及しながら、クリフォードの「防衛的攻勢」という「心理状態」を説明してい

4 （原文）The miners were, in a sense, his own men: but he saw them as objects rather than men, parts of the pit 
rather than as parts of life, and crude raw phenomena rather than human beings along with him. He was in 
some way afraid of them, he could not bear to have them look at him now he was lame.（D. H. Lawrence 2006: 
15-16）
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る点である。ここでの「防衛的攻勢」とは、クリフォードが他人に対して抱く、前述したような

恐怖感と権力欲のことである。つまり、福田は、ここでも、クリフォードを、他人に対する信頼

をもつことのできない人物として強調している。そして、上の文章で引用されている、原作にあ

る言葉は、クリフォードが、メラ―ズを「下層階級」として軽蔑していることに対する、コンス

タンスの反応である。この言葉からは、コンスタンスが、クリフォードに対して嫌悪感を抱いて

いることが確認できる。さらに、福田は、次のように述べている。

ロレンスが、或はコニイが、クリフォードを嫌ったのは、不能そのものではなく、

不能から生じる冷酷さであり、優越意志であり、片意地であります。ロレンスはか

う書いてをります「それは（夫婦の暖い接触を不可能ならしめたものは）完全な不

能からくる残酷さであつた。」そして、それらのものはたとへ不能者であつても、

避けようと思へば避けられるのであつて、「チャタレイ夫人の恋人」のどこをのぞ

いても、不能即冷酷と書いてある箇所は一つもありません。（福田 1987c：59、

60）

コンスタンスは、今まで示してきたような、他人に対するクリフォードの冷酷さを受け入れる

ことができなかった。そして、作者であるD・H・ロレンスも、この冷酷さを批判しているのだと

いう、福田自身のクリフォードに対する解釈が、上の引用では示されている。

先述した放送劇において、コンスタンスの回想の中で悲嘆されていたのは、クリフォードの冷

酷さであった。つまり、放送劇に見られるコンスタンスの回想部分の内容は、福田のクリフォー

ド観と同様なものといえる。この点で、放送劇のコンスタンスによる回想は、福田自身の解釈を

示すものであったと言える。

今まで見てきた、福田による原作からの引用に確認できるように、原作にも、クリフォードの

冷酷さを嫌悪するコンスタンスの態度は描かれている。福田は、放送劇としての脚色の中で、こ

のコンスタンスの態度を、彼女の回想という形をとることで、より強調していたのではないか。

それでは、福田は、なぜ、D・H・ロレンス＝コンスタンスのクリフォード批判に共感したのだ

ろうか。福田の言葉を見てみよう。5

ロレンスは、クリフォードのことをさういふ自意識の悪循環に陥つてゐる作家だと

申しましたが、（二九ぺ下段・三三ぺ下段・八四ぺ下段）もちろん、既に申しまし

たようにロレンスの中にもクリフォードは棲んでをります。ロレンスは自分も又、

二十世紀の知識階級として、その悪循環から脱けださうとした作家です。同様に、

5 「結婚の永遠性」という論文は、「雑誌にのせるため、数十枚削除した」（福田 1952：153）ものであり、ここ
で引用した言葉も削除されている。そのため、ここでは、「弁論要旨」から引用している。
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伊藤さんにしても、いや、われわれ現代の文学者はすべてその悪循環の苦痛を味わ

つてをります。（福田 1951b：281、282）

ここでの「自意識の悪循環」とは、クリフォードが他人を怖れることから、ひたすら他人を支

配しようと苛立っていく様子を指している。そして、福田は、「われわれ現代の文学者はすべて

その悪循環の苦痛を味わつて」いると述べている。ここで、福田は、クリフォードに読み取れ

る「自意識の悪循環」を、「現代の文学者」の抱える問題点として取り上げている。つまり、今

まで示してきた｢自意識の悪循環｣とは、福田自身にとっても、当面している問題であったと言え

る。それゆえ、D・H・ロレンス＝コンスタンスのクリフォード批判に共感を示しているのであ

る。

次に、ここで論じた｢自意識の悪循環｣という問題は、福田自身の中で、どのように発想され、

考えられてきたのか、福田の書いた文章を通して考察していこう。

Ⅳ 福田による批評とD・H・ロレンス

まず、福田において、「自意識の悪循環」という問題が、どのような形で、発想されたのかを

確認しておこう。

福田は、1936年、D・H・ロレンスをテーマに卒業論文を執筆した（磯田 1967：3）。その

同年に発表した、「リアリズムと批評の問題―文芸時評―」を見てみよう。この論文では、同時

代の文壇で流行していた「リアリズム」が批判の対象となっている。

とにかく書いて見る。文句を云つても駄目だ。これは厳然たる事実だ、事実である

以上、これに眼をそむけなければ、きつと何ものかを得るだらう。君達がそれを

得なければわるいのは君達で、唯われわれはそこに何かあると信じ、従つてそれを

書く義務があるのだ、―と、そこでリアリスト達は逞しい経営を続ける。[中略]か

くして永年たつ中には読者も作者もリアリズムこそ小説の本道だと考へる習慣が身

に浸みて了つた。かうなれば小説の重点は、ものを視察する眼と、それを描写す

る腕にかゝつてくる。批評の基準は現実のもつ生々しさといふ実感にあるのだ。そ

こで、作者の経験の広さとか、その苦悩に彩られた人心の機微といふ様なものが珍

重されだしてくるのである。年の功がものを云ふ。で若い人達も老人に負けず劣ら

ず、経験の豊富をひけらかし、性格の複雑さに於いて、ひとの優位に立たうと卑し

い努力をする。この洞察力を見てくれ、この認識の鋭さはどうだ―私は近頃どの作

品を読んでも、かうした醜い囁きに悩まされる。1つ1つ読み進む中に、此れ等の囁

きは次第に高まり、漸く喧々たる絶叫となつてその彼方に文壇といふあぶれ者の落

ち集ふ伏魔殿が見え出して来たりして、果ては、創作の動機などといふ高邁な精神

も結局はこんな低俗な所にその源を発してゐるのではないかと怪まれさへするので
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ある。(福田 1936：123、124)

福田の批判する「リアリズム」では、「作者の経験の広さとか、その苦悩に彩られた人心の機

微」という「作者」自身の「現実のもつ生々しさ」が重視される。その結果、「この洞察力を見

てくれ、この認識の鋭さはどうだ」という作家の自己主張が繰り返される。福田は、こうした作

家の自己主張を、「卑しい努力」、「醜い囁き」、「低俗」なものと述べている。

また、1937年に発表された、「横光利一と『作家の秘密』」も、「リアリズムと批評の問題」

同様、作家の自己主張に言及するものである。福田は、横光の作品を、以下のように批判する。

彼等[横光の作品の主人公たち]は、大義名分の下に現実社会に於ける金銭、地位、

権力、成功に対する激しい野心と、そして、女性に向かつては、高潔なる恋愛の陰

に肉体に対する卑しい欲情を隠し有つてゐるのだ。(福田 1937：22)

福田は、以上のように、横光の作品の主人公たちに、「激しい野心」、「卑しい欲情」を読み

取っている。そして、作者である横光に対して、「横光利一の自己優越感は、現実を前にして漸

く自己弱小観、自己卑屈観と手を握ったといふこと、これである。われわれは「紋章」「家族会

議」に一種の自慰的傾向を見る」と批判している(福田 1937：17、18)。つまり、福田による、

この横光論も、作家の自己主張の卑しさを、否定的に論じたものといえる。

以上に挙げた、作家の自己主張の卑しさに言及した、「リアリズムと批評の問題」、「横光利

一と『作家の秘密』」の中には、いずれも、D・H・ロレンスの「アポカリプス論」への言及が

ある。「リアリズムと批評の問題」では、「力のない精神主義者がバビロンの打倒を願ふ卑しい

喜悦の歌が黙示録だ。と云つたのはローレンス」(福田 1936：124)とあり、「力のない精神主

義者」が、権力を求めることは、自分自身の存在から目を背け、空想の上で権力者になることに

満足するという「アポカリプス論」の内容に、福田が注目していることが確認できる。さらに、

「横光利一と『作家の秘密』」でも、「強きもの、権力あるものを倒せ、而して、力無きものに

栄光あらしめよ、と弱者の宗教は教えた。―D・H・ロオレンス」(福田 1937：6)、「自己正

当感、自惚、自己重視、而して秘かな嫉妬がその下に横たはつてゐる―D・H・ロオレンス」(福

田 1937：11)というD・H・ロレンスの言葉が記されている。そのため、福田が、前述した2つ

の文章において、作家の自己主張の卑しさを批判しているのは、「アポカリプス論」から発想を

得たためであることが確認できる。福田は、D・H・ロレンスによる「黙示録」の分析に照らし

て、同時代の文壇における作家の自己主張の卑しさを批判したのである。その後、1942年、福田

は「ロレンス『アポカリプス論』覚書」を発表している。この文章で、福田は、「アポカリプス

論」の次の一節を引用している。

ただ己れの個人的自我にのみ意を払い、その集団的自我を蔑視するところの個人の

ための理想をもつことは、永きにわたればかならず破綻を惹起する。また教門政治
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の現実性を否定する個性信仰を固執するならば、ついには世界は今以上の無政府状

態に導かれるであらう。民主主義国の人間は結合と抵抗とに拠って、いいかえれば

《愛情》の結合力と個人的《自由》の抵抗力によつて生きているのである。愛情に

まつたく身を委ねきるならば、底の底まで絞りとられ、ついには個人の死を招来す

る。本来、個人はなんとしても己れの立場を堅持していかねばならないものだから

だ。さもなければ《自由》も、独自性も失ってしまうであらう。かくして、吾々の

時代はみずからなした証明に驚愕呆然たるものがあったが、とにかく吾々は知った

のだ、個人はついに愛することができぬという事実を。個人は愛することができな

い。これを現代の公理とするがいい。近代の男女は個人として以外に自分自身のこ

とを考ええないのだ。ゆえに、彼等のうちにある個性は、ついにおなじく自分たち

のうちの愛し手を殺さねばやまぬ宿命にある。6(福田 1942：105)

福田は、この部分を引用した上で、「まさに二十世紀ヨーロッパの悲歌である。僕達は「チャ

タレイ夫人の恋人」がその終曲に奏でた挽歌のメロディをより明瞭な形に於いてこの「アポカリ

プス論」に聴いたのであつた。」と述べている(福田 1942：105)。ここで、福田のいう「二十

世紀ヨーロッパの悲歌」とは、それぞれの「個性」の追求が、各自の欲望の表出と、その結果、

対立が生じるという繰り返しに終始してしまうという「悪循環」を意味している。福田によれ

ば、「アポカリプス論」とは、こうした「悲歌」を「明瞭な形」で表現した文章なのである。以

上のように、福田は、「アポカリプス論」から、「個人はついに愛することができぬ」という認

識を得た。ここで論じた、福田における「アポカリプス論」の読み方は、1947年に発表された

「近代の克服」において、以下のように深められている。7

近代は個人それ自体のうちにそれを求め、そして失敗した。自律性はうちに求め

るべきではない。個人の外部に―宇宙の有機性そのもののうちに求められねばな

らぬ。ぼくたちは有機体としての宇宙の自律性に参与することによって、みずか

6 （ 原 文 ）To have an ideal for the individual which regards only his individual self and ignores his collective 
self is in the long run fatal. To have a creed of individuality which denies the reality of the hierarchy makes at 
last for mere anarchy. Democratic man lives by cohesion and resistance, the cohesive force of “love” and the 
resistance force of the individual “freedom”. To yield entirely to love would be to absorbed, which is the death 
of the individual: for the individual must hold his own, or he ceases to be “free” and individual. So that we 
see, what our age have proved to its astonishment and dismay, that the individual cannot love. The individual 
cannot love: let that be axiom. And the modern man or woman cannot conceive of himself, herself, save as an 
individual. And the individual in man or woman is bound to kill, at last, the lover in himself or herself.( D. H. 
Lawrence 2002：147)

7 この点について、「その [D・H・ロレンスおよび彼の著書『アポカリプス論』] 影響の内容については戦前・戦
中と戦後とで、変化が見られる」との指摘がある。( 川久保 2008：27)
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らの自律性を獲得し他我を愛することができるであろう。愛は迂路をとらねばなら

ぬ。それは直接に相手に向けられてはならぬ。クリスト教もそれを自覚していた。

が、ロレンスはその迂路をば、宇宙の根源を通じることによって発見した。(福田

1987a：37)

それぞれの「個人」は、「己の立場」を守ろうとするため、「他我」と対立する。「集団」内

の「個人」において、こうした対立は、「己の立場」を貫く支配か、「他我」により支配される

かに、一元的に解消される。このような、水平的・相対的な「己の立場」同士の対立は、垂直

的・絶対的な「迂路」により、均衡を保つことができる。D・H・ロレンスは、「宇宙の根源」

を、「迂路」とすることで、均衡を保とうとしている。そのため、「アポカリプス論」の終わり

では、「吾々の欲することは、虚偽の非有機的な結合を、殊に金銭と相つらなる結合を打毀し、

コスモス、日輪、大地との結合、人類、国民、家族との生きた有機的な結合をふたたびこの世に

打樹てることにある」8という言葉に表れるような、「個人の外部」にある「宇宙の根源」との結

びつきが強調されるのである(D・H・ロレンス 福田訳2004：215 )。

以上のように、福田は、欲望を表出し、その結果、対立を生んでしまう「個人」の自律性を持

つことのできない弱さを、「個人の外部」との結びつきにより克服しようとする、D・H・ロレン

スの発想に共感を示している。さらに、同年、福田は、「文学の効用」という文章において、次

のように記している。

もしひとつの時代がみづからの不安定性を真実にまで定着しえたとするならば、そ

れはその時代がそれ自身の様式をもちえたことを意味するのにほかならない。ある

時代がその様式をもちえたとき、その服装も住居も交通機関も、すべてはおのが時

代の様式を呈示する。いや、哲学にも倫理にも、政治にもこの兆候があきらかに看

取される。そして、芸術こそは、哲学から、倫理から、政治から、その他の実用品

から、それら自身の肉体を脱落せしめ、そのかはりにみづからの肉体を獲得したも

ののことである―ほかならぬ様式そのものの確立のために。それみづからの様式を

もたぬ時代も民族もないばかりではなく、その様式を獲得せずして、ひとつの時代

もひとつの民族も、おのれを歴史のうちに位置づけることはできないのだ。すでに

あきらかなやうに、時代や民族の精神的真実はまさに様式の美によつて証されるの

である。(福田 1987b：264)

8 ( 原文 ) What we want is to destroy our false inorganic connections, especially those related to money, and re-
establish the living organic connections, with the cosmos, the sun and earth, with mankind and nation and 
family. (D.H.Lawrence 1995：149)
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上の引用では、ある「時代や民族」は、それ自身が過ぎ去り、または、滅びてしまえば、その

存在を示すことのできない「不安定」なものと考えられている。ある「時代や民族」は、「様

式」を得ることで、「おのれを歴史のうちに位置づける」という。先述した「近代の克服」で

は、自律できない（＝「不安定」な）「個人」が、「個人の外部」と結びつくことで、その弱さ

を克服するという発想が記されていた。福田は、この発想を、ある「時代や民族」の「不安定

性」に敷衍して、「様式そのものの確立」を主張しているのである。ここにおいて、福田は、先

述した自己主張の卑しさに対する批判から、それを乗り越えるための「様式そのものの確立」へ

と視点を展開している。

そして、福田は、1948年の戯曲「最後の切札」（福田 2009a）の発表以降、1950年の「キ

ティ台風」（福田 2009b）、本稿の冒頭で言及した「幽霊やしき」、「龍を撫でた男」、「現

代の英雄」など、戯曲を次々と発表していくことになる。これらの戯曲について、後年、福田

は、次のように述べている。

私の文学論、ことに戯曲論において、下敷の必要はかなり本質的なものである。[中

略]貧弱な想像力が現実の輪郭を無視しがちなのを抑制するために、何か型がほしい

のである。その場合、現実のモデルなどといふものは大して頼りにならない。古典

の方が遥かに頼もしい。(福田 1958：284)

福田は、上述した戯曲について、その「下敷」を明かしている。例えば、「キティ台風」は、

A・チェーホフの『櫻の園』を、「龍を撫でた男」では、T・S・エリオットの『カクテル・パー

ティ』を、また、「現代の英雄」は、W・シェイクスピアの『マクベス』を、それぞれ取り入れ

た戯曲である。

上の引用から確認できる通り、福田は、こうした一連の戯曲の創作にあたり、「貧弱な想像力

が現実の輪郭を無視しがちなのを抑制するために」、「型」を求めたのである。「貧弱な想像力

が現実の輪郭を無視しがち」という福田の言葉の背後には、D・H・ロレンスの「アポカリプス

論」から読み取り、福田自身の批評の中で、作家の自己主張の卑しさに対する批判として表れて

いた、「個人」の弱さに対する認識がある。

先に論じた通り、福田は、チャタレイ裁判の最終弁論において、クリフォードが他人を怖れる

ことから、ひたすら他人を支配しようと苛立っていく姿勢を、「われわれ現代の文学者はすべ

てその悪循環の苦痛を味わつて」いると批判的に捉えていた。こうした福田のクリフォード批

判は、彼の脚色した放送劇において、コンスタンスの回想を通して語られている。この放送劇で

のコンスタンスのクリフォード批判の強調の背後には、福田が、クリフォードに読み取った「自

意識の悪循環」という問題に対する、福田自身により積み重ねられてきた、ここまで示してきた

思索があるのである。それでは、上述のような、福田の問題意識は、どのような形で、彼の活動

の中に展開されていったのだろうか。以下では、その一例として、福田による『戯曲 武蔵野夫

人』における脚色のありようを示したい。
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Ⅴ『戯曲 武蔵野夫人』

1951年6月、雲の会編集『演劇』の創刊号には、福田による脚色『戯曲 武蔵野夫人』が掲載

されている。先に述べた通り、この戯曲は、大岡昇平の小説『武蔵野夫人』を、戯曲へと脚色し

たものである。9具体的に、福田の脚色した戯曲を見てみよう。秋山夫妻の家に同居することに

なった勉は、秋山の妻道子に恋愛感情を抱くようになった。ある日、勉と道子は、「狭山丘陵」

を見に出かけた。そこで、嵐のため、二人は外泊することになった。その日の夜、勉と道子は以

下のような会話を交わしていた。

勉 神を信じるんですか。

道子 わからない。いゝえ、わからないから信じるのよ

勉 自分を苦しめるために？

道子 （首をふる）勉さんは、人間の自由を信じてゐるの？

勉 もちろん信じてゐます。

道子 ぢや、あたしが誓ひを信じるのとおんなじね。(福田 2010：250)

上の会話で、道子が述べる「誓ひ」とは、「これはあたしのお願ひなのよ。あたしたちが一生

愛しあつていくためには、勉さんにうちを出てもらふよりほかにしかたがないの……。」(福田

2010：248)、「もしあたしたちの愛が永遠に変らないことさへ誓へれば……、[中略]世間の道徳

のほうで改まつてくるのよ。そしたらあたしたち、自分を傷つけないでいつしよになれる……、

きつとさういふときがくるわ」(福田 2010：249)という言葉に表れている。道子は、勉を愛し

ているが、「世間の道徳」を捨てることができず、勉に道子の家を出て行ってほしいと言いだ

す。そして、｢世間の道徳｣を破ることなく、二人が「いつしよになれる」まで待とうとしてい

る。そこで、勉に｢誓ひ｣を求めるのである。一方で、勉は、道子に対する愛情を貫くため、「世

間の道徳」は顧みず、道子と一緒にいようとする。そのため、この引用で、勉は、｢自由｣を信じ

ていると述べるのだ。以上のように、ここでは、｢世間の道徳｣を守る道子の｢誓ひ｣と、｢世間の道

徳｣を顧みない勉の｢自由｣は対置されている。上に引用した、勉と道子の会話は、この戯曲の後半

において、「勉の回想」として繰り返されている(福田 2010：274、275)。その上で、この戯

曲は、次のような言葉で終わっている。

忠雄 （静かに）いまこそきみは自由だ。道子を殺したのはきみだ。

勉 （しばらく黙つてゐるが、突然からからと笑ひ）道子さんの死を背負つたお

れの自由がどんなものか、きさま、知つてるのか。きさまは運のいゝやつだ……、

9 みなもとごろうは、福田の『戯曲 武蔵野夫人』について、「小説批評の舞台化あるいは小説に内在するものの
舞台化ともいうべきのを目指していた」と述べている ( みなもと 1977：163、164)。
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おれにはきさまのことなんて、かまつてゐるひまはないからな。（じつと相手を見

つめ、やがて）さよなら……。(福田 2010：275、276)

以上のように、勉自身により、道子の死へつながった勉の「自由」（＝道子への愛）が強調さ

れ、この戯曲は幕を閉じる。こうした、｢誓ひ｣と｢自由｣の対立は、福田の脚色した「戯曲 武蔵

野夫人」の基調となっている。原作の作者である、大岡は、この点について、以下のように、評

している。

「なんだ、僕の書いてゐたのは、かういふ奴等だつたのか」と僕は思ひました。愉

快な発見でした。しかし僕の一番感激してゐるのは、若い勉を主人公らしい主人公

にして下さつたことです。[中略]殊に驚くべきことは、あなたが勉に付与された自

由の観念です。これは道子における｢神｣と共に、拙作では潜在的なものとして暗示

する勇気しかなかつたものですが、あなたはこれをちやんと台詞にし堂々と舞台を

闊歩させて下さつた。(大岡 1951：114)

上の大岡の言葉から、今まで示してきた、福田による脚色の重点は、勉という登場人物にたい

する脚色であったことが確認できる。福田は、小説『武蔵野夫人』の脚色において、原作と同じ

「会話」や「事件」を用いながらも、勉を「主人公」として表現しようとしたのである。こうし

た試みからは、「外面的な事件や会話」の背後にひそむ「意図・性格・心理」を表現しようとす

る福田の創作態度が確認できる。福田は、小説『武蔵野夫人』の脚色について、「ぼくはできう

るかぎり原作に忠実な脚色をこゝろみた」(福田 1951a：156)とした上で、以下のように述べて

いる。

少い会話にしろ事件にしろ、原作にあるものはほとんどこれを用ゐました。が、意

図も性格も心理も、まつたくといつてよいほど原作とちがつたものにしたてあげ

たつもりです。すなはち、外面的な事件や会話が原作に忠実であるから、意図・性

格・心理もおなじだとおもはれる危険性があるがゆゑに、原作を放棄してくれとお

願ひするわけであります。(福田 1951a：156)

この引用で、福田は、自らの脚色について、「会話」や「事件」といった材料は、原作と同じ

であるとしている。その上で、脚色の「意図・性格・心理」は、「原作」のそれとは異なるも

のであることを強調している。「外面的な事件や会話」の背後にひそむという点で、「意図・

性格・心理」は、内面的なものである。そのため、「意図・性格・心理」は表現しがたい。福田

は、この点について、意識的であったことが、上の引用から確認できる。こうした福田の創作態

度は、内面的な「意図・性格・心理」の不安定なありように注目している点で、福田が、D・H・

ロレンスから読み取った「個人」の弱さに対する認識に重なるものといえよう。
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Ⅵ おわりに

D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』を題材とし、戯曲という形をとった「放送劇

チャタレイ夫人の恋人」では、福田のクリフォード観が示されている。そこには、「自意識の

悪循環」という、福田が、D・H・ロレンスから読み取った問題点が示されていた。そして、その

点が主題となる戯曲であった。以上のように、この戯曲は、D・H・ロレンスの原作に対する、福

田による解釈、そして、その背後にある福田自身の思想を、福田自身の脚色を通して、示したも

のであった。

本論で言及した通り、チャタレイ裁判の間とその前後の時期に、福田が次々と発表する戯曲に

は、何らかの形で、ほかの作品が取り入れられている。先に示した通り、福田がほかの作品を取

り入れる理由は、「貧弱な想像力が現実の輪郭を無視しがちなのを抑制するため」という福田

の言葉に表れている(福田 1958：284)。つまり、福田は、彼自身の主題を表現する際に、「下

敷」（＝ほかの作品からの借用）を必要としたのである。こうした点を踏まえれば、本稿におい

て、検討した「放送劇 チャタレイ夫人の恋人」における戯曲への脚色のありようから見出すこ

とのできる福田の問題意識は、一連の戯曲における｢下敷｣の使用へとつながるものと思われる。

この点について、それぞれの福田戯曲における「下敷」の具体的なありようは、機会を改めて提

示したい。
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