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Abstract

Abstract	 :	On	11th	of	March	2011,	a		very	severe	earthquake	and	tsunami	hit	

the	Tohoku	Region	of	Japan.	As	a	result	of	this	catastrophic	incident,	over	19,000	

citizens	are	dead	and	missing.		And			a		lot		of		refugees		in		the	Tohoku		Region	and	

other	regions	faced	poverty	of	food,	drinking	water,	gasoline	and	medicines		for	a	

several		months.	At		the	time	of		writing	this	paper	(August	2012),	this	catastrophic	

situation	 still	 continues	 in	Fukushima	Prefecture	where	 the	damaged	nuclear	

energy	plants	are	located		and		in	the	other	Tohoku	prefectures	where	many		still	

can’t	go	back	to	their	towns	and	homes.	 In	my	view,	this	catastrophic	 is	brought	

about	(at	least	partly)	through	the	neglect	of	the	meanings	of	disasters	as		“emergent		

phenomena”	that	can’t	be	explained	by	simple	reason		or	calculations.	In	this	sense,	

in	many	cases,	disasters	 including	Higashi-Nihon-Daishinsai	emerge	as	non-linear	

phenomena.	In	this	paper,	the	author	tries	to	find	out	the	relations	among	various	

causes,	effects,	results,	phenomena,	events	and	people’s	attitudes	towards	disasters,	

examining	 	a	variety	of	research	data,	news	reports,	documents	and	reports	 	of	

previous	disasters.	as	well		as		this	disaster.

Ⅰ はじめに：本稿の概要

2011年3月11日午後2時46分に発生した大地震とそれに伴う大津波さらに原発事故という未曾

有の複合的大災害は、死亡1万5698人、行方不明者4766人（数字は2011年8月14日警察庁発表

による）という史上まれにみる犠牲者をもたらした。さらに、物的被害も破壊された建物数でみ

ると、全壊11万3055戸、半壊14万5795戸（数字は同じく2011年8月14日警察庁発表による）と

「創発現象」としての災害
―「東日本大震災」と災害情報―
Disasters	seen	as	“Emergent	Phenomena”

―How	did	people	respond	to	various	information	when	Higashi-Nihon-
Daishinsai(The	Great	East	Japan	Earthquake)	hit	Japan?―

仲田 誠
NAKADA	Makoto
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いう関東大震災の被害（全壊した住家棟10万9713棟、半壊10万2773棟＝理科年表2006年度版

による＝ただし、焼失家屋数は関東大震災の場合、1都9県で21万2353棟）を上回る被害を出し

ている。マグニチュード９という地震そのものの規模、さらにテレビ画面やインターネットの動

画サイトなどでくりかえし目にした津波の圧倒的な破壊力を思い起こすと、今回の災害は、原発

は別にして、地震、津波災害そのものは天災であり、このような大きな被害もやむをえなかった

というようなあきらめの気分にもなる。しかし、実際には、公表されている数字をみると、今回

の災害はけっして天災ということばですませてしまうべきものでなかったことはすぐにあきらか

になる。死者数をみてみても、2011年4月19日の時点の数字でみると（時事ドットコム、2011

年4月19日掲載分、オリジナルなソースは警察庁）、死者数１万3135人のうち、水死が１万

2143人（92.4％）である。つまり、今回の災害で不幸にして命をおとした人の大半が、地震発

生時には、生きていたことがわかってくるのだ。しかも、いくつかの資料をみると、津波の最大

波、あるいは被害をひきこすような津波が陸地に押し寄せたのは、多くの地域で、地震発生後30

分ほどたってからのことである。長岡科学技術大学、水工学研究室が発表したデータでは、宮古

市で1メートルを越える津波が押し寄せたのは、地震発生から約30分後であり、釜石もほぼ同様

である1。日本気象協会の資料によれば、「宮古では15:21、15:24、15:26	と2～3	分おきに小さ

な谷を挟んで３波続けて」最大波たる波が押し寄せている様子が見られ、大船渡でも、最大波の

到来は3時10分から20分の間である2。

この「30分」という時間は今回の災害で非常に大きな意味をもつ。まず第一に、国や市町村の

津波被害に対するこれまでの防災対応策のなかでこの30分という時間がつねに防災対策の基本的

数字としてたえず強調されてきたからである。たとえば、すでに戦前昭和8年６月10日付けで文

部省が発表した「津浪災害予防に関する注意書」（震災予防評議会）でも、「地震と津浪とは同

時に發生するものなれども傳播速度に差あり。其の發生より海	岸に到達するまでに地震は三十秒

程度を要するに過ぎざれども津浪は二十分乃至四	十分を要すべし。」とされている3。これは過

去の三陸地域などでの津波災害の経験をふまえたものだと思われる。戦後の建設省河川局、水産

庁『津波常襲地域総合防災対策指針(案)』（1978年3月）でも、「三陸沿岸地方においても、上

記の形式に従い、津波予報系統が定められている。その一例として、図-3.2に田野畑村の例を示

す。予報中枢(仙台管区気象台)では、地震発生後、20分以内に津波予報を発表、伝達中枢(日本電

信電話公社・警察庁・海上保安庁・日本放送協会・都道府県の機関等)へ伝達することになってい

1	 「2011 年 3 月 11 日（金）に発生した東北地方太平洋沖津波について」http://coastal.nagaokaut.ac.jp/
tunami/110311/）2011 年 9 月 1 日アクセス。

2	 「平成 23	年（2011	年）東北地方太平洋沖地震津波の概要（速報）」、一般財団法人日本気象協会。http://www.
jwa.or.jp/static/topics/20110329/touhokujishin110329.pdf 元データは、平成 23	年 3 月 23 日 14 時 00 分
気象庁報道発表資料。2011 年 9 月 1 日アクセス。

3	 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ資料による。http://www.coastal.jp/ttjt/ 2011 年 9 月 1 日アク
セス。
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るが、末端までの伝達に若干の時間があるため、地震発生から津波来襲まで30分の余裕があるも

のとして運用している4。」とされている。平成10年3月26日付通知『地域防災計画における津

波対策強化の手引』(国土庁、農林水産省構造改善局、農林水産省水産庁、運輸省、気象庁、建設

省、消防庁)でも、平成5年7月の北海道南西沖地震津波の事例をふまえて「より迅速な対応が必

要」としつつも、いぜんとして「30分以内の対応」を意識させる書き方になっている5。

県や市町村レベルのハザードマップにもいくつかの想定に基づく津波到達時間が明記されてい

る6。例をあげれば、平成16年11月発表の「岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調

査に関する報告書（概要版）」には、「明治三陸沖地震・津波（明治29年）」、「昭和三陸津

波」、「想定宮城沖連動地震」の3つの想定例に基づき、県内各地域の「津波影響開始時間」、

「津波到達時間」、「最大遡上高」が記されている。旧田老町田老地区（現・宮古市）の場合、

「津波影響開始時間」、「津波到達時間」、「最大遡上高」は、「明治三陸沖地震・津波（明治

29年）」再来の場合、それぞれ、23分、31分、19.3メートルである。釜石では、それぞれ、23

分、30分、８メートルとなっている。今回の地震は想定された地震の規模を上回るものではあっ

たが、津波到達時間は、この岩手県の報告書の想定時間ほぼそのままである。宮城県・南三陸町

のホームページでも、宮城県の被害想定に基づく、町の津波到達予想時間を公表しており、それ

によると、旧志津川町で「宮城沖地震（単独型）」の場合、津波到達時間、最高水位の到達時間

はそれぞれ、16.9分、25.9分、「宮城沖地震（連動型）」では、それぞれ、25.4分、34.5分と記

されている。

災害の意味を決定する重要なポイントは、やはりそれぞれの災害での人的犠牲である。「30

分」という時間のなかでの人々の避難行動の有効性とその結果としての人的被害の規模が災害の

意味を大きく規定するわけだが、さらにその災害の意味は、「30分」という時間枠のなかで人々

になにが可能であり、可能でなかったか、また、それに影響を与えていた要因は何であったとい

う事実関係によって、さらにそのような要因、事実関係の観察・発見・帰属（研究者や行政責任

者、メディアなどによる）、自己言及（被災自身の）のありかたによって、揺らぎ、変化する。

今回の災害に関してみると、犠牲者の数という事実のみに即して言えば、「30分」という時間

のなかでの人々の行動のありかたは、また、それに深くかかわる諸要因は、マグニチュード９と

いう地震、歴史的にもまれな遡上高を記録した津波の「災害の意味」を過去にないようなかたち

で重くつらいものにしたと言うしかないであろう。

次のような事例をみるとそのような思いはさらに強まる。

4	 	津波	ディジタルライブラリィ作成委員会＝委員長・今村文彦東北大学教授 （http://tsunami.media.gunma-u.
ac.jp/TSUNAMI/saigaitaisaku/index.html）による。2011 年 9 月 1 日アクセス。

5	 津波	ディジタルライブラリィ作成委員会資料による。
6	 ここでとりあげたハザードマップはそれぞれの県市町村のホームページで紹介されている。
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東日本大震災の津波で在籍児童74人が死亡、行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校は４

日夜、同市内で、震災後２回目の保護者説明会を開いた。避難の経緯を調査した市教育委員会は、

地震から避難開始まで約40分かかったことを明らかにした。……市教委によると、大川小では地震

発生から津波が来るまで約50分あった。しかし、児童が教職員の誘導で避難を始めるまで約40分

かかった。教諭が児童を校庭に集めて点呼を取ったり、一部の児童が迎えに来た親と帰宅したりし

た際、名簿との照合に時間がかかったという。同校は地域の避難所に指定されており、集まった住

民への対応に加え、教諭と住民との間で２次避難先の話し合いをしたため、避難に手間取ったとし

ている。避難は上級生を列の前にして、校舎から約200メートルほど離れた北上川の橋近くにある

土手に徒歩で向かった。しかし、途中で津波に襲われ、児童108人のうち68人が死亡、６人が行方

不明となった7。

この事例に関しては、「30分以内・程度」で津波が来るという認識を当事者・責任者がもって

いたのか、あるいはそのような認識はなかったのか、認識はあっても逃げようとはしなかったの

か、その点に関する事実関係によって、事例のもつ意味がまったく違ってくるのだが、この事例

に関してメディア、当事者などはさまざまな発言をしている。

『朝日新聞』では、ヒューマン・インタレスト的な意味、災害弱者を強調する傾向が強い。

（『朝日新聞』は「この（悲劇）の重さをわれわれが受け止めるべき」だという。しかし、「重

さ」とはいったいなんのことか。）

30分間。地震が起きてからの行動が、人々の命運を分けた。生き延びた人たちの証言を、記録

として残したい。死者・行方不明者約２万８千人。この重さを、私たちが受け止めるために。……

北上川の河口から５キロ、新北上大橋に近い県道沿いに、宮城県石巻市立大川小学校はある。緩や

かな曲線がモダンな２階建ての校舎で、全校児童108人が学んでいた。〈太平洋の青い波 寄せて

くる波〉と校歌はのどかにうたう。ここは津波とは無縁。多くの人は思っていた。

３月11日午後２時40分過ぎ。多くのクラスで「帰りの会」が終わり、子どもたちは下校の支度

を始めていた。

……108人の在籍児童のうち、死者は64人、行方不明は10人（９日現在）。約７割が犠牲に

なったとみられる。助かった34人の多くは、親が車で連れ出したケースだった。９日夜の説明会

では子を失った親から、「地震から津波までなにやってんだけ」「子ども返してけろ」「天災です

か、人災ですか」と、怒号や悲鳴が飛んだという。

この１カ月、親たちは学校周辺に通いつめて子どもの姿を捜し続けた。

12日に遺体で見つかった５年生の紫桃（しとう）千聖（ちさと）さんは、傷だらけだった。娘

7	 2011年6月5日、時事ドットコム：「避難開始まで40分＝保護者に説明会－児童74人死亡不明の大川小・宮城」：
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201106/2011060400324 2011 年 9 月 1 日アクセス。
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の目や鼻、耳の泥がなかなか取れないので、自分の舌でなめてきれいにした、と母親（45）は言

う。「誰を責めるというわけではないけど、小学校にいたのに……。悲しくて、悔しくて」

……校舎周辺で泥にまみれたランドセルがいくつも見つかり、一時、大橋のたもとに並べられ

た。あの小さな背中で揺れることは、もうない。（上野創、荻原千明、南出拓平8）

『毎日新聞』の記述は、ヒューマン・インタレスト的な意味過剰が少なく、『朝日』よりはは

るかにましである。しかし、ここでも、問題の本質はどこにあるのかよくわからないし、気象庁

の「ベストは尽くした」ということばを無批判的に紹介するだけで良いのか、そのような疑問が

生じる。

（東日本大震災では発生３分後の11日午後２時49分、岩手、宮城、福島の３県に大津波警報が

出された。気象庁地震津波監視課は「ベストは尽くした。今の技術ではこれが限界」という。緊急

地震速報も東北の太平洋沿岸各地に大きな揺れが来る５～25秒前に発表された。津波到達まで30

分程度は時間があったのに、なぜ多くの死者・行方不明者を出したのか。【福永方人、飯田和樹、

酒井祥宏、三木幸治9】）	

『２ちゃんねる』の「津波到達まで一時間もあったのにＸＸ共は何やってたズラ？」というス

レッド（ＸＸの部分は差別的な表現であるので省略した）では、避難の遅れの原因を罵詈雑言を

も交えて話し合う場だが、「波に乗ろうとして返り討ちにあったんだよ」とか、「津波に流され

て死ぬ以上の死に方があるのかよ」という無責任な発言に加えて、「実際日本中の奴らが舐めて

ただろ、	フジのメットかぶってる奴ら見て笑ってたわけだから」、「ケガをして動けなかった人

もいたかもな」というポイントをつく発言もある10。しかも、このスレッドがたてられたのは、

2011/03/11(金)	22:45であり、アジェンダの設定そのものは、大手のマス・メディアよりもは

るかに早い。ただ、「地域によっては0～2分以内に津波が来てるんだよ！逃げる時間なんてねぇ

よ！」、「到達時刻0分とか言ってたけど、それだと流されるしかないよな」という確認されな

い事実の妥当性そのものについては、ほとんど議論されないままで、それぞれが自分の意見を言

いっぱなしという状態が続いていく。

再度『朝日』の記事をとりあげると（さきほどの記事の中にも「天災」、「人災」ということ

ばは登場していたが）、唖然とするような当事者・責任者のことばが紹介されている（この記事

自体は、当初大川小の出来事をヒューマン・インタレスト的に論じていた『朝日』が『毎日』な

ど他社の報道を受けて、報道内容の方向性を転じたという印象を受ける記事である）。

8	 「（30 分間：１）点呼終え高台へ。その児童の列を、水の塊が襲った。東日本大震災」、2011 年 4 月 10 日、朝
日新聞朝刊。

9	 2011 年 4 月 3 日毎日新聞朝刊、「東日本大震災：津波の犠牲なぜ？ 続く振動、ハードを過信」
10	 	http://logsoku.com/thread/hato.2ch.net/news/1299851109/ 2011 年 4 月 3 日アクセス。
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「遺体捜索を一緒に行わなかったことなど直後の行動が十分でなかった」（当日休暇をとって学

校にいなかった校長の話＝石巻市教委が大川小の父母にたいして行った2回目の説明会での発言）

「自然災害における宿命だと思っております」（石巻市長の発言11）

この発言をただ紹介するだけでコメントも批判もしない『朝日』は、「大川小の悲劇」という

タイトルへの鈍感さ（「悲劇」であるとなぜ決め付けるのか、根拠はまったく不明である）への

無批判的姿勢とあいまって、今回の災害の意味をある方向に導く一方の当事者だといっても過言

ではない。「悲劇」というタイトルを掲げることで、『朝日』は、「自然災害における宿命」発

言とならんで、災害を「天災」という限定された意味の枠内に押し込めることに加担し、さらに

そこから「天災＝不可抗力」という根拠のない原因・責任論が生まれてくるのを間接的に支援し

ていることにもなる。

「天災」論が無批判的に唱えられ、「天災論」に含まれるある種の根拠のない責任論、因果関

係論の蔓延という現象（つまり、「天災だから仕方がない」、「天災すなわち、不可抗力であっ

て、誰の責任も問えない」という考え方の蔓延）は過去の災害でも繰り返されてきたことであ

る）（仲田 1983）。

「天災」あるいは「天災か人災か」という災害観にかわるあらたな災害観をわれわれは必要と

し、「天災論」の代替モードとでもよべるような「悲劇論」にも目をくらまされてはならないの

である。そもそも誰の悲劇なのか、悲劇とはどういう意味なのか、そのことが問われないという

ことで、『朝日』の記事は、「天災論」の一変奏曲でしかない。「天災論」とは、この場合、

災害の発生自体は不可抗力で人間の手の及ばないものだという考えのことであり、そこでは、災

害自体は客観的な現象であるという考え方はまったく疑われていない。「天災論」とセットで用

いられる「人災論」も、災害自体は客観的な現象であるという立場に立つということで、「天災

論」と本質的には同類の議論である。しかし、「30分間」の時間枠のなかにおける人々の行動が

違ったものになっていれば、「災害」そのものはなかったとも言えるのである。少なくとも、今

回の災害の様相はかなり違ったものになっていたはずである。（原発の問題は別である）。

Ⅱ 災害は外からは来ない・内側からくる

1 そもそも災害情報が伝わっていない
『朝日』の記事も、石巻市長の発言も、災害は外から来るという考え方に立つものであろう。

この考え方は、一見常識的で、科学的災害観（災害を物理現象としてとらえる）も、「天災論」

（これも災害はわれわれのあずかり知らぬどこか外の世界から来るという考え方であろう）も包

含できるはばの広いものである。

11	「東日本大震災６カ月特集：なぜ山へ逃げなかった ８４人死亡・不明 大川小学校の悲劇」、2011 年９月 10
日朝日新聞朝刊。
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しかし、実際は、今回の災害に関わる現象を「災害は外から来る」という考え方を棚上げにし

て、先入見をもたずに眺めてみれば、災害はむしろ、「内側から来ている」ことがわかる。

内閣府・消防庁・気象庁の共同調査結果12によると、全調査対象者870名のうち、「大津波の津

波警報を見聞きした人」は369名、「避難の呼びかけを見聞きした人」は201名、「大津波の津波

警報と避難の呼びかけの両方を見聞きした人」は150名、「避難の呼びかけを見聞きしなかった

人」669名、「大津波の津波警報も避難の呼びかけも見聞きしなかった人」450名という数字に

なっている。本稿では、後で詳しく述べるように、認知と行動決定の間に乖離があるという前提

で避難行動の創発をめぐる問題に考察の焦点をあてるが、問題はそれだけではなく、そもそも避

難情報そのものが伝わっていない人がかなり存在する（この調査では半数以上）のである。

しかも、同調査によれば、「避難の呼びかけを見聞きした人」201名のうち、「防災行政無線

での避難の呼びかけをはっきり聞き取ることができた人」は、56％にしかすぎない。防災行政無

線での避難の呼びかけをはっきり聞き取ることができた人」112名のうち、「（呼びかけを聞い

たことで）避難しなければという意識が高まった」という人は77％にのぼるという現実を考え

ると、今回の災害は日本というシステム自体の欠陥がもたらしたものという見方もできる。つま

り、災害は「内側から来る」。

システム、社会構造の問題点を考えると、今回の災害の死者・行方不明者約2万人という数字は

逆に驚異的に少ない数字であるようにも思える（亡くなった方に対する哀悼の気持ちと客観的な

数字の評価は別のものである）。

別の調査だが、サーベイリサーチセンターが、宮城県沿岸部（8	市町18	避難所）の避難所に避

難中の20	歳以上男女451人を対象に行った調査13によると、「大津波警報を聞かなかった」人が

全調査対象者のうち43.2％にもなる。石巻市ではこの割合は32.0％、女川町では32.1％、多賀城

市では68.3％である。さらにこの調査によると、451名中、「津波に巻き込まれたり」、「津波

に巻き込まれそうになった」人は、32.0％もいる。今回の津波で浸水した地域に住む住民が約50

万人であることを考えると、今回の災害の死者・行方不明者約2万人という数字は非常に大きな数

字だが、それでもこれをさらに上回る数字になったとしてもおかしくはなかったということも言

える。

２ 情報があっても人は避難しない
われわれのここでの関心（の中心）は、これまでのべてきたように、「30分」というかぎられ

た時間枠のなかでの行動の遂行のありかた、それにかかわる条件、要因についての考察に向けら

れている。問題のポイントを端的に述べれば、「30分以内に津波が来る」ということがわかって

12	 	「平成 23 年東日本大震災における避難行動等に関する面接調査（住民）」。岩手県、宮城県、福島県の沿岸地
域で県内避難している被災者 870 名対象、調査実施時期＝ 2011 年 7 月上旬から下旬にかけて。（http://www.
bousai.go.jp/jishin/chubou/higashinihon/7/1.pdf）2011 年 9 月 1 日アクセス。

13	 2011 年 4	月 15	日～ 4	月 17	日実施。（www.surece.co.jp/src/press/backnumber/pdf/press_30.pdf	）
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いても多くの人（かなりの割合の人）は逃げないという事実、情報や知識があっても（「地震発

生後30分程度で津波が来る」）それがそのまま避難行動創発につながるのではないという事実が

ここでは検討すべきポイントそのものとなる。その意味で、情報、認知的要素と避難行動との関

連性は、線形的な現象ではなく、非線形性な現象である。また、避難行動は本人の意思や情報に

よってそのまますぐに引き起こされるのではなく、さまざまな条件によって、いわば自己組織的

にあるいはシナジェティック的現象として創発したりしなかったりするという意味で、いわゆる

「古典的記号主義」情報行動モデルでは説明が難しいものである。

従来、災害現象の研究、実際の事例の分析や、想定場面でのシミュレーション（想定状況に基

づく被験者・調査対象者の意識の報告を材料としての分析もこの広い意味でのシミュレーション

のなかに加えてよいだろう）を通じてわかってきたことは、災害状況適応的な行動、避難行動の

創発の難しさである。これは、端的には、避難率、あるいは避難行動を起こそうという意図をも

つ被災者（潜在的な被災者、あるいは被災が想定される人たち）の少なさというかたちとなって

現れる。

たとえば、内閣府と消防庁が2010年に実施した「チリ中部沿岸を震源とする地震による津波」

調査14では、避難した人の割合は、37.5%にすぎない。「避難の必要性は認識していたが避難しな

かった」人は、26.3%、「避難しようと思わなかった」人は31.0%になる。

それ以外の事例でも、中央防災会議（内閣府）がまとめた資料15によると、避難率は全般的に

高くない。避難率は、たとえば、2007年1月13日「千島列島東方の地震」31.8%、2003年9月26

日「十勝沖地震」55.8%のようになっている。

今回の津波では、内閣府・消防庁・気象庁合同の共同調査（前掲調査）の数字によると、「A.	

揺れがおさまった直後にすぐ避難した」人は57%、	「B.	揺れがおさまった後、すぐには避難せず

なんらかの行動を終えて避難した」人は31%、「C.	揺れがおさまった後、すぐには避難せずなん

らかの行動をしている最中に津波が迫ってきた」人は11%、「D.	避難していない（高台など避難

の必要がない場所にいた）」人は1%という数字になっている。浸水範囲内人口は約50万人と推測

されるので、死者・行方不明2万人という数字もけっして偶然ではないわけだ。仮に「浸水範囲

内人口」約50万人という数字に「C.	揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動をし

ている最中に津波が迫ってきた」人の数字11%をかけると、約5万人という数字が出てくるのであ

る。実際、「C.	揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動をしている最中に津波が

14	「2010 年 2	月 28	日のチリ中部沿岸を震源とする地震による津波」調査（内閣府・消防庁、2010、「チリ中部
沿岸を震源とする地震による津波避難に関する緊急住民アンケート調査結果について」）。3	月 15	日～ 31	日調
査実施、大津波警報が発表された青森・岩手・宮城県の 36	市町村の中で、避難指示または避難勧告が発令さ
れた地域の住民 5000 人対象、回収 2007。（http://www.bousai.go.jp/oshirase/h22/100413-1kisya.pdf）

15	「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会（第４回）資料：津波避難時の行動・
意識に関する調査」、23 年 6 月 26 日）、http://www.bousai.go.JpJishin/chubouhigashinihon/4/）2011 年 9
月 1 日アクセス。
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迫ってきた」人のうち、「津波に巻き込まれ流された」は28	%、「途中で津波が迫り体がぬれた

りした」人は21％にもなる。

さらに重要な点は、多くの人は、津波が来ると思っていても、避難しないということである。

「B.	揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動を終えて避難した」人のなかで、

「自分のいた場所に津波が必ず来ると思った」人は、20％、「自分のいた場所に津波が来だろう

と思った」人は、22％、また、「C.	揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動を

している最中に津波が迫ってきた」人のうち、「自分のいた場所に津波が必ず来ると思った」人

は、11％、「自分のいた場所に津波が来だろうと思った」人は、19％もいる。「認知」（危険性

の認知）がそのまま避難行動につながるわけではない（「認知」と「行動」の間に乖離がある）

という点はきわめて重要である。

ひとつの可能性として、「津波が来る」という認識があっても、それが一般的な情報・認知と

してとどまっていて、あるレベルまで情報がおりてこないという解釈が可能になるかもしれな

い。実際、内閣府・消防庁・気象庁合同調査では、「避難した理由」として、「家族または近所

の人が避難しようといったから」、「近所の人が避難していたから」をあげる人が多い。

「家族または近所の人が避難しようといったから」は他者とのコミュニケーションや情報の共

有が行動創発に重要であるという、自明だが、大切な真理を教えてくれている。また、「近所の

人が避難していたから」はいろいろな解釈ができるが、「ミラーニューロン」の仮説（他者があ

る行動をしているのを目撃するだけでも、目撃者の脳の行動遂行に関する神経が発火する）が示

唆するように、他者の行動の知覚は、たんなる一般的な認知・情報（たとえば、「2011年のチリ

地震津波の際の避難率は37.5%である」）とは、違う意味をもつように思われる。

2010年2月のチリ地震津波に関する東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター

の調査16では、「避難の迷い」につながる意識項目を抽出して分析し、興味深い知見をひきだし

ている。まず、この調査では、避難の意図を測定する21項目を因子分析し、6因子を抽出し、そ

れと「あなたは、今回のチリ地震津波に備えて避難するかどうか迷いましたか」という質問への

回答との相関性を調べている。「避難を迷ったかどうか」、つまり、「避難の意図」と、「一般

的な危険性の認知・意識」（「ひとたび津波に巻き込まれたら、命が危ない」、「津波は怖い」

などという認知・意識）とは、相関係数がほぼゼロである。また、「避難意図」は、「避難行動

に関する第三者的評価意識」（「津波はすぐ来るので、地震直後に避難しても間に合わない」、

「大きな津波では、避難をしても絶対安全とは限らない」など）との間でも相関係数はほぼゼロ

である。

16	 CIDIR	Annual	Report	2010-2011、東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター、2011 年 6 月 1
日発行。および、同センター発行「2010 年 2 月のチリ地震津波に関するアンケート調査」報告書、2010 年 4
月 1 日。北海道根室市、宮城県岩沼市、高知県四万十市の津波に対する避難勧告や避難指示対象エリアに住む
住民 688 人が調査対象、2010	年 10	月 30	日～ 11	月 14	日調査実施。
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同調査によれば、「避難意図」と強くかかわる項目は、ひとつには、「規範意識」（「津波の

とき、周囲や役所の人に迷惑をかけてしまうから、避難すべきだ」、「避難をすすめられたら、

たいした危険はないと思っても避難しなければならない」など）（相関係数.168(p<.01)）、もう

ひとつは「自宅の危険性」（「津波がきても自宅にいたほうが、避難するよりも安全である」、

「お宅がある場所は、津波に対して危険だと思う」）（相関係数.324(p<.01)）である。筆者の考

えでは、「規範意識」は、「規範」というより、「他者との関連性やコミュニケーション、価値

観の共有」といったほうが適切であるように思える。また、「自宅の危険性」は、「個人レベル

での危険性・リスクの受容」といったほうが適切であるように思える。（「津波がきても自宅に

いたほうが、避難するよりも安全である」は、「避難意図」とは、マイナスの相関をもつものと

思われる）。「個人レベルでの危険性・リスクの受容」は、一般的な危険性・リスクの認識とい

うよりは、「リスク認識の質」、やや、比喩的に言えば、「リスク認識やそれに関する情報が住

民や個人の生活圏、あるレベルの場・のなかに入り込んでくる感じ」とでもいえようか。いずれ

にしても、「認知・意識」が一般的なレベルにとどまるかぎり、それは、行動の創発には結びつ

きにくいということが言えそうである。

また、津波ではなく、洪水の危険が迫ったときの人間行動に関する研究だが、及川康と片田敏

孝による郡山市民（4390人対象、平成9年9月に実施）を対象にした調査で（郡山は、昭和16年

と昭和61年に甚大な洪水被害を経験している）、やはり、一般的な認知・意識（この場合は、

「洪水発生可能認識」）よりも、「自宅の浸水深予測」のほうが「避難行動」との関連性影響力

が大きい（この場合、避難勧告に従いやすい傾向）ことが明らかになっている（及川・片田

1999）。

Ⅲ 災害は災害論の内側から来る

１ 創発現象とはなにか
筆者の考えでは、従来の災害観、天災論、天災・人災論、あるいは、災害自然現象論は、情報

学でいう「（古典的）表象主義」、「（古典的）計算主義」に基づくものであり、災害時におけ

る避難行動を含めた「創発(emergence)」現象をじゅうぶんに説明できるものではない。情報学、

人工知能研究、ロボット工学の領域では、もともと、いわゆる「表象主義」、「計算主義」、

「直列集中情報処理モデル」がある時期まで主流であった。これは記号的にあるいは数字の形に

明示化された情報を中枢の情報処理装置で直列的に処理し、それによって人間の判断と同じよう

なあるいはそれを処理能力で上回るような人工知能の開発、それによるロボットの制御をめざす

ものであった。しかし、こうしたモデルは、いわゆる「フレーム」問題というようなアポリアに

直面したり、ブルックスロボットのような「表象なき知性」モデル・ロボットの登場によって、

近年理論の有効性が疑われるようになってきている。

こうした従来型のモデルがかかえる最大の問題は、そうした理論の枠組みのなかでは、さまざ

まな「創発」現象が説明できないことである。災害現象においても創発現象のありかたは大きな
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問題である。なぜなら、災害は多くの場合、直列的な情報処理が困難な非線形的現象であるから

だ。

筆者の考えでは、災害を創発的な現象ではなく、外から来るもの、それにある種の「表象」を

貼り付けようとする点で、先ほどみたような「災害天災論」や「災害悲劇論」は、変形した「表

象主義」とでも呼べるようなものである。このような災害観が「変形した」「表象主義」である

のは、それが災害を表象、シンボル的表現でとらえようとするものであると同時に、そこには、

一種の「因果関係論＝災害は自然現象だから誰の責任も問えない」が潜在的に含まれているから

である。そのような因果関係論によって、災害現象は、情緒的なレベルで直列的に（災害＝不可

抗力）処理されることになる。

創発は、物のレベルでも起きる。これは村上處直が指摘している点だが、「災害は非常に創造

力があり、われわれの考えも及ばないような現象も起こりうるわけであるから・・・「災害の

創造性」について十分の理解を持つならば、災害調査の基本は、できるかぎり生のままのデー

タを多く集めておくこと」が必要である。たとえば、災害時の橋の機能一つをとってみても、災

害時には、平常には顕在化しなかった（連続性を予想できなかった）要因間の連鎖性が健在し、

橋が機能不全の状況になるということが起こりうる。つまり、平常時には非連続であったものが

災害時には連続化する。これは災害現象がもつ「創造性」（村上のことば）である。（これはま

さに、「古典的表象主義」モデルに基づくロボットが直面したフレーム問題そのものである。）

この創造性は現代の科学の限界、あるいは科学観の本質そのものと深くかかわる。村上が言うに

は、「現在のわれわれの科学でモデル化が可能なのは、災害現象のうち、力と変化の関係の方程

式が立つとか、反復して実験をくりかえすことのできるような現象であるとか、連続的・線形的

な側面のみである。」（村上 1973）。この村上の言う災害の創造性はまさに今回の福島の原発

事故でわれわれが経験したことそのものではないか。

佐藤武夫らの言う災害発生に関する「素因」、「必須要因」、「拡大要因」は、「災害の創発

モデル」について考えるうえで出発点としては、重要であり、創発現象としての災害、災害現象

の特性としての非線形現象をある範囲内で説明することを可能にする。しかし、同時に、「素

因」、「必須要因」、「拡大要因」の相互の関係性に詳しく注目すると、「素因」、「必須要

因」、「拡大要因」相互の関係性自体がそのなかに「揺らぎ」を含むものであることが明らかに

なる。

たとえば、地震発生後から津波襲来の「30分」の時間のなかでの人々の行動について再度目を

向けると、「素因」、「必須要因」、「拡大要因」の関係性は単純なものではないということが

わかる。佐藤らの考えでは、「素因」は、暴風、豪雨、高潮など、災害を起こす第一次の要因、

「必須要因」は、不完全な治水・治山対策、弱い家屋など素因を災害にしてしまう要因、「拡大

要因」とは、避難の遅れ、防災計画の欠陥、大雨洪水警報の出しかたなど災害の被害の強弱を左

右する要因であるが（佐藤・他 1964）、筆者の考えでは、過去の災害でくりかえし同じような

状況を経験しながら逃げるのをためらった、あるいは、家族を迎えに行った、車で逃げる途中で

渋滞にひっかかったという、人間の側のミスやためらい、あるいは選択行為などが、津波という
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潜在的な「素因」が実際にどのようなかたちで「素因」になるかどうかをきめることになる。津

波という自然現象がただたんにそのまま「素因」であるわけではなく、どのくらいの遡上高の波

が、どのくらいの時間で、どのくらいの範囲でどこに押し寄せるか等の条件が人間の側のさまざ

ま行動・判断、社会構造の問題と連動しながら、「素因」のなかみを変える、あるいは「素因」

の意味をきめる。さらには、こうしたレベルの異なる要因の相互の関係性の流動性（あるいは非

線形的関係性）が災害現象の創発ないし創造性に深くかかわっているとも考えられる。

何が「素因」、「必須要因」、「拡大要因」かは、災害発生前にはわからず（過去の事例に基

づいて予想はできても）、事後はじめてわかるものであるという事実も、こうしたレベルの異な

る要因の相互の関係性が災害現象の創発のありかたを強く規定するという現実と連動するもので

ある。

筆者らが調査した茨城県北茨木市の事例では、地区に防災無線装置がなく、「半鐘」を防災無

線がわりに使用する計画をたてていた。しかし、実際地震が起きてみると、半鐘を鳴らす予定

だった消防団員は道路が液状化した等の理由で半鐘にたどり着けず、また、直接住民のもとへ駆

けつけて避難をよびかけることもできず、結果として、平潟地区、大津地区などで犠牲者が出る

ことになった17。この場合、「半鐘」は「素因」でもあるし、「必須要因」でもある。しかし、

液状化現象が起こらなければ、「素因」にも「必須要因」にもならなかったかもしれない。「半

鐘」の緊急時の連絡手段としての有効性を疑わないという市や市民の意識についても、とらえか

たによっては、「素因」、「必須要因」、「拡大要因」のいずれともみなされる。つまり、「素

因」、「必須要因」、「拡大要因」もその意味では、創造される。

高橋浩一郎が言うように、「素因」と「必須要因」との関連は流動的で、高橋の意見では、佐

藤らの言う「必須要因」はむしろ「素因」で、「素因」は「誘因」だが（高橋 1975）、いずれ

にしても、こうした流動性が災害現象の創造的側面と結びつく。

２ 災害は社会構造の内側から来る
「素因」、「必須因」、「拡大因」の相互関係は、あるいは、その点に関する解釈は、ただ、

災害現象の解釈を可能にするということだけにとどまらず、災害現象そのものを創発するように

も思える。本稿で論じたような避難行動が求められる場面での認知と行動のずれ、あるいは、繰

り返し指摘されていた被災地区の住民の避難率の低さ、そのことが認識されつつ、結果として

放置されてしまったという事実（認知と行動のずれは個人ばかりでなく、行政、国、社会システ

ムの防災行動のレベルでも問題になる）は、ある見方にたてば、「素因」そのものでもある。ま

た、どのくらいの割合で人々が逃げ遅れたり、逃げ遅れかけたかということも、さまざまな条件

（どのくらいの水位の水がどのくらいの速度でどのくらいの範囲まで襲ったかという点もふくめ

て）との関係性のなかで「素因」そのものになる。大川小の事例では、避難誘導者・責任者の判

17	 茨城新聞、2011 年月 9 日記事、「津波襲来、繰り返し「逃げろ」	伝達手段途絶え叫ぶ：検証 3･11 第１部「その瞬間」
(1)」による。
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断ミスの否定（当事者やメディアによる）、必要のない話し合いについての無反省、批判的報道

の欠如が、「素因」を事後的に作り出す。あるいは、「素因」、「必須因」、「拡大因」の関係

性が、「災害悲劇論」、「災害天災論」の解釈図式の中で、不可視のものになってしまう。こう

したものが見えなくなるということは、災害現象そのものが見えなくなるということである。

アメリカの社会学的な災害研究では、1970年代、80年代あたりから、災害に関する「agent-

specificアプローチ」を否定する考え方がひろがりつつある。「agent-specificアプローチ」とは、

災害は戦争のように社会の外部からもたらされるという考え方、戦時下の空襲の際の爆弾のよう

に地震、洪水、ハリケーンなどの物理的要因が外部からやってきて社会なりコミュニティに被害

をもたらすという考え方である(Gilbert	1998:12-13)。

「agent-specificアプローチ」を否定する考え方に立つ研究者たちは、災害を外部からもちこ

まれた物理的要因の働きと結びつけて考えることを否定し、むしろ、人間集団、社会的要因、コ

ミュニティのロジック、人間関係という社会的次元に重点をおいて災害現象をとらえるようとす

る。その意味で、物理的・自然的災害因は災害の原因とはもはやみなされず、したがって災害は

社会、コミュニティの内部から来るということになる。

この考え方に立てば、津波そのものは、もはや「素因」ではない。個人、行政、国、企業、各

種組織・団体、社会システムのそれぞれのレベルでの認知と行動のずれ、創発行動をさまたげる

要因の放置が「素因」になる。津波は「必須因」ないし「拡大因」であり、今回の地震・津波災

害では「津波」がたまたま「必須因」ないし「拡大因」になったというだけである。実際、今回

の原発事故では、「素因」はそのまま、津波災害の場合と同様、個人、行政、国、企業、各種組

織・団体、社会システムの潜在的な機能まひそのものであり、「必須因」が具体的な原発行政、

防災対策、対応行動の欠陥、原発の立地条件ということになり、津波は「拡大因」として関与し

たということになる。阪神淡路大震災の時の「素因」も、今回の災害の「素因」と本質的な面で

変化がなく、「素因」が失われた20年という社会・政治・経済状況の中で、失われずに継承され

てきたという見方ができる。（阪神淡路大震災当時の村山内閣の初動体制づくりの遅さは繰り返

し指摘されている。岩見が紹介している象徴的なはなしとして、地震発生から6時間以上たった午

後12時7分の時点で、村山総理は、五十嵐広三官房長官から「正午現在の死者は二〇三人です」

と報告を受け、「えーつ」と驚きの声をあげたという逸話がある18。）

「…高度に集権化された意思決定構造をもつ組織では、発災前の対応行動に遅れを生じやす

い。そのような当局者は公式に指示されるまでは、警報発令のような行動をとらないだろう。」

というPerryと	Pughの指摘は、阪神淡路大震災や今回の東北地方を中心とする災害に関しては、

ほぼそのまま日本のことを指していると考えてよいだろう（Perry	and	Pugh	197:邦訳144頁）。

この点も含めて、「素因」が個人、行政、国、企業、各種組織・団体、社会システムの潜在的

な機能まひそのものだということになると、災害時の個人の生き死にもただ個人的な現象だとい

18	 岩見隆夫、1995、「平成戦国時代」、『中央公論』、1995 年 3 月号、119 頁。
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うことではなくなる。

『朝日』的な「悲劇」ということばを使うなら、かくして、「悲劇も内側から来る」のである。

Ⅳ 内側から避難行動を創発する

１ 「世界に対する開かれ性」と防災行動
災害時における津波の襲来は、現実的なものでもあり、可能的なもの（30分後に津波が来ると

いう情報について考えればわかることだが）である。ある意味では、「災害は現実と可能性の間

から来る」のである。この状況の中で、避難行動につながる「認知―行動―環境―避難への指向

性・連関」と「可能的なもの―現実的なもの―行動の創発・連関」を現勢化させるための有力な

てがかりの一つは、筆者の考えでは、「想像力」である（このことばは、カント、木村敏、メル

ロー=ポンティの議論を前提としながら使用している）。「想像力」に注目して災害現象、災害時

の行動について分析、考察した研究は数は少ないがいくつか存在する。

一つの例は、人間の代表的性格特性の一つである「openness	to	experience」に注目する研究・

調査である。これは日本語版の日本版Big	Five尺度（和田1994）では、「開放性」と訳されてい

るがこれは必ずしも適訳ではない。van	Hielらは、「openness	to	experience」は、Fantasy	(想像

力)、	Aesthetics	(美的感覚)、	Feelings（感情）、Actions	(行為)、	Ideas	(理想)、Values	(価値)の下

位項目から構成されるタイプであるとし（van	Hiel	et	al	2000）、清水らによれば、「openness	

to	experience」は、想像力に富んだ、機転のきく、洞察力のある、美的感覚の鋭い、独創的な、

好奇心が強い、という形容詞のセットで説明されるものである（清水・山本 2007）。筆者の

解釈では、「想像力」と「世界への開かれた姿勢」がこの項目の中核をなすものであり、「創造

性」もこの項目と深く関連する項目ではないかと思う。実際、いくつかの論文では、「openness	

to	experience」とcreativityとの関連性が報告されている(Harris	2004)。さらに、「想像力」、

「世界への開かれた姿勢」、「創造性」によって特徴づけられる「openness	to	experience」は、

性格特性という枠をこえて、世界との関係性をしめす「存在論的カテゴリー」とでもいうべきも

のとなっている。

「openness	 to	experience」と災害時の避難行動への指向性との関連に注目するという点で、

興味深い知見を見いだしたのが、上市らの研究・調査である（上市・楠見 1998）。東京都内

の大学生183人を対象にしたこの調査では、災害を含むいくつかのリスクがかかわる状況に関す

る調査対象者の「（リスク）回避行動」がどのような要因と関連するか、共分散構造分析の手法

を使って調べたものである。ここで、「回避行動」との関連性が問題になるのは、以下のよう

な要因である。「関心」（ある状況に関する書籍や記事を見たら、読むかどうか）、「リスク

帰属」（リスクの原因を内的なもの、外的なものどちらにするか）（「盗難にあったのは自転車

を放置していたからだ」と考えるか、それとも「運が悪いからだ」と考えるか）、「リスク認

知」（「信号は赤だが車がこないので横断すること」などについて、危険であると感じるか、感

じないか）、「コスト認知」（横断歩道まで遠回りをすることをめんどうと感じるか、感じない
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か）、「（開放性を含む）性格・パーソナリティ特性」。分析の結果、「地震」に関しては、以

下のような影響の連鎖（の仮説）が確認されている。～「開放性」は「知識」や「関心度」（情

報接触への意欲）に影響を及ぼし、	「リスク認知」（当該のリスク項目が自分にとって危険だと

いう意識）を介して「回避行動」に影響を及ぼす。

上市たち自身は、「開放性」と「回避行動」との関係を、「開放性の高い人ほど地震対策に関

する知識や関心度が高く、近い将来関東地方に大地震が起こる可能性および自分が地震の犠牲者

になる可能性を高いと感じるためリスク回避行動をとることを示している」と解釈しているが、

このままでは両者の関連性はよくわからないままである。むしろ、「openness	to	experience」を

構成する「想像力」、「世界への開かれた姿勢」、「創造性」は、災害発生時という可能性の領

域における状況を具体的にイメージする力を人々に与え、このイメージのなかで、自分に必要な

行動を人々に了解させるという図式を描くことができる。われわれが先に考えた「認知―行動―

環境―避難への指向性・連関」と「可能的なもの―現実的なもの―行動の創発・連関」を現勢化

するうえで、「openness	to	experience」が重要な役割を演じていることがイメージできる。

元吉	・高尾・池田の研究は、「リスクや危険が人生や世の中の重要な一部をなしている」とい

う人生観、「一般的リスクに関する合理的受容性」を持っている人は、災害に自分自身の力で向

き合うべきだという「自己責任論」的意識（災害意識、リスク観）を強くもつ傾向があるという

ことを明らかにしたもので、「openness	to	experience」的価値観、世界に対する指向性と日常的

世界の非日常的状況がどのように結びつくかを考えるうえで非常に興味深い題材を取り扱ってい

る（元吉・高尾・池田 2004）。これは、2000年9月に発生した東海豪雨水害の被災地域に住む

2811名に質問紙調査を実施した調査であり、「一般的リスクに関する合理的受容性」とは、具体

的には、「危険と上手につきあうのが人生である」、「危険と安全が混じり合っていることで、

世の中は成り立っている」、「世の中のあらゆる出来事には、危険がつきまとうのはしかたがな

い」という意見への共感度で測定されるものである。こうした意見（への共感度）が、「（災害

に関する）自己責任意識」（これは、「できるだけ行政機関に頼らずに、自分の力で水害に備え

るべきだ」、「できるだけ行政機関に頼らずに、自分の財産や命は自分で守るべきだ」という意

見への共感度で測定される）と強い関連性をもつという知見は注目されるべき内容をもつもので

あるが、こうした意見を元吉らのように「（一般的リスクに関する）合理的受容性」と呼ぶこと

には問題があるだろう。

元吉らは、この「（一般的リスクに関する）合理的受容性」に関する項目を、吉野・木下の研

究（吉野・木下 1996）において使われた項目から抜き出して使っているのだが、吉野・木下

は、「（一般的リスクに関する）合理的受容性」を、むしろ、「運命論」的なもの、諦観的なも

のであると説明している。その意味で、吉野・木下によれば、「（一般的リスクに関する）合理

的受容性」ないし、「（リスクに関する）運命」論的ものの見方は、「リスクを外から与えられ

るもの」としてとらえる日本人の特性と結びつくものなのである。筆者の考えを補えば、この本

来受動的なリスク観が「自己責任」的災害観・リスク観（これも「自己責任」というより、「日

常性のなかの非日常性への構え」とでもいうべきものだろう）と結びつくのは、このようなリス
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ク観は、リスク観というよりも、世界に対する解釈図式としての意味をもっているからであり、

この解釈図式を受け入れるということは、ただたんに認知のレベルの意識のありかたにとどまら

ず、行動意図、認知、知識、感情、関心全体の変容を引き起こすものであると考えられる。実

際、「危険と上手につきあうのが人生である」という意見に共感するということは、知識や認知

のレベルだけではなく、意図、感情、関心も含めたレベルで人が世界と向き合う姿勢を示す（そ

のような姿勢に共感する）ということであろう。

２ 「運命論」と積極的防災行動
「運命論」的姿勢が一方で積極的な姿勢に転ずるというのは論理的に考えると矛盾するようだ

が、1981年の大船渡調査をはじめ筆者自身の調査でも同じような傾向がくりかえし確認されてい

る。筆者と故・廣井脩・東京大学新聞研究所助手（当時）が中心になって企画・実施した大船渡

調査（「天譴論」、「運命論」などの質問は関東大震災の資料の分析などをもとに、筆者が作成

した）は、岩手県大船渡市在住の20～69歳の男女800名を対象におこなったものであり（個別面

接法、回収票は628票で回収率は78.5％）、日本人の災害観の特徴をアンケート調査および聞き

取り調査の手法で明らかにするのがこの調査の目的であった（「大船渡調査」に関しては以下の

論文を参照のこと。（仲田 1982）、（廣井・仲田・他 1982））。

この調査で明らかになったのは、科学技術が発達し、合理的ものの見方が広まっている現代の

日本社会にあって、「運命論」や「天譴論」といった合理的意識の範疇からははるかにはずれた

意識・価値観が依然として受け継がれているという実態であった。具体的には、「（災害）運命

論」（「災害発生時の生死は運命によってきまっている」という意見）への賛成度（「非常に賛

成」、「どちらかといえば賛成」合計の数字）は、64.9％という驚くべき数字であった。また、

「天譴論」への共感度（大正12年、関東大震災が発生し、大きな被害が出ました。この災害の

直後に、『災害が発生したのは、世の中が堕落し、人々が浮かれすぎたからだ。天がこれをこら

しめるために、地震が起ったのだ』という意見が一時広まりましたが、あなたご自身としてはこ

のような『天がこらしめのために災害をおこす』という意見について、どう思いますか）という

質問に対する共感度）も44.3％（「共感できる」、「かなりの程度共感できる」、「全面的に共

感できる」合計値）というこれも想像をこえる数字であった。さらに、興味深い点は、これは、

元吉らの調査結果と方向的に一致する点だが、「運命論」や「天譴論」への賛成・共感は、むし

ろ、災害時（想定される災害時）の積極的な準備・避難行動と結びつくという点である。津波警

報が出された時に避難するかどうか聞いたところ、「避難する」と答えた人の割合は、「天譴論

に全面的に共感できる」、「かなりの程度共感できる」、「一部共感できる」、「共感できな

い」の順で「高く」（40.0％、35.3％、19.4％、13.7％という数字＝それぞれの共感度のカテゴ

リーに属する人のなかで「避難する」と答えた人の割合）、常識とは逆の結果となっている（つ

まり、非合理的な人は避難行動などは行わないだろうという常識的予想とは逆）。

その後、筆者が継続して実施したさまざまな調査でも、「運命論」など、非合理的意識（これ

を非合理的意識といってよいのかは疑問であり、むしろ、「人生・世界の根源にある無をみつ
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め、人生や社会の意味を問い直す姿勢」ではないか）、あるいは存在論的価値意識（現代文明

批判意識）に関する賛成度・共感度は高く、しかも、「運命論」、「天譴論」などが、政治関心

度、環境問題関心度を含め、社会、世界、人生全体に関する積極的態度につながる（有意な相関

性をもつ）ということがくりかえし確認されている。

Ⅴ 結語：災害は世界の内側から来る・災害から日本社会が学ぶこと

災害現象がしばしば想像をこえるような破壊と混乱をもたらすという点を考えれば、災害はカ

オスそのものであり、また、その破壊と混乱が通常、事前には予測できない（「素因」、「必須

因」、「拡大因」の相互の関連性が災害発生前の時点ではわからない）という点では、災害は非

線形現象である。しかし、1980年代以降の、「自己組織化」、「創発現象」、「カオスないし不

安定な状態と秩序・平衡状態の相互変換」をキーワードとする一連の研究の大きな流れによって

明らかになったカオスや非線形現象の別の側面は、カオスだけに注目するものではなく、そのな

かに、あるいはそれをめぐる現象のなかに、秩序の創発を可能にし、あるいは、安定した創発現

象を規定する条件が隠されているという点に関する探究を引き起こすものであった。

「災害カオス論」とでもよぶべき興味深い論文のなかでKiel（1995）は野中郁次郎らの考察を

引用しながら次のように言っている。「災害は非線形的現象であり、関連する要因の相互の関係

が線形的な把握の枠組みをこえるところに災害現象にかかわる場面での難しさがあり、また、同

時に問題そのものの奥深さがある。奥深さについての意識は、たとえば、災害現象につきものの

非均衡的状況が組織の革新や創発の必須条件であるという点に気づくことから現れる。」（これ

は筆者による要旨のまとめ）(Kiel	1995)。Kielが注目するのは、プリゴジーン・スタンジェール

（Prigogine	and	Stengers	1984）の散逸構造理論、マツラーナ・ヴァレラ（Maturana	and	Varela	

1980）のオートポイエシス理論、ハーケン（Haken	1976,1978）のシナジェティックスなど、

あるいは、人工知能・ロボット研究における「コネクショニズム」、「力学系モデル」などであ

る。

すでに述べたように、「災害は線形的現象であり、関連する要因の相互の関係が線形的な把握

の枠組みをこえるところに災害現象にかかわる場面での難しさがあ」るわけだが、災害時の避難

行動に関わる現象を含めて、行動と認知、環境、意図といった行動創発に関わる要素間の関連性

を眺めてみると、そこで起きている現象がしばしば非線形的現象であるにもかかわらず（ブルッ

クスの自律的ロボットの事例のように）、そこには、一連の「有意味」的なつながりがあるよう

にも思える。この「有意味性」に注目することで、われわれは避難行動の創発にかかわる要因

を、ある範囲内で予測・説明できるようになるかもしれない。

たぶん、この「有意味性」は、われわれがここで考えてきた「openness	 to	experience」や、

「運命論」（ただし、この「運命論」は災害は外からではなく、内側から来るという考えかたに

つながるような「運命論」である）、「想像力」について詳しく考えることで、それがどこから

来るか見えてくるものであろう。
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ブルックスのロボットの自律的行動は、ある時間的次元と空間的次元で構成される場のなかで

のみ創発される。古典計算主義や表象主義が暗黙のうちに前提としているような均質的で抽象的

な空間・時間的場のなかでは、ロボットの自律性も、また、アトラクタ的な場を通じての引き込

み現象も創発しない。均質的で抽象的な空間・時間的場のなかで計算でき予測でき、再現できる

のは、合理的だが、線形的な現象であり、非線形的な現象、創発現象について考える場合にはこ

れとは別な空間・時間的場に注目する必要がある。

時間・空間的場とは、自律的ロボットの事例では、認知―行動―環境との相互作用というプロ

セスを制約するものであり（たとえば、モジュールの協働作用はある範囲内の時間枠のなかで一

斉にかつ継続的におこなわれることを前提とする）、同時にプロセスを可能にするものでもある

（ロボットの足の自律的歩行とは、このような制約を与えられることではじめて創発されるもの

である）。

われわれ人間の行動も、ひとつには、こうしたプロセスの中に組み込まれることで、創発され

るということが考えられるかもしれない。あるいは、環境や外的環境にたいして、ある心的、身

体的構えをとることによって、環境、外的世界は、われわれの前に、潜在的なかたちとしての認

知―行動―環境―意図プロセスの一端を開示するのかもしれない（ひょっとすると、世界とはこ

のような潜在的なプロセスの集合体なのかもしれない）。

だとすると、災害時の避難行動も（あるいは日常の行動全体が）、このような「場」の内側か

ら創発されるものだということが考えられる。つまり、災害現象と深く関わる人間行動は外では

なく、内から来るのである。また、その意味で、災害そのものも、外ではなく、内からくる。た

だ、ブルックスのロボットとは違って、災害現象は、社会構造や社会システム、人間の共同存在

というありかたを内包するどこか内側から来るのである。

今回の考察では、東日本大震災における避難行動の創発（あるいはその難しさ）という点に焦

点をあて関連する諸問題を論じてきたが、災害が「内側」から来るものである以上、避難行動の

創発の可能性、それを制約するものも、「内側」から来る。津波に関する情報や知識をもってい

ても逃げない人々の行動は、残念ながら、今の日本社会の縮図かもしれない。実際、日本社会の

中で、いわゆる「失われた10年（20年）」という状況の中で、われわれは、情報や知識は大量に

もっていても、何も有効的な行動ができないままなのである。災害は「内側」から来る。行動を

促進するもの、抑制するものも「内側」から来る。今回の災害から、この点をわれわれが学ぶこ

とがないとしたら、それこそ2万人という犠牲者は供養されないままということになるだろう。



Area	Studies	Tsukuba	34	:	1–20,	2013

19

文 献

廣井脩・仲田誠・（他4名省略）．1982．『災害常襲地域における住民の“災害観”に関する調査

報告』東京大学新聞研究所研究報告書、全118頁。

元吉忠寛・高尾堅司・池田三郎.	2004.「水害リスクの受容に影響を及ぼす要因」『社会心理学研

究』、第20巻第1号、58-67頁。

村上處直．1973．『地震と都市』日本経済新聞社、46-52頁。

仲田誠．1982．「災害と日本人」『年報社会心理学（日本社会心理学会）』第23号、171-186

頁。

仲田誠．1983．「新聞紙上における長崎水害の原因論・責任論」『月間消防』昭和58年9月号、

122-127頁。

及川	康・片田	敏孝．1999．「河川洪水時の避難行動における洪水経験の影響構造に関する研

究」『自然災害科学』18(1)、	103-116頁。

佐藤武夫他．1964．『災害論』勁草書房。

清水和秋・山本理恵．2007．「小包化した変数によるパーソナリティ構成概念間の関係性のモデ

ル化 ―	Big	Five・不安（STAI）・気分（POMS）	―」 関西大学『社会学部紀要』第38

巻第3	号、61-96頁。

高橋浩一郎．1975．『災害の科学』日本放送出版協会。

上市秀雄・楠見孝．1998．「損失状況におけるリスク行動の個人差を規定する要因:共分散構造分

析法による検討」『日本リスク研究学会誌』、10(1):65-72頁。

和田さゆり．1996．「性格特性語を用いたBig	Five尺度の作成」『心理学研究』、67、61-67

頁。

吉野絹子・木下冨雄．1996．「リスク受容尺度（SRA）構成の試み」『日本リスク研究学会第9

回研究発表会論文集』、９、121-124頁。

Gilbert,	Claude.	1998.	 	 “Studying	Disaster:	Changes	 in	 the	main	conceptual	 tools.,”	 in	 	E.	L.	

Quarantelli	(ed.)	What	Is	A	Disaster? 		Routledge:	Chap.	2.
H.	Haken.	1976,78．Synergetics. 	Springer-Verlag.	 ハーケン．1980．『協同現象の数理』牧島

邦夫・小森尚志訳、東海大学出版会。

Julie	Aitken	Harris.	2004.	 “Measured	 intelligence,	achievement,	openness	 to	experience	and	

creativity,”	Personality	and	Individual	Differences 	,36(2004),913-929.
L.	Douglas	Kiel.	1995.		“Chaos	theory	and	disaster	response	management:	lessons	for	managing	

periods	of	extreme	instability,”	 in	Gus	A.	Koehler(ed),What	Disaster	Response	Management	
Can	Learn	From	Chaos	Theory	(Conference	Proceedings),	held	on	May	18-19,	1995.	(http://

www.library.ca.gov/crb/96/05/index.html).

Humberto	R.	Maturana	&	Francisco	J.	Varela.	1980.		Autopoiesis	and	Cognition:	The	Realization	
of	the	Living. 	Boston:	D.	Reidel.



Area	Studies	Tsukuba	34	:	1–20,	2013

20

Perry,Jr.,J.B.	and	Pugh,	M.D.	1978.	 	Collective	Behavior:	Response	 to	Social	Stress. 	St.	Paul,	
Minnesota:	West	Publishing	Co. ペリー＆ピュー.	1983.	『集合行動論』三上俊治訳 東京

創元社。

Prigogine,	 I.	and	Stengers,	 I.	1984.	 	Order	Out	of	Chaos	 -	Man's	New	Dialogue	with	Nature. 	
Bantam	Books.

Alain	van	Hiel,	Malgorzata	Kossowska	and		Ivan	Mervielde.	 	 	2000.	“The	relationship	between	

Openness	to	Experience	and	political	 ideology,”	Personality	and	Individual	Differences, 	28	
(2000)	741-751.

（雑誌、新聞、調査報告書の引用は本文注で示した。）

	



Area	Studies	Tsukuba	34	:	21–36,	2013

21

Abstract

This	study	attempts	to	 investigate	changes	 in	political	news	coverage	before	

and	after	elections.	 In	September	2009,	 initial	support	 for	the	cabinet	of	 former	

prime	minister	Yukio	Hatoyama	was	polled	at	72%.	However,	this	support	gradually	

faded,	dropping	drastically	 to	21%	by	May	2010.	 	 In	 the	 same	month,	Yukio	

Hatoyama	resigned	from	office,	and	this	led	to	the	subsequent	inauguration	of	the	

cabinet	of	Naoto	Kan.	During	such	 instability	 in	 the	Japanese	government,	one	

needs	to	investigate	what	kind	of	role	political	news	coverage	plays.	This	study	is	

a	five-week	(June	15,	2010	to	July	18,	2010)	content	analysis	of	the	“NHK	News	

7”	 television	program.	This	period	was	chosen	because	this	 time	frame	 includes	

the	time	period	 leading	up	to	 the	22nd	regular	Upper	House	Election	and	seven	

days	after	for	comparison.	The	“NHK	News	7”	program,	which	is	a	30-minute	news	

program	broadcasted	on	weekday	nights	was	selected	 for	 this	study	because	 it	

has	consistently	high	ratings,	and	an	analysis	of	this	program	can	provide	insight	

into	what	role	television	news	plays	and	the	other	related	dynamics	involving	how	

information	concerning	elections	 is	disseminated.	The	content	analysis	 indicated	

results	suggesting	how,	during	the	periods	not	directly	related	to	the	election,	the	

amount	of	negative	coverage	of	the	current	regime	increases	whereas	during	the	

period	prior	to	the	election,	the	amount	of	negative	coverage	decreases	in	contrast.	

This	study	also	compares	how	positive	and	negative	impressions	can	vary	among	

coders	if	they	belong	to	different	cultures.

政治報道の内容分析から見る
政権交代への影響

A	Content	Analysis	on	the	Influence	of	Political	News	towards	Changes	
in	Government	in	Japan

海後宗男 徳間恵理 中村隆宏 王文青 楊素茵
KAIGO	Muneo,	TOKUMA	Eri,	NAKAMURA	Takahiro,	WANG	Wenqing,	YANG	Suyin
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概要： 平成21年9月、民主党鳩山由紀夫政権発足直後の内閣支持率は72％であった。その後、

徐々に支持率が下がり平成22年5月には支持率21％となった。同月鳩山氏は総理大臣を辞任し、

菅直人内閣が発足した。この政権交代の中でメディアの政治報道が果たした役割を考えなければ

ならない。本研究では政治報道の内容が選挙期間前後でどのように変化をしているかを調査する

ため、第22回参議院議員通常選挙が実施された平成22年7月11日を間にはさむ平成22年6月15日

から7月18日までの5週間の「NHKニュース７」の政治報道を録画し、内容分析を行った。これに

よりメディアによる人々の政治意識の一側面を明らかにする。

キーワード： マス・メディア 政治報道 内容分析 選挙 情報

Ⅰ．研究の背景

１．メディアと政治の関係
	本研究は、政治へのメディアの影響性を検証するものである。近年テレビ等のメディアから発

信される情報は、政治家と政党のイメージを左右する力をもっていることがわかってきたため、

世論や人々の投票などの行動などへの影響が問題視されるようになってきた。米国では1980年

代、ロナルド・レーガン大統領とマイケル・ディーバー次席補佐官が考案したテレビ等の対メ

ディア戦略は有名であり、小泉内閣も同じ様な手法を用いて政権のメディア・イメージをコント

ロールした。民衆主義体制においては、こうしたメディアの作り上げる政治家のイメージへの影

響は最重要視されるようになってきた。本研究は、メディアの政治報道が果たす役割を検証する

ものであり、その中でも重要なものとして議題設定やフレーミングなどの理論が挙げられる。

２．議題設定
議題設定の研究によれば、マス・メディアのニュース項目の優先順位は、受け手のアジェンダ

の優先順位を強力に左右すると考えられている。このアプローチに基づく研究をはじめて具体的

に行ったマッコームズら(McCombs	&	Shaw,	1972)以降、各国のコミュニケーション研究者が様々

な研究を行ってきた。我が国のメディアと大衆の議題の関連性おいても竹下（1998）などの研究

がある。

議題設定の具体的な研究手法では、読んだ新聞の記事の大小やテレビで視聴したニュース項目

の順番や長さによって、ニュースの受け手は議題の重要性を認識するということが検証されてい

る。そして多くの研究は、ニュースの中で重要と認められるものは、マス・メディアの受け手に

とっても同様に重要であるという結果を報告している。しかし、これはマス・メディアのニュー

スが必ずしも受け手に、そのような影響を与えることを意図していることだけではなく、受け手

の方が何に注目すればよいかという指針をニュースに求めているとも考えられる。従って議題設

定研究を行う際、メディアの議題と受け手側の議題は個別に分析する必要がある。

近年、議題設定研究において、ニュースの内容とその受け手側の議題の順位の相関関係は必ず

しも因果関係として解釈できない（新聞・テレビニュースが、読者や視聴者の興味をくみ取っ
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て、その関心を反映しているだけだという場合も考えられる）ため、議題設定研究によって検証

されるマス・メディアのニュースの内容と「公」の議題の因果関係を補足する研究としてフレー

ミング（メディア・フレーム）やプライミング等のいわゆる第２レベルの議題設定に関する研究

が現在も進められている（Iyengar,1991;	Scheufele,	1998;竹下，2003;Entman,	2007;	Weaver,	

2007）。フレーミングの研究結果は、マス・メディアが議題の重要性の優先順位を決定すること

と同時に、フレーミングによってその受け手のニュース項目の認識自体が影響を受けているので

はないかということを示唆している。例えば、フレームを単なる内容分析の単位にする研究が多

い中、エントマンは、フレーミングによるメディア内容の偏りの分析手法、及びバイアスの形成

に関する研究を行っている（Entman,	2007）。また、プライミングは、メディアの議題設定の結

果としての世論形成であり、メディアの議題設定が世論や政策にどのような影響があるかを調査

するものが多い（Weaver,	2007）。

３．世論
リップマン(1922)は「世論」とは実体を伴うものではなく、人々の経験や環境から創り出さ

れる観念的なものであるという。観念的なものだからといって無意味で力を持たないものではな

く、人々の判断や認識に効力を持ったものである。本来なら世論は人々の意見のもとにあるべき

だが、実際は世論が人々の意見よりもメディアによって先んじて形成されていると、彼の著書で

ありメディア研究の古典といえる『世論』の中で論じている。日本のマス・メディアは選挙にあ

たっての情報を単純に伝えるだけではなく、それに関する情報も取材し報道している。さらに選

挙前後に大規模な世論調査を実施し、そのデータに基づいた報道を行っている。このような報道

姿勢は多少なりとも人々の選挙への政治意識に影響を与えていることが予測できる。

三宅(1989)は「政治情報の入手という『認知的』側面に注目すると、マス・メディアは一般有

権者の政治情報を独占している」と指摘している。さらに細貝(2008)は選挙期間と選挙期間以

外の「平時」を比較すると、有権者が接触する情報量は平時のほうが抑制されているという。内

閣や首相の支持率が落ち込む原因としての政治不信やスキャンダルといった、短期的で重要な要

因はマス・メディアによる情報なしでは知ることができない。これは直接的な選挙キャンペーン

等が平時は公職選挙法で制限されているからである。つまり有権者が政治にかかわる情報を日常

的に得ることができるルートはマス・メディアからということになると論じている。しかしなが

ら、池田(2010)によれば、日本のメディアの報道姿勢に何らかの問題が存在しており、特にメ

ディアの政治報道には偏向が表れているという。

本研究ではこれｒ先行研究を踏まえ、政治報道の内容分析を行う。これによって、その内容が

選挙期間前後でどのように変化をしているかを調査し、メディアによる人々の政治意識形成の一

側面を明らかにすることを目的とする。
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Ⅱ．研究の目的

NHK放送文化研究所の「政治意識月例調査」では、民主党鳩山由紀夫政権発足直後の2009年9

月の内閣支持率は72%であった。以降支持率は徐々に下がり、2010年5月に21%と低迷した内閣

支持率を理由のひとつとし、鳩山氏は総理大臣を辞任した。同年、菅直人内閣が発足した。この

ような状況から、内閣支持率の変動、総理大臣交代の原因として政治意識に関する世論形成には

政治報道の影響が少なからず関係していることが予測される。

新聞通信調査会の「2008年メディアに関する全国調査」によれば、情報入手のための手段と

してインターネット利用が浸透している日本だが、「(自宅で)情報を得るために利用している媒

体」は「テレビ」が89.3%と一番割合が高い。NHK放送文化研究所世論調査部の「日本人とテレ

ビ2010」の「メディアの効用比較(役に立つメディア)」のデータにも表記されているように、報

道機能の面で、テレビの利用度は2000年65%、2005年66%、2010年63%と圧倒的に高いことが

伺える。

調査対象となった報道番組は持続的に視聴率の高い、平日の午後７時から放送されている

「NHKニュース7」であり、調査期間中の視聴率は16%～18%であった。

分析にあたって以下のリサーチクエスチョンと2つの仮設を設定した。

RQ:選挙前後で政治報道の報道内容に関して変化はあるか。

仮説1:平時の政治報道は現政権に対してマイナスの内容が多い。

仮説2:選挙期間中は現行政権に対してマイナスの内容の報道が減る。

Ⅲ． 研究方法

１．調査の概要
本調査では「NHKニュース7」を調査対象として報道内容分析を行った。調査期間は第22回参

議院議員通常選挙公示日から開票日を含む6月15日から7月18日までの5週間である。内容分析は

大学院生からなる分析担当者3名が、実際のテレビ報道番組を視聴し、行った。担当者の国籍の内

訳は日本国籍者2名中国国籍者1名である。今回は1つのヘッドラインを1件の報道とみなしたが、

内容の転換により分割するのが妥当だと考えられるものについては別の報道として扱った。政治

報道と判断し分析の対象とする条件として以下の政治家や政党のイメージを左右するものを設定

した。

・内閣総理大臣が登場するもの

・国務大臣が登場するもの

・政権党の公約、マニュフェスト等に関わるもの

・世論調査

以上の条件を含む政治報道の内容に対して、「プラス」「マイナス」「中立」の3つの分類を
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行った。この分類を行う際の判断基準として以下のものを設定した。

（１）プラス

現政権に対して良い印象をあたえると感じたもの（政治家の能動性や判断力に関す

るもの）

公約、マニュフェストの達成およびその姿勢

問題解決及びそれに向かう姿勢を伝えるもの

（２）マイナス

現政権に対して悪い印象をあたえると感じたもの

公約、マニュフェストの頓挫

問題の発生または悪化した印象をあたえるもの

（３）中立

現政権に対する印象を与えないもしくは変化を及ぼさないと感じたもの

２．データの概要
分析期間中に政治報道である判断した報道の件数は図1の通りである.

図1：政治報道件数

これらの政治報道の内容から受ける印象を分類し、分析者3名の分析内容を合計した結果が表

1および図2である。1日あたりの印象の総量を可視化するため、報道内容1件あたりの数値化を

行った。数値化の方法は以下のとおりである。

「プラス」の印象を受けたものを1

「マイナス」の印象を受けたものを-1

「中立」だと判断したものを0

例)	6月17日であれば分析担当者Aは「マイナス」が3項目「中立」が1項目で合計-3、同様7/15

に分析担当者Bが-1、分析担当者Cが±0となり合計が-4となる。

この数値を日別に集計しグラフにしたものが図3である。数値がプラスになった日数は3日、±

0は8日、マイナスになったのは23日であった。
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表1：分析担当者３名の印象判断集計の合計（週間）

図2：印象判断集計結果（週間）

分析担当者全員の分析内容のパーセンテージを週別に集計した結果が表2である。選挙期間外で

ある第1週および第5週においては、マイナス報道の割合がそれぞれ57.58%、61.11%と半数を超

えていた。第2週から第4週までは28.89%~45.83%となっており、一時的に減少していることが伺

える。

プラス マイナス 中立

第 1 週 1 19 13

第 2 週 8 13 24

第 3 週 13 23 21

第 4 週 8 22 18

第 5 週 6 22 8



Area	Studies	Tsukuba	34	:	21–36,	2013

27

図3：印象判断集計結果（日別）	

表2：週別パーセンテージ

各分析担当者の報道内容分析結果を週別に集計した結果は表3、4、5の通りである。プラスの

数が第3週に最多になるという共通点はみられるもの、それぞれの評価の数にはばらつきがある。

表3:分析担当者A集計結果(日本国籍者)

プラス マイナス 中立

第 1 週 3.03 57.58 39.39

第 2 週 17.78 28.89 53.33

第 3 週 22.81 40.35 36.84

第 4 週 16.67 45.83 37.50

第 5 週 16.67 61.11 22.22

プラス マイナス 中立

第 1 週 0 7 3

第 2 週 3 5 7

第 3 週 6 6 7

第 4 週 5 6 5

第 5 週 4 6 2
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表4：分析担当者B集計結果	(日本国籍者)

	表5：分析担当者C集計結果	(中国国籍者)

しかし報道による印象の変化を起こしにくい「中立」の項目を取り除き、「プラス」と「マイ

ナス」だけの割合をグラフ化したものが図4、5、6である。分析担当者Bと分析担当者Cの数値は

極めて近いものとなった。

図4：中立を省いた分析担当者A集計結果(日本国籍者)

プラス マイナス 中立

第 1 週 0 5 6

第 2 週 1 2 12

第 3 週 2 5 12

第 4 週 1 5 10

第 5 週 1 6 5

プラス マイナス 中立

第 1 週 1 7 3

第 2 週 4 6 5

第 3 週 5 12 2

第 4 週 2 11 3

第 5 週 1 10 1
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図5：中立を省いた分析担当者B集計結果(日本国籍者)

図6:	中立を省いた分析担当者C集計結果(中国国籍者)

3. データ分析結果
選挙期間中と期間前後に分割した各項目の平均値と標準偏差は表6の通りである。分散分析を

行った結果、プラス項目においてF(2,31)=2.90,	p<.10となり有意傾向であった。他の2項目につい

て有意性はみられなかった。

表6:選挙期間中と期間前後に分割した際の平均値および標準偏差

選挙期間前 選挙期間中 選挙期間後

M SD M SD M SD

プラス 0.22 0.44 1.56 1.72 0.86 1.07

中立 2.67 2.40 2.89 1.84 1.14 0.90

マイナス 3.11 1.62 2.72 2.40 3.14 3.02
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選挙期間中と期間外に分割した各項目の平均値と標準偏差は表7のとおりである。選挙期間中と

期間外のプラス項目の差についてt検定を行った結果t(32)=2.34,	p<.05となり有意であることが明

らかになった。他の2項目について有意性はみられなかった。

表7:選挙期間中と期間外に分割した際の平均値および標準偏差

IV. 考察

今回の研究では政治報道の内容分析を行い、その報道内容が選挙期間前後でどのように変化し

ているのかを調査した。調査に当たって以下のリサーチクエスチョンと2つの仮説を立て検証し

た。

RQ:選挙前後で政治報道の報道内容に関して変化はあるか。

仮説1:平時の政治報道は現政権に対してマイナスの内容が多い。

仮説2:選挙期間中は現行政権に対してマイナスの内容の報道が減る。

内容分析の結果、平時である第1週と第5週のマイナスの割合はそれぞれ57.58%、61.11%と

なった(表2)。これにより平時の政治報道は現行政権に対してマイナスの内容が多いといえる。

よって仮説1は支持された。

仮説2について、表2より平時である第1週と第5週のマイナスの割合は、選挙の公示があった

6月23日を含む第2週から投票日であった7月11日を含む第4週までの間と比較するとその割合は

高いが、t検定による分析の結果、有意差はなかった。しかしプラス項目の選挙期間中と選挙期間

外の差については有意であった。よって仮説2は部分的に支持されたと示唆できる。

メディアによって強調された内容が、人々の認識に影響を与えるというメディアの議題設定機

能[9]の視点から捉えれば、日々の政治報道によって国民の政治に対する意識は否定的なものにな

りやすくなっていると考えられる。これが、日本の国民の政治にたいするイメージを強度にマイ

ナスにし、政治意識そのものに影響しているとの予測が可能である。ただし、今回の研究は政治

報道の内容分析に留まるため、視聴者への影響を明らかにするには更なる調査が必要である。し

かしながら、本研究の結果は人々の政治意識形成の一側面を解明する手掛かりになるものである

選挙期間中 選挙期間外

M SD M SD

プラス 1.56 1.72 0.50 0.81

中立 2.89 1.84 2.00 2.00

マイナス 2.72 2.40 3.12 2.25
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といえるだろう。

また今回の内容分析の中で見られた興味深い傾向に、分析担当者の国籍による判断の違いがあ

る。分析担当者3名の内訳は日本国籍2名、中国国籍1名であった。「ビザ、富裕層から中間層に

拡大(中国人観光ビザ)」や「『後悔していない』(シーシェパード船長)」の報道で違いがみられ

た。どちらの報道も2名の日本国籍者の判断は「中立」であったが、中国国籍者はビザの報道を

「プラス」、シーシェパードの報道を「マイナス」と判断した。これは国籍の違いや、それにと

もなう教育や育った環境によって判断に違いが生まれたことが推測できる。しかし、図4、5、6

からわかるように調査期間全体を通しての印象の割合については国籍による大きな違いは見られ

ない。よって今回の結果に限って言えることではあるが、文化的背景に関係なく似た印象を政治

報道から受ける可能性が示唆できるのではなかろうか。しかし今回の調査ではそういった比較を

目的にはしていなかったため、この件について明らかにするにはさらなる研究が必要である。
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付録：コーディング表（注：＊は分析担当者による分割、括弧内はちゅう分析担当者注）

分析担当者A:日本国籍者、	分析担当者B:日本国籍者、	分析担当者C:中国国籍者

日付 ヘッドライン 分析担当者 A 分析担当者 B 分析担当者 C

6/15 消費税含め抜本税改革が必要 中立 中立 マイナス

6/16 内閣不信任案否決 参院選へ マイナス 中立 マイナス

6/17 税制改革の協議 超党派で（消費税） マイナス 中立 プラス

自民党マニュフェスト発表 マイナス マイナス 中立

消費税率当面 10%に マイナス 中立 マイナス

群馬選挙区 激しい前哨戦 中立 中立 中立

6/18 仙石官房長官 実施の場合信を問う 中立 マイナス マイナス

北海道選挙区 新人 6 人の争いに 中立 中立 中立

6/19 消費税率めぐり各党党首らは マイナス マイナス マイナス

6/20 引き上げなら軽減税率も検討 マイナス マイナス マイナス

宮崎ナンバーで取り引き断られる（口蹄疫） マイナス マイナス マイナス

6/21 支持する 49% 支持しない 29% 中立 マイナス 中立

引き上げ実施前には 信問いたい（消費税） プラス 中立 マイナス

普天間移設 滑走路の具体的検討始める マイナス 中立 マイナス

6/22 党首 討論会 中立 マイナス マイナス

6/23 仲井真知事と会談 話し合いは続ける（普天間） マイナス 中立 マイナス

参院選あす公示 中立 中立 中立

返還命じる判決（二重課税） マイナス 中立 中立



Area	Studies	Tsukuba	34	:	21–36,	2013

33

日付 ヘッドライン 分析担当者 A 分析担当者 B 分析担当者 C

6/24 438 人が立候補 選挙戦へ マイナス 中立 マイナス

2010 参院選 公示 中立 中立 中立

＊注目選挙区 中立 中立 中立

6/25 カナダサミット あす開幕 中立 中立 プラス

6/26 サミット 北朝鮮への対応は プラス 中立 プラス

党首ら訴え マイナス 中立 マイナス

6/27 アジアの期待も背負って（サミット日韓首脳会談） 中立 プラス プラス

期待と懸念が（高速道路無料化） プラス 中立 プラス

6/28 菅首相 初の日米首脳会談 プラス プラス マイナス

普天間 協力で一致 マイナス マイナス マイナス

日米関係の立て直しにつながる プラス プラス プラス

支持する 48% 支持しない 35% 中立 中立 マイナス

高速道路無料化 社会実験始まる プラス 中立 プラス

6/29 共通番号制度 プラス 中立 プラス

6/30 年収 400 万以下 全額還付も（消費税） プラス 中立 マイナス

＊消費税還付について  野党の反応 マイナス マイナス マイナス

” 象徴 ” の橋 つながる（八ッ場ダム） マイナス 中立 プラス

カギ握る 1 人区 山梨選挙区 中立 中立 マイナス

7/1 ビザ 富裕層から中間層に拡大（中国人観光ビザ） 中立 中立 プラス

非常事態一部解除（口蹄疫） マイナス 中立 マイナス

2 人区の争い 静岡選挙区 中立 中立 マイナス

7/2 都城市 制限解除で家畜出荷再開（口蹄疫） 中立 中立 中立

” 長時間労働で過労死 ” 労災認定 マイナス マイナス マイナス

普天間移設抱える 沖縄選挙区 中立 マイナス マイナス

7/3 各党首街頭演説 中立 マイナス マイナス

7/4 世界遺産へ きょうから現地調査 プラス 中立 中立

ゆうパック集配遅れ ” 解消には数日 ” マイナス 中立 マイナス
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日付 ヘッドライン 分析担当者 A 分析担当者 B 分析担当者 C

7/5 総務省 行政処分が必要か検討（ゆうパック） マイナス 中立 マイナス

支持する 41% 支持しない 38% 中立 マイナス 中立

新たな検査装置の実験開始（成田空港テロ対策） 中立 中立 プラス

感染拡大防止に全力（口蹄疫） プラス 中立 マイナス

上申書を提出（小沢一郎献金問題） マイナス マイナス マイナス

7/6 ” 二重課税にあたる ” 所得税課税違法判決 マイナス マイナス マイナス

あすの正常化目指す（ゆうパック） マイナス 中立 マイナス

国 ” 母子手帳以外で証明できれば救済 ”（肝炎認定
問題）

マイナス マイナス 中立

高速道路 ”1000 円 ” お盆は土日のみ プラス 中立 中立

7/7 抗議船元船長に執行猶予付き有罪判決（捕鯨問題） プラス 中立 マイナス

二重課税の所得税、還付の方針 プラス 中立 マイナス

7/8 和解協議始まる（新潟水俣病） マイナス プラス マイナス

野球賭博の精算、さまざまな方法か プラス 中立 マイナス

7/9 該当ニュースなし

7/10 党首、最後の訴え 中立 マイナス マイナス

「後悔していない」（シーシェパード船長） 中立 中立 マイナス

7/11 投票進む 中立 中立 プラス

7/12 民主党代表選まで内閣改造行わず プラス マイナス マイナス

谷垣総裁 ”9 月に党役員人事 ” マイナス マイナス マイナス

＊参議院議長について 中立 マイナス マイナス

7/13 党代表再選なら 内閣改造、党人事検討 プラス 中立 マイナス

＊みんなの党 マイナス マイナス マイナス

＊国民新党 マイナス マイナス マイナス

7/14 地方組織側 ” 消費税発言など影響 ” マイナス マイナス マイナス

7/15 国の方針に従い種牛処分を 中立 中立 マイナス
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日付 ヘッドライン 分析担当者 A 分析担当者 B 分析担当者 C

7/16 農家の種牛 6 頭 あす処分へ マイナス 中立 マイナス

国の認定基準明確に否定する判断（水俣病） マイナス 中立 マイナス

7/17 最後の種牛 6 頭 処分終わる プラス 中立 中立

7/18 菅首相 被災地を視察（岐阜県可児市の水害） プラス プラス プラス
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Abstract

The	cherry	blossoms	are	regarded	as	the	symbol	of	beauty	in	Japan.	They	are	

admired	by	the	Japanese,	who	eagerly	 learn	about	the	“cherry	bloom	front	 line”	

by	 the	weather	 forecast	 in	March	every	year	so	 that	 they	may	go	and	view	the	

beautiful	cherry	blossoms	 in	full	bloom	in	the	right	place	at	 the	right	 time.	The	

cherry	blossoms	penetrate	deeply	into	Japanese	society.	If	you	look	at	a	Japanese	

coin	of	one	hundred	yen,	you	will	realize	that	cherry	blossoms	are	portrayed	on	the	

front.		

Such	deeply-loved	 flowers	have	been	depicted	 in	 Japanese	 art	 such	 as	

literature,	painting,	music,	and	film,	and	their	representations	have	been	variously	

studied	except	in	film	studies,	which	came	much	later	than	the	other	research	fields.	

There	has	been	no	publication	about	cinematic	representations	of	cherry	blossoms.	

Standing	at	the	intersection	of	film	and	gender	studies,	this	essay	explores	the	way	

cherry	blossoms	have	been	depicted	in	Japanese	film.	I	will	argue	that	the	cherry	

blossoms	are	gendered	 in	Japanese	 film,	and	 that	 there	are	 three	 traditions	of	

depicting	them.	

The	first	tradition	was	established	in	1938.	The	feature	of	this	tradition	is	to	

show	a	male	protagonist	committing	seppuku	or	ritual	suicide	of	disembowelment	

under	the	full	bloomed	cherry	trees	with	cherry	petals	falling	to	the	ground.	The	

location	 is	 important.	The	cherry	blossom	is	 identified	as	this	dying	protagonist,	

who	glimpses	 the	 falling	petals	 to	recognize	his	parallel	 fate.	The	ephemerality	

of	the	cherry	blossom	represents	the	short	 life	of	the	male	protagonist.	The	first	

example,	Chushingura	or	The	Treasury	of	Loyal	Retainers 	 (1938)	directed	by	
Masahiro	Makino	and	Tomiyasu	Ikeda,	employed	the	style	of	shooting	the	male	

protagonist	and	the	cherry	blossoms	in	one	frame,	which	has	been	carried	through	

日本人と桜
― 映画に描かれた桜が象徴するもの―

The	Representation	of	the	Cherry	Blossom	in	Japanese	Film

今泉 容子
IMA-IZUMI	Yoko
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to	the	present.	

The	second	tradition	is	marked	by	opposite	values	such	as	happiness,	pleasure,	

and	love,	and	the	male	protagonist	brings	happy	cherry	blossom	to	people	around	

him.	This	change	in	the	depiction	of	cherry	blossom	came	in	the	1970s,	and	the	

first	example	can	be	found	in	Otoko	wa	tsurai	yo:	Uwasa	no	Torajiro 	or	Talk	of	the	
Town	Tora-san	(1978)	directed	by	Yoji	Yamada.	

The	third	tradition	also	came	out	around	the	1970s.	It	was	a	total	innovation	

from	the	perspective	of	gender,	though	the	male	cherry	blossom	films	would	still	

continue.	The	cherry	blossoms	visually	overlap	with	 female	protagonists	and	

virtually	perform	as	femmes	fatales 	in	that	they	tend	to	take	their	lovers	into	death	
or	destruction.	Under	the	Blossoming	Cherry	Trees 	directed	by	Masahiro	Shinoda	

in	1975	is	indicative	of	this	new	tradition.	It	introduces	a	vulgar	man	living	in	the	

woods,	who	is	afraid	of	walking	under	the	blooming	cherry	trees.	But	one	day	he	

forgets	his	fear	and	usual	cautiousness,	because	he	is	so	happy	to	be	able	to	move	

from	the	city	back	to	his	old	woods	with	his	beautiful	wife.	He	steps	 into	the	full	

blossomed	cherry	trees.	Suddenly	an	extraordinary	change	occurs.	Rapid	spinning	

cherry	petals	are	blown	against	the	wife,	and	she	turns	into	a	hideous	monstrous	

old	woman.	Surprised	by	the	change,	he	strangles	her,	on	whom	cherry	petals	are	

piled	to	make	her	disappear.	Her	disappearance	causes	him	to	disappear	as	well.	

The	moment	she	is	identified	as	the	cherry	blossom,	she	becomes	a	femme	fatale 	to	
take	the	man	to	death.	

I	have	thus	clarified	three	traditions	 in	the	depiction	of	cherry	blossom’s	 in	

Japanese	films.	The	next	step	of	my	research	 is	to	examine	why	the	conspicuous	

changes	occurred	in	the	1970s.	

桜をテーマにした芸術は、つぎからつぎへと生み出される。桜は、尽きることのないインスピ

レーションの泉であるかのようだ。日本人と桜の関わりかたは、さまざまであろうが、桜は「花

見」の数日のあいだは熱狂的に見つめられ、花が散ると忘却される傾向にある。5日間の溺愛と

360日間の無視は、毎年くり返される。その5日間のために、「桜前線」という予報が報道され

る。ほかの花ではあり得ないことである。

日本人にとって特別な桜は、奈良時代から今日まで、詩歌、小説、音楽、絵画、写真、映画な

ど、芸術のすべての領域に取り上げられ、さまざまな意味を与えられてきた。どの領域をとって

も、有意義な桜の表象の歴史が見られるはずだが、本論文においては日本映画における桜の表象

を考察したい。

映画はもっとも遅く誕生した芸術であり、まだ100年強の歴史しかもたない。そのためほかの
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領域と異なって、まだ研究方法がじゅうぶんに確立されておらず、重要なテーマでありながら考

察が進んでいないものは数多い。「桜」もそのひとつである。映画における桜は、言及されるこ

とは多々あっても、本格的な研究の対象として取り組まれたことはない。1本論文は、映画におけ

る桜の意味を解明することで、桜の表象研究にひとつの貢献をつけ加えることになろう。

日本映画における桜はじつにさまざまな顔をもつ。それらを総体として分析すると、日本人に

とっての桜の意味が解明できるであろう。映画が描き出してきた桜を考察するのは、文学が奈良

時代から今日まで桜を描きつづけてきた膨大な数量にくらべると、ごく小さい仕事のように見え

るかもしれない。たしかに、短い時間ではある。しかし、その短い時間のなかに、これまで日本

人が桜に与えてきたさまざまな意味が描き込められているため、桜がもつ日本人の心象風景が凝

縮されて日本映画のなかに表れていると言ってもよいだろう。

本論文では、研究対象を日本映画とし、桜の表象をジェンダー論の視点から考察することに

よって、桜のジェンダー論を展開したい。日本映画の桜は、ジェンダー化されて描き出される。

「男の桜」と「女の桜」に分類できるのである。映画における桜のもつ意味を明らかにするプロ

セスのなかで、1970年代は重要な時期として浮かび上がるはずである。なぜなら、その時期を境

に、桜の表象に大きな変化が起こるからである。その変化がどのようなものかを明らかにしなが

ら、日本映画における桜の表象を分析していきたい。

（１）男の無念の桜

日本映画のなかで、桜にもっとも強く結びつけられるのは、忠臣蔵映画である。忠臣蔵映画は

途絶えることなく制作されつづけ、そのたびに桜が登場する。

忠臣蔵映画の基本的なパターンは、マキノ正博と池田富保が1938年に監督した『忠臣蔵 天の

巻・地の巻』によって形成された。その基本的なパターンは、映画全体が前半と後半のふたつの

部分に分かれ、前半に浅野内匠頭の切腹というクライマックスがおかれ、後半に吉良上野介の討

伐というクライマックスがおかれる、というものである。

もっとも忠臣蔵映画には、モデルがある。そのモデルは、事件後間もない元禄14～15年

（1702–03年）にすでに演じられはじめ、やがて1748年ごろ集大成された歌舞伎・人形浄瑠璃

（文楽）の『仮名手本忠臣蔵』である。その演目を、大佛次郎（おさらぎじろう）は小説『赤穂

浪士』（1929年）に練り上げ、この小説が忠臣蔵映画の直接の原作となった。ひとつの小説から

派生した数多くの忠臣蔵映画が、おなじパターンに落ち着くのは、とうぜんかもしれない。

桜が登場するのは、前半のクライマックスにおいてである。浅野内匠頭が切腹するとき、1938

年のマキノと池田の『忠臣蔵 天の巻・地の巻』とそれ以降の忠臣蔵映画では、桜がかならず出

1	 たとえば日本文学における桜の考察に関しては、小川和佑『桜の文学史』（文藝春秋、2008 年）がコンパクト
でわかりやすい文学論を展開している。
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てくる。そして桜は、切腹を果たす浅野内匠頭とたくみに同一視させられるのである。これが

「男の桜」である。

1938年以降の忠臣蔵映画の切腹シーンに桜が、どのように関わっているかを読み取っていくま

えに、1938年以前の忠臣蔵映画における桜を確認しておきたい。そのため、現存する忠臣蔵映画

の初期のもので、比較的完成度が高い『尾上松之助の忠臣蔵』（1910年）をまず見ておこう。

『尾上松之助の忠臣蔵』（1910年）――登場しない桜

牧野省三が1910年に監督したとされるサイレント映画は、欠落部分があるにしても、『尾上

松之助の忠臣蔵』と一般に呼ばれる形で流通している。「目玉の松ちゃん」の愛称で親しまれた

尾上松之助が、浅野内匠頭、大石内蔵助、清水一角など何役も演じている。浅野内匠頭を演じた

切腹シーンでは、主役の彼が画面のいちばん重要な中央に、正面向きに配置され、ほかの数名の

侍のまなざしをいっせいに受けている。切腹の場所は、草木が茂る屋外。桜は、どこにも見えな

い。彼はあっけなく腹に刀を食いこませ、介錯人の刀が上から振り下ろされる（図1）。あとは、

ほとんど動きがない。1910年の映画の切腹シーンでは、桜はまだ重要な要素ではなかった。

1910年代に忠臣蔵映画は存在していても、そこに桜は登場していなかったのである。桜が登場

する忠臣蔵スタイルが確立されるには、1930年代まで待つ必要があった。桜が登場する最初の

例は、1938年の『忠臣蔵 天の巻・地の巻』（マキノ正博／池田富保監督）である。これから

1938年以降の忠臣蔵映画を全部で９本取り上げ、「男の桜」の系譜を明らかにしたい。

『忠臣蔵 天の巻・地の巻』（1938年）――散る桜

1938年の『忠臣蔵 天の巻・地の巻』では、桜が大々的に登場する。浅野内匠頭を演じるの

は、当時の人気男優、片岡千恵蔵である。（ちなみに、この映画で大石内蔵助を演じたのは、や

はり人気男優の阪東妻三郎であった。）

まず、浅野内匠頭が切腹現場へ向かう途上で、豪奢な満開の桜が登場する。ハラハラと降り注

ぐ桜のなかを、浅野内匠頭は切腹現場への廊下をゆっくりと歩いている。ロングショットで撮ら

れているため、人物は豆粒サイズになり、桜は広大な壮観になっている。桜の景色のなかで、家

	 	 図1	
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臣が無言のまま最後の別れにやってくる（図2）。数ある忠臣蔵映画のなかには、「お名残りお

しゅうございます」という台詞を家臣が声に出す例もあるが、1938年版では終始無言である。し

かし、名残り惜しさは十分に感じられる。桜が散っていくのは潔くも名残惜しいが、浅野内匠頭

が無念にも散らざるをえないことが、どれほど名残惜しいことか。

名残り惜しさのモチーフは、つぎに登場する辞世の句に明確に示される。浅野内匠頭がしたた

めた辞世の句が、大きく映しだされる（図3）。

風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残を いかにとかせむ

春の「花」といえば「桜」。その桜と浅野内匠頭は、潔さ、無念さ、名残り惜しさにおいて同

一視される。不本意にも散らざるをえない自分は、どれほど名残り惜しく、悔しい思いをしてい

ることか、という浅野内匠頭の心情が巧みに吐露された句である。忠臣蔵の桜は、このように男

の潔い死に連動して登場する。そして、無念さや名残り惜しさの象徴となるのである。

辞世の句が詠まれると、ふたたび桜のロングショットが出てくる（図4）。登場人物たちは小さ

く映っているため、切腹の準備をすすめている浅野内匠頭やその傍らで介錯の儀式を行なってい

る介錯人の動きが、かろうじてわかる程度である。このロングショットで動きが目立つのは、桜

である。桜の花びらが、小雪のようにハラハラと舞い散っているのである。満開の桜が散ること

は、浅野内匠頭が散ることの比喩と考えられるため、この切腹シーンでは桜がハラハラと散るこ

とだけで十分なのである。それでも、いよいよ浅野内匠頭が腹に刀を突き刺す瞬間は、ミディア

ムショットにまでサイズが大きくなっている（図5）。

	 	 図2	

	 	 図3	
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1938年の『忠臣蔵 天の巻・地の巻』はこのように、散る桜と切腹する浅野内匠頭を重ねあわ

せるというスタイルを確立した。このスタイルは、以後の忠臣蔵映画に引き継がれていくことに

なる。桜は美しい。その桜と同一視された浅野内匠頭は、とうぜん美化されているわけである。

『大忠臣蔵』（1957年）――眺められた桜

1957年に大曾根辰保が監督した『大忠臣蔵』は、切腹シーンを満開の夜桜のクレーンショット

ではじめている（図6）。空中にすえたカメラが映し出す桜は、こんもりとした見事な開花ぶり。

やがてカメラは地上に降りて、形よく剪定された小ぶりの桜の木々の下で浅野内匠頭（出演：北

上弥太朗）が切腹の準備をしているようすを捉える（図7）。さらに接近するカメラは、浅野内

匠頭がふと準備の手をとめて眺めた桜と、彼が桜のほうへ顔を向けたところを、観客に見せてい

る（図8－9）。この映画には辞世の句は出てこないが、浅野内匠頭が桜の方へ顔を向ける動作に

よって、桜への特別な思いが表現される。

	 図4	 図5	

	 図6	 図7	

	 図8	 図9	
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『忠臣蔵』（1958年）――挿入される満開の桜

1958年の渡辺邦男監督の『忠臣蔵』では、カメラの動きは1957年版とは逆になっている。

1957年版のカメラは、桜のロングショットから撮りはじめ、しだいに登場人物に近づいていっ

た。1958年版のカメラは、登場人物のミディアム・クロースアップから撮りはじめ、しだいに引

いていき、最後に桜のロングショットで終わっている。

最初のミディアム・クロースアップは、浅野内匠頭（出演：市川雷蔵）が辞世の句を書き終え

るところ（図10）。その句は、観客に向かって広げられたところが、クロースアップで撮られる

（図11）。観客が目を通し終えるタイミングで、カメラは句から一気に離れて、遠方から浅野内

匠頭たちを撮りはじめる（図12）。とうぜん浅野内匠頭たちのサイズは極小になる。彼の切腹の

動作すら、十分に把握できないほどである。かわりに前景に映し出されて存在感を高めるのが、

満開の桜である。切腹そのものを見せるよりも、桜を見せることで、浅野内匠頭が（そして桜

が）散っていく無念さを表現したのである。

『忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻』（1959年）――死の瞬間に出現する桜

1959年に松田定次が監督した『忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻』は、切腹用の刀のクロースアッ

プで切腹シーンをはじめている（図13）。桜ではなく、刀を強調することによって切腹シーン

を開始する方法は、従来の忠臣蔵映画には採用されなかったが、「切腹」にはふさわしい。しか

し、このあとカメラは刀を忘れたかのように、桜に執着しはじめる。地面におかれた刀から一気

に離れたカメラは、空中の高みへ上昇し、切腹現場の全体をロングショットで撮る（図14）。そ

のショットには、桜も入っている。つぎにカメラは浅野内匠頭に急接近して、彼が辞世の句を書

	 図10	 図11	

	 図12
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く様子をミディアムショットで捉える。辞世の句を書く浅野内匠頭のミディアムショットに、桜

のクロースアップが挿入されるが（図15－16）、その挿入によって彼が桜を詠み込んでいるこ

とが暗示される。この映画は、従来の映画以上に、桜への執着を見せている。極めつけは、切腹

シーンのエディティングである。浅野内匠頭の切腹が実行された瞬間、桜のクロースアップが出

現する（図17）。まるで、介錯人によって斬られたのが、桜であるかのように。

『赤穂浪士』（1961年）――死ぬ「美」に関与する桜

『忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻』（1959年）の監督、松田定次は、二年後の1961年にも忠臣

蔵映画をつくった。その題名は、『赤穂浪士』。同じ監督が手がけているだけあって、『赤穂浪

士』の切腹シーンは、1959年の『忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻』と同じスタイルをもつ。まず、

切腹用の刀のクロースアップではじまるスタイルが同じである（図18）。つぎに、浅野内匠頭が

辞世の句を書いたあと、カメラが一気に空中の高みに飛んで、ロングショットで現場全体を映し

出すスタイルも同じ（図19）。ただ、その現場全体のロングショットを見ると、照明が前作と

異っているのに気づく。桜と浅野内匠頭だけが明るく照らし出され、ほかの人々は夜の闇に沈ん

	 図13	 図14	

	 図15	 図16	

	 図17
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でいるのである。この照明方法は、桜と浅野内匠頭だけに観客の視線を誘導し、その二者だけを

意識させるのに効果的である。こうして桜と浅野内匠頭は、視覚的に密接に結びついていく。

そのロングショットのあと、カメラはふたたび地面に降り立ち、浅野内匠頭の切腹のようすを

真正面からシンメトリの構図を使って撮る（図20）。忠臣蔵映画の切腹シーンで、左右対称の美

しさを強調するシンメトリを使ったのは、この映画が最初である。死ぬことの「美」が強調され

るわけだが、その「美」には桜が大きく関与している。なぜなら、このシーンで上方の空間を占

め、シンメトリの美しさに寄与しているのは、満開の桜だからである。

切腹シーンの最後に、すなわち切腹の瞬間に、桜をクロースアップすることは、松田定次監督

のスタイルであるが、この映画でもなされている（図21）。

『忠臣蔵 花の巻・雪の巻』（1962年）――散る桜への執着

1962年の稲垣浩監督の『忠臣蔵 花の巻・雪の巻』では、それまでの忠臣蔵映画になかった新

	 	 図20	

	 	 図21	

	 図18	 図19	
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たな手法が使われている。それは、浅野内匠頭（出演：加山雄三）が桜の木を上から下へ（地面

へ）と舐めるように見つめつづけることであり（図22）、そこにティルトが使用されているので

ある（図23－25）。散り落ちて地面を埋め尽くす桜の花びらを、これほどしげしげと見つめる

浅野内匠頭は、この映画で初めて登場する。満開の桜を見つめる主人公は、これまでにも登場し

た。それにたいして1962年の稲垣版では、咲き誇る満開の桜の木から、散り落ちた桜の花びらへ

と主人公の視点が移動することが強調される。散り落ちた桜にさえも、これほどの執着を示す主

人公が、ここに描き出されている。彼の執着が強ければ強いほど、彼の名残惜しく悔しい思いが

伝わってくる。

もうひとつの独創的な手法は、辞世の句が合唱で歌われることである。その合唱は、浅野内匠

頭が満開の桜のなか、廊下を渡っていくトラッキングショットがつづくあいだ、そして切腹現場

に到着し切腹の準備を整えるロングショットがつづくあいだ、聞こえている。合唱が聞こえなく

なったとき、いよいよ切腹が起こるのである。消えることがないと思われるほどに長々と続く合

唱も、彼のいつまでも諦めきれない思いを伝えている。

このように桜は、潔く美しく散ることの象徴ではあっても、それ以上に散ることの無念さの象

徴となり、浅野内匠頭と同一視されることが明らかなってくる。

1960年代から70年代にかけてヌーヴェルヴァーグが広がり、新しい要素を求める傾向のなかで

忠臣蔵映画は下火になる。1970年代には、じつに１本が制作されただけである。テレビドラマが

つくられているが、それを合算しても２作品だけである。その後、忠臣蔵映画の系譜は、消えは

しないものの、すっかりやせ細った線になって今日にいたっている。

1970年代には忠臣蔵映画が減少すると同時に、新たな桜表象の映画が出現する。桜を無念さの

シンボルとして描き出すのではなく、その反対の幸福のシンボルとして描き出す一連の映画が現

	 図22	 図23	

	 図24	 図25	
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れたのである。しかも、その幸福へと導くのは、男の登場人物である。「男の桜」に変化が生じ

たのである。言い換えれば、1970年代以降の「男の桜」には、「無念」と「幸福」という正反対

の心情が込められるようになるのである。こうした「男の桜」の総体を考察するまえに、1970年

代以降の忠臣蔵映画が、細々ながらも「無念」のシンボルとなりつづけるようすを確認しておき

たい。

『忠臣蔵前篇 君、怒りもて往生を遂ぐ』（1985年）――「無念じゃ」

1985年に日本テレビが年末時代劇スペシャルとして打ち出したのは、忠臣蔵であった。基本的

スタイルは、1938年以来つづいてきた二部構成をとっており、浅野内匠頭の切腹をクライマック

スとする前篇（『忠臣蔵前篇 君、怒りもて往生を遂ぐ』）と、大石内蔵助たちの討入りをクラ

イマックスとする後篇（『忠臣蔵後篇 我、一死もて大義に生く』に分かれる。前篇は、1985年

12月30日に放映されたが、その切腹シーンを分析してみよう。

浅野内匠頭（出演：風間杜夫）が幕府目付役の多門伝八郎に導かれて、満開の桜の下を切腹現

場へとむかう場面が出る。そこでは、従来の忠臣蔵映画ではたんなる先導であった多門伝八郎

が、桜を定義してこう述べている。「いまを盛りと咲き誇るよりも、桜はやはり散りぎわが美し

い」。それにたいして浅野内匠頭は「おお、まこと」と相槌を打ち、桜に近寄る（図26－27）。

しかし彼は、武士が桜のように潔く散るべきだとは思ってはいない。だから、多門伝八郎が「花

は桜木、人は武士」2	という死生観を賛美するとき、それに相槌を打つことを拒否する。さらに、

ちょうど訪ね参じた家臣が「最後のお言葉」を求めると、クロースアップになった彼はきっぱり

とこう答えるのである――「無念じゃ」（図28）。散りゆく桜は――そして散りゆく男は――無

念なのである。

『必殺忠臣蔵』（1987年）――「斬りたかった」

1987年の『必殺忠臣蔵』（工藤栄一監督）においても、切腹シーンで桜は浅野内匠頭と結びつ

いて出現する。浅野内匠頭が最初に映し出されるとき、カメラはクレーンに乗せられて、空中の

高みから桜と浅野内匠頭（出演：沖田浩之）をロングショットで撮る。この撮影方法は、1959年

	 図26	 図27	 図28
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に松田定次が試みてから、忠臣蔵映画の定番になったが、ここでは特別な工夫が見られる。浅野

内匠頭の顔と胸に、すっぽりと一本の満開の桜の木がかぶさって、まるで上半身が桜、下半身が

人間のような存在に見えるように撮っているのである（図29）。桜と浅野内匠頭を視覚的にここ

まで一体化したカメラワークは、これまでの忠臣蔵映画にはなかった。

桜と一体化した彼が辞世の句を詠む姿が、つぎにミディアム・クロースアップであらわれる

（図30）。そのミディアム・クロースアップに、浅野内匠頭の声が「斬りたかった」とボイス

オーバーでかぶさってくる。その声は、無念の思いを伝えている。「無念じゃ」という台詞は、

1985年の浅野内匠頭が吐いていたが、ここではそれ以上に彼の心は掻きむしられているのだ。

吉良上野介を「斬りたかった」と発言する浅野内匠頭は、忠臣蔵映画の歴史のなかで初登場であ

る。無念さは、そこまで高まったのである。

	 	 図30	

2	 この死生観は 1748 年ごろに成立した『仮名手本忠臣蔵』によって広く浸透するが、15 世紀に活躍した一休宗
純（1394 ～ 1481 年）の言葉であるとみなされる。一休と「花は桜木」に関しては、たとえば「美しい日本の
常識を再発見する会」編著、『日本人は桜のことを何も知らない』（学研、2003 年）、35 頁に端的な解説がみ
られる。なお、「花は桜木、人は武士」は『仮名手本忠臣蔵』の十段において、大阪商人の天河屋義平が子を人
質に取られてまでも、注文を受けた仇討のための武具の事実を隠しとおした「性根」を称賛して、由良助（大
石内蔵助がモデル）が発する言葉である。その言葉は、「花は桜木、人は武士と申せども、いっかな武士も及ば
ぬ御所存」。詳細はつぎの文献を参照のこと。上村以和於著、『仮名手本忠臣蔵』（東京、慶應義塾大学出版会、
2005 年）、123-130 頁。

	 	 図29	
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『ラストサムライ』（2003年、アメリカ）――「完璧だ」

日本映画の「男の桜」の系譜につながる外国映画がある。アメリカ映画の『ラストサムライ』

（2003年、エドワード・ズウィック監督）である。1870年代の明治維新期の日本を舞台にし、

エンディングの戦いのシーンで切腹が行われるのであるが、桜も同時に出るように設定されてい

る。

明治天皇に敬意を抱きながらも、「近代化」に懐疑的な勝元盛次（出演：渡辺謙）は、武士道

を重んじる侍たちを率いて、政府軍と戦うことになる。勝元たちの刀にたいして、政府軍の鉄

砲。戦いは、とうぜん鉄砲の勝利となり、勝元は瀕死の重傷をおう。まだ息のある勝元は、隣

に倒れていた戦友ネイサン・オールグレン（出演：トム・クルーズ）が命をとりとめたのを知っ

て、切腹するのに力をかしてくれと頼む。自分ひとりでは、もはや切腹する力は残っていない。

オールグレンは勝元の名誉のため、彼の刀に手を添えて、切腹を果たさせてやる（図31）。その

とき勝元の目に入るのは満開の桜であり（図32）、「完璧だ」（perfect）という最後の言葉が

彼の口からもれる。ここで死に絶えるのは、勝元とて無念ではあろう。しかし、死ぬことが避け

られないのであれば、せめて切腹によって名誉の死を遂げたいと考えたのである。切腹に満開の

桜がともなっていることを「完璧だ」と考える背景には、忠臣蔵映画で受け継がれてきた「男の

桜」の伝統がある。

『男たちの大和 YAMATO』（2005年）――「散る桜」

日本にも、『ラスト・サムライ』のように忠臣蔵をテーマとしない映画でありながら、「男の

桜」の伝統を受け継ぐものがある。もっとも、「男の桜」が出てくる映画では、男が散っていく

必要がある。切腹するか、殺害されるか、事故死するか、病死するか、いずれの方法でもよい

が、男が死ななければならない。

2005年の『男たちの大和	YAMATO』（佐藤純彌監督）は、第二次世界大戦末期に「水上特攻

隊」として戦艦大和に乗り込んだ若者たちの心理を描き出している。最後の上陸許可が出た1945

年3月のあと、満開の桜のなかで4月初旬に出港した戦艦大和。アメリカ軍の沖縄上陸に応戦すべ

く、大和の兵士たちは「死ニ方用意」を開始した。死ぬ準備、である。これはまさに、死を命じ

られた浅野内匠頭の状況とおなじである。

	 図31	 図32
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大和の水上特攻兵のひとり、森脇庄八（出演：反町隆史）は最後の上陸中、今生の別れを告げ

に戦友の内田守（出演：中村獅童）を病院に訪れる。内田は先の戦闘で全身を負傷し、病院に収

容されている。彼らが向い合って座っている背後には複数の窓があり、その窓をとおして満開の

桜の木が何本も見える。これだけ満開の桜を背景として映し出すからには、きまって桜への言及

があるはずだ。じっさい、すぐに桜が話題になるので、そのシーンを見てみよう。

ベッドのうえの内田は、森脇の姿を見るやいなや、いまのような緊迫した情勢下に「こんなと

ころへ来る暇があるか」と核心をつく。そして、森脇が自分に会いにきた理由をこう推察する―

―「沖縄か。いつや？・・・最後の別れに来たんか？」 そのとおりだった。病院に縛り付けら

れた身であっても、内田はつねに森脇たち戦友のことを気にかけ、みなが水上特攻として死にゆ

くことも知っているのである。森脇は返事をせず、窓辺へ行って外の満開の桜に目に言及する―

―「桜がきれいに咲いとるのう」（図33）。ここで森脇は、負傷のため特攻に参加できないと

いう負い目をもつ内田に、桜にたとえてメッセージを伝えはじめる。「散る桜。残る桜も散る桜

だ」。黙って聞いている内田に、森脇は結びの言葉を述べる――「それでいいじゃないか」。こ

の言葉が発せられると同時に、内田の顔はクロースアップにされて出てくる（図34）。その目

は閉じられ、口は一文字に結ばれていることがわかる。このとき内田が、「それでいい」とは思

わず、ある決心をしたことは、やがて明らかになる。沖縄の特攻作戦が近いことを知った彼は、

軍規を破って病院を抜け出し、戦艦大和に秘かに乗り込んだのだった。「残る桜」にならずに、

森脇たちといっしょに「散る」覚悟を決めたのだった。「男の桜」は、散るのである。（ただ、

皮肉なことだが、内田は生き残る。そのことは映像として出ることなく、登場人物たちの台詞に

よって観客に伝えられる。）

『花よりもなほ』（2006年）――「来年もまた咲く」

これまで考察してきた「男の桜」の伝統を、ひねって提示しようとする映画もある。2006年

に是枝裕和が監督した『花よりもなほ』が、それである。浅野内匠頭の辞世の句の一部が映画の

題名になっていることからわかるように、浅野内匠頭の切腹とかかわった映画である。切腹事

件が起きた直後を時代背景として、赤穂の浪士たちが仇を討つかどうかが、ひとびとの関心ごと

になっている。みごとに満開の桜の木の下で、ひとびとが浅野内匠頭が詠んだ「花」すなわち桜

について、意見を言い合っている（図35）。ひとりが「残りなく散るぞめでたき桜花」という

	 図33	 図34
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『古今和歌集』からの句を詠むと、孫三郎（出演：木村祐一）がこう解説を加える。「桜が潔い

のは、来年もまた咲くのを知ってるからじゃないの？ じゃなきゃ、そう簡単に散らないよ」。

桜は死なないことを知っているから、いさぎよく散ることができるのだという見解に、ひとびと

は賛同する。『花よりもはほ』は忠臣蔵映画の伝統を意識し、そこに定着した「男の桜」をパロ

ディ化し、桜の意味を変えようとするのである。桜は散って終わりになることはない、来年また

咲くのだから、と。

『最後の忠臣蔵』（2010年）――無言の桜

まったく台詞がなく、無言で進行する切腹シーンをもつ『最後の忠臣蔵』（2010年、杉田成

道監督）において、桜の花びらはハラハラと舞い散るだけである（図36）。静止画ではわかりづ

らいが、図36に見える白い斑点が、舞い落ちる桜の花びらである。切腹しようとする浅野内匠頭

（出演：村井良大）はじつに小さなサイズになっている。彼の心情を読み取ることができない。

切腹シーンに桜を登場させるというスタイルは遵守されているが、ただ桜が淡々と散っていると

ころ見せるだけの映画ともいえる。

桜は死にゆく男の心情を代弁するものだった。忠臣蔵映画の浅野内匠頭の切腹シーンで、桜を

登場させるスタイルは守られ、桜は男の切腹を完璧にした。

しかし1970年代以降になると、男の「無念」の象徴であった桜は、「無念」ひとすじではなく

なり、それをパロディ化する映画や、「無念」そのものに新たな解釈を与えようとする映画が登

場し、多様化されてきた。

その1970年代には、さきに触れたように、「無念」とは正反対の「幸福」の象徴としての桜

	 	 図35	

	 	 図36	
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が描き出されるようになってくる。それも「男」が桜へとほかの登場人物や観客を導いていくた

め、「男の桜」ではあるが、忠臣蔵映画が培ってきた伝統とは大きくかけ離れている。

（２）男の幸福の桜

桜はとうぜん「春」の花であり、春夏秋冬という季節の象徴から見れば、これから芽が出て、

これから成長していくという前途のある、明るい未来を意味する。「春」はほかの季節より優位

に位置づけられる。夏は最盛期であっても、これから秋、さらには冬へむかうため、先には下降

しかない。それに対して、春はこれから上昇し成長する段階であり、明るい未来が約束されて

いる。その明るさは、桜の美しさや豪華さと重なって、幸福のシンボルともなっていく。先には

「幸福」「華やぎ」「楽しさ」が期待でき、「ひとり」や「孤独」や「不幸」や「死」といった

ネガティヴな要素が否定される。「生」や「幸福」を意味する桜が、1970年代以降、日本映画の

桜の表象として浮上してきたのである。

『男はつらいよ 噂の寅次郎』（1978年）――春の幸福の桜

絶望のどん底から一気に幸福へと急上昇するシーンに、桜を登場させるのは、適切な設定であ

る。山田洋次監督が制作した「男はつらいよ」シリーズで、そのような絶望から幸福への激変の

シーンが登場する。『男はつらいよ 噂の寅次郎』（1978年）の冒頭のエピソードにおいてであ

る。そこで桜がどのように登場するか、考察していこう。

貧困のどん底にいる一家。ときは冬。雪がちらついている。とても貧しいにもかかわらず、お

さく（出演：倍賞千恵子）は家の近くにある「寅地蔵」という地蔵に、餅やみかんをそなえ、雪

をかぶって寒かろうと自分の羽織を着せてやる。そして「今夜は大雪になりそうだ」と言いなが

ら、家路をたどる。家では、借金の取り立て屋たちが、乱暴を働いている。そこで彼女は、自分

の身を売る決心をする――「わたくしが代官様のお妾になります。そうすれば借金は棒引きにし

てくださるんでしょ」。

おさくが連れて行かれようとするとき、寅地蔵の化身の坊さん（出演：渥美清）が登場する。

彼は笏の一振りで、悪者たちを倒し、季節を「冬」から「春」に変える（図37－38）。何もな

	 図37	 図38
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かった家には、米俵や野菜や金貨がつぎつぎに現れる。春になった庭には、「桜」が開花し、

花見のひとびとまで出現している。このシーンにおいて、桜を出現させたところが重要である。

これまで赤貧にあえいでいた一家が、これから幸福になることを、「桜」の出現によってあらわ

したのである。幸福の印として、一家の面々にも観客にも見える形で、「桜」が出現したのであ

る。

『細雪』（1983年）――笑顔を撮影する男

桜が花見のシーンに登場するのは、とうぜんであるが、桜が出現することによって幸福感が生

まれる。『細雪』には豪奢な花見シーンがオープニングで展開され、観客はさまざまな種類の桜

の美しい姿に圧倒される。その花見シーンでは、桜の豪奢なようすが披露されると同時に、重要

な「幸福」というテーマが強調される。

蒔岡家は本家と分家に分かれている。本家の鶴子（出演：岸惠子）と分家の幸子（出演：佐久

間良子）は、ぎくしゃくすることが多い。その日は、四姉妹と幸子の夫が京都の平安神宮へ、年

に一度の花見に来たが、会うそうそうに鶴子と幸子は言い合いをはじめる。しかし、壮大に広が

る桜を目の前にして、言い合いはまもなく打ち切られ、一同そろって仲よく歩きはじめる。

平安神宮の美しい桜のあいだを歩く彼らは、白一点の貞之助によって写真に撮られながら、

ゆっくりと移動していく。貞之助は女たちに立ち止まる指示を与えながら、彼女たちを桜といっ

しょに撮影する。彼は女たちの前になったり後になったりして、彼女たちを導いていく。女たち

に不調和音はない。桜に囲まれると、蒔岡家のみなが幸福で満ちるのである。鶴子と幸子だけで

なく、雪子（出演：吉永小百合）と妙子（出演：古手川祐子）も笑顔である。

『はつ恋』（2000年）――「この人生」の幸福

長野県上伊那郡にある「願い桜」という桜が、幸福の象徴としてみごとに描き出された映画で

ある。ここでも、幸福な女たちを桜といっしょに撮影するのは、男である。「願い桜」は母、志

津枝（出演：原田美枝子）が元恋人、藤木（出演：真田広之）と訪れた桜である。また同時に、

彼女が現在の夫、泰仁（出演：平田満）と結婚し赤ん坊が生まれた直後に、初めての家族旅行で

訪れた桜でもある。いま志津枝は、末期がんのため入院中であり、死は迫っている。成長した娘

の聡夏（出演：田中麗奈）は、藤木を見つけて出す。そして彼に協力を求めて、母が24年前に彼

に渡さなかった手紙に記された願い――「あの願い桜の下でもう一度会ってください」――を叶

えさせようとする。

計画を決行する日。夜のライトに浮かび上がるみごとな満開の桜の下に、母と娘は立つ。やが

て、来るはずだった藤木の代わりに、父が現れる。聡夏は「ええぇ？ 何でぇ？」と驚きの声を

あげるが、父はそれにかまわず、二人の女たちを桜の前に立たせて、写真撮影をはじめる。そし

て、その写真のなかへ自分も入って、一家の記念写真を撮る（図39）。幸福な一家。母は藤木と



Area	Studies	Tsukuba	34	:	37–64,	2013

54

のあり得たかもしれない人生よりも、「この人生」に満足していることを、自分にも娘にも言い

きかせる――「わたしはこの人生が理想と違ったものだなんて、ぜんぜん思ってないの。おとう

さんと結婚してなかったら、	あなたのような最高の娘にだって出会えなかったんだもの。あり

がとうね」。桜の下で家族の絆は強まり、それを泰仁は永久に残る記念写真として撮ったのであ

る。このあと志津枝は死ぬが、彼女は死ぬ直前に桜の木の下で「この人生」がどれほど幸福であ

るか、泰仁の存在がどれほど大切であるかを認識し、娘にも観客にも伝えることができたのだっ

た。桜のシーンにおける泰仁の登場は、この幸福を成り立たせるのに不可欠だったといえる。

『さくらん』（2006年）――幸福なカップル

桜が幸福と明るい未来の象徴となる好例が、『さくらん』に見られる。この映画は、花魁のき

よ葉（出演：土屋アンナ）が玉菊屋に連れてこられた幼少のころから、そこを逃げ出すまでを描

いている。取り上げるのは、エンディングの逃げ出すシーンである。彼女を誘って、いっしょに

逃げ出すのは、おなじく玉菊屋に奉公している清次（出演：安藤政信）。花を咲かせたことがな

い不思議な桜の木に、もし花が咲いたら玉菊屋を逃げ出そう、と決心している彼女は、今年も桜

の花は咲かなかった、と観念したようす。それを見て、清次は提案する――「見に行くか、ほん

ものの桜。おれと行っても、何にもねえけどよ」。清次は駆け落ちを提案しているのである。き

よ葉はこの提案に応じ、二人は菜の花畑を抜けて、桜並木に向かって走っていく。走る二人はロ

ングショットで撮られているが、桜並木に到達するとバストショットに変わり、嬉しくてたまら

ない表情がよくわかるようになる（図40－41）。清次の提案で、桜の花びらを浴びながら並んで

歩くようになった二人は、幸福なカップルそのものである。

	 	 図39

	 図40	 図41
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『夕凪の街 桜の国』（2007年）――背景としての桜

広島での原爆をテーマにした映画でも、人生の幸福な時期には、背景に桜が咲き誇るように設

定される。石川七波（出演：田中麗奈	）が生まれる以前の両親の幸福な人生が、現在の七波に

ヴィジョンとして見えてくる。「母からいつか聞いたのかもしれない。けれど、こんな風景をわ

たしは知っていた」という彼女のナレーションと同時に、そのヴィジョンははじまる。

新婚の父が出勤時、見送る新妻のほうを振り返って、満開の桜のなかで手を振っている（図

42）。幸福な新婚夫婦を端的に表現するのは、満開の桜を背景にしたこの父の姿である。つぎ

に七波のヴィジョンに出てくるのは、彼女が母の胎内に宿ったときの情景。橋のなかほどに立っ

て、母の大きな腹に手をのばそうとする父。この幸福な父母の背後には、やはり満開の桜が配置

されている（図43）。幸福な若いカップルは、咲き誇る桜に幸福を保証されているかのようであ

る。

この夫婦は、新婚のときも桜に囲まれ、子を宿したときも桜に囲まれる。無理やり桜のある風

景が登場させられているようでもあるが、幸福感を満開の桜で表現しようとする監督の意図なの

だろう。このように映画における桜は、幸福の代名詞なのである。

幸福の桜の伝統は、多くの映画に受け継がれている。たとえば、『山桜』（2008年、篠原哲雄

監督）、『雷桜』（2010年、廣木隆一監督）などの映画に、「幸福」のなかでも「男女間の幸

福」に特化した表象が見られる。「幸福」の桜は、「無念」の桜と違い、制作本数がますます増

えている。

（３）ファム・ファタールの桜

映画における「無念の桜」も「幸福の桜」も、男が契機となって出現する。しかし桜は元来、

木花之佐久夜毘売（コノハナノサクヤビメ）として『古事記』（上・中・下巻の成立は、後世の

写本の序文に記された712年と確定）に登場し、さらに木花開耶姫（コノハナノサクヤビメ）と

して『日本書紀』（全30巻、720年完成）にも登場する「女」である。3	もともと女であるため、

桜が女として表象されることは多い。

桜が女と重ね合わせられるとき、それを見ている主体は男である。女と重ねあわせられる桜を

	 図42	 図43
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描く映画には、かならず桜をながめる男が登場する。そして、女は美しい。この美しい女は死ぬ

ように設定されている。そのそも桜は散るものだからである。彼女が死ぬとき、男も道連れにさ

れる（されそうになる）。女はファム・ファタール（宿命の女）として機能するのである。

「女の桜」の映画は、忠臣蔵映画の「男の桜」の出現よりずっと遅れて登場した。「男の桜」

の伝統が1930年代に確立されたのにたいして、「女の桜」の映画の最初の作品は、ヌーヴェル

ヴァーグの旗手のひとり篠田正浩によって、1975年に監督された『桜の森の満開の下』である。

それ以前には、桜を明白に女として描き切った映画は、見つからない。1970年代といえば、「男

の幸福の桜」の表象が出現した時期とおなじである。1970年代には、桜表象の総体に大きな変化

が生じたといえる。それを確信するために、「女の桜」の出現とその系譜を追っていきたい。

『桜の森の満開の下』（1975年）――花びらになる女

映画『桜の森の満開の下』は、坂口安吾の短編小説『桜の森の満開の下』（1947年）を原作

とし、篠田正浩監督が桜のもつ狂気を、みごとに女の狂気として映画化した作品である。小説に

は、美しい女に出会った男が、彼女にたいして抱く不安と、満開の桜にたいして抱く不安とが、

「似ている」と直感する瞬間が描かれている。「女」と「桜」が同一であるとストレートに述べ

るのではなく、あくまで可能性を暗示するにとどまった描写である。男の不安に関する一節を引

用してみよう。

目も魂も自然に女の美しさに吸いよせられて動かなくなってしまいました。けれ

ども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ、不安だか、何が、不安だか、彼に

は分らぬのです。（中略）なんだか、似ているようだな、と彼は思いました。似た

ことが、いつか、あった、それは、と彼は考えました。アア、そうだ、あれだ。気

がつくと彼はびっくりしました。

桜の森の満開の下です。あの下を通る時に似ていました。どこが、何が、どんな

風に似ているのだか分りません。けれども、何か、似ていることは、たしかでし

た。（『桜の森』351）4

映画では終盤のクライマックスにいたるまで、「桜」にたいして抱く不安と「女」にたいして

抱く不安が「似ている」ことには、いっさい触れられていない。それだからこそ映画のクライ

3	 田中秀明著、『桜信仰と日本人――愛でる心をたどる名所・名木紀行』（青春出版社、2003 年）、20-22 頁に端
的な解説が載せられている。

4	 本文中に坂口安吾の『桜の森の満開の下』を引用する場合は、『桜の森』と略記したあと頁数を数字で示した。
原典として、つぎの全集を用いた。坂口安吾著、柄谷行人編、関井光男編、『坂口安吾全集 第五巻』（東京
筑摩書房、1998）。
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マックス・シーンで、観客は「桜」と「女」の不気味な同一性に気づかされ、衝撃をおぼえるの

である。その終盤のクライマックス・シーンは、満面の笑みをたたえた男がたいへん嬉しそうに

女をおぶってやり、故郷の山へ帰るところからはじまる（図44）。これまで男は、女のために山

から都へ移って、嫌いな都で暮らそうと努力していたのだった。しかし今、やっと山へ帰れる、

しかも愛する女といっしょに。そうした歓喜が男を強気にさせ、避けていた満開の桜の森のなか

へ、女をおぶったまま足を踏み入れる。彼は女に明言している――「きょうみたいに優しいおま

えがいて、いっしょに山へ帰れる嬉しい日だから、桜の森なんて怖くないんだ」。

変化が起こるのは、男が満開の桜の森に入ってまもなくのこと。無数の桜の花びらが吹雪に

なって女の顔に降りそそぐ（図45）。男は不気味な気配を感じて女のほうを振り向き、ぎょっ

とする。彼がそこに見たのは、美しい女ではなく、醜い老婆の形をした妖怪だったのである（図

46）。美女が妖怪に変身したのだ。しかもその妖怪は、男の首を絞めつけてくる。妖怪を振り落

とそうと必死にもがく男の姿も、その背中に張りついている妖怪の姿も、降り注ぐ無数の桜の花

びらで、かき消されんばかりである（図47）。男は夢中で妖怪を振り落とし、その首を絞める。

	 	 図44

	 図45	 図46

	 図47	 図48
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女が死ぬと、桜の吹雪はぴたっと止んで、男は我に返る。そして、自分が絞め殺したのが、愛す

る女であったことがわかる（図48）。目を開け、笑ったまま死んだ女は、すぐに完全に消えてし

まう。散り去ったのである。

この終盤のクライマックスにおいて、桜の花びらを画面いっぱいに吹雪かせることは、映画の

見せ場になっている。その桜吹雪のなかで、女と桜の同一性が表現され、女が消滅すると桜吹雪

も止むのである。ところが坂口安吾の原文では、桜吹雪はまったく起こっていない。映画の桜吹

雪のシーンは、原作では以下のようにさらりとした描写になっている。

男は満開の花の下へ歩きこみました。あたりはひっそりと、だんだん冷めたくな

るようでした。彼はふと女の手が冷めたくなっているのに気がつきました。

俄にわかに不安になりました。とっさに彼は分りました。女が鬼であることを。

突然どッという冷めたい風が花の下の四方の涯から吹きよせていました。

男の背中にしがみついているのは、全身が紫色の顔の大きな老婆でした。その口

は耳までさけ、ちぢくれた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落そうとしま

した。鬼の手に力がこもり彼の喉にくいこみました。彼の目は見えなくなろうとし

ました。彼は夢中でした。全身の力をこめて鬼の手をゆるめました。その手の隙間

から首をぬくと、背中をすべって、どさりと鬼は落ちました。今度は彼が鬼に組み

つく番でした。鬼の首をしめました。そして彼がふと気付いたとき、彼は全身の

力をこめて女の首をしめつけ、そして女はすでに息絶えていました。（『桜の森』

366）

原作のどこにも、桜吹雪はない。原文と比較すると、映画が桜の吹雪を独自につくり出し、大

きな意味をもたせていることが明らかになる。この桜吹雪が止んだあと、すなわち女が消滅した

あと、事件が起こるが、それは男自身の消滅である。男が消え去るのは、あきらかに桜＝女に関

わったからである。桜＝女が彼を死への道連れにしたのである。「女の桜」は彼にとってファ

ム・ファタールなのだ。「女の桜」の系譜は、この映画からはじまる。

原作でも、男の消滅は描かれている。そのとき、さりげなく「女の姿」が「花びらになってい

ました」という記述が挿入されている。映画で大スペクタクル的な桜吹雪によって提示された女

と桜の同一性は、小説ではあくまで暗示のレベルにとどまっている。その「女」と「花びら」の

一節を引用しよう。

彼は女の顔の上の花びらをとってやろうとしました。彼の手が女の顔にとどこう

とした時に、何か変ったことが起ったように思われました。すると、彼の手の下に

は降りつもった花びらばかりで、女の姿は掻き消えてただ幾つかの花びらになって

いました。そして、その花びらを掻き分けようとした彼の手も彼の身体も延した時

にはもはや消えていました。（『桜の森』367）
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『夢千代日記』（1985年）――満開の桜、舞う女

「女の桜」が描かれる映画では、女は「美」しく、かならず「死」ぬ。そして、男を死または

破滅に追いやる。1985年に浦山桐郎が監督した『夢千代日記』でも、主人公の夢千代（出演：吉

永小百合）は透き通るように美しい女として設定されているばかりでなく、白血病を患い、余命

いくばくもない女としても設定されている。そして、その女を見つめる男が、やはり登場するの

である。

舞台は兵庫県美方郡温泉町（現：新温泉町）。夢千代は芸者であり、同時に芸者の置屋も営ん

でいて、芸者たちから「おかあさん」と慕われている。夢千代が白血病にかかったのは、終戦近

い広島において母の胎内で被曝したからであった。じきに死ぬ身であっても、彼女は熱烈な恋に

おちる。偶然出会った殺人容疑の男、宗方（出演：北大路欣也）に恋したのである。宗方は20年

近く警察から逃れとおしてきて、まもなく時効をむかえようとしている。

取り上げるシーンは、映画のエディティングである。時効まで逃れとおすつもりだった宗方

は、夢千代が瀕死の状態であることを知ると、逮捕される覚悟で彼女に会いに出てくる。宗方は

夢千代の臨終に間に合ったものの、待ち構えていた警官に逮捕され、連行されていく。連行され

る道中、宗方は橋の欄干で立ち止まり、涙を流しつつ夢千代を想う。この彼の夢想のシーンが、

映画の終わりまで続くのであるが、そのなかで夢千代は芸者姿で舞っている。重要なのは、彼女

の舞う姿が出るやいやな、みごとな満開の桜が出現することである。季節は寒い冬なのだから、

桜の並木が現実のものでないことは明らかである。宗方の夢想のなかで、満開の桜と夢千代の顔

がフレームいっぱいに重ね合わされる（図49）。桜は夢千代であり、夢千代は桜なのである。女

としての桜は、みごとに開花し、舞い、やがて散って（消えて）いく（図50）。

桜としての夢千代は、ファム・ファタールとして機能している。このファム・ファタールは、

男を死へと連れ去ることはない。しかし、彼女は彼の人生を逮捕へと転換させ、死刑もありうる

状況へ追いやったのである。

『桜の樹の下で』（1989年）――桜は女、という認識

男が「女としての桜」に死へと連れ去られそうになっても、引き止められ、生き延びる場合

	 図49	 図50
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がある。さきに考察した『桜の森の満開の下』のなかで女を演じた岩下志麻は、べつの桜映画で

も主演をつとめている。べつの映画とは、『桜の森の満開の下』の十四年後に制作された『桜の

樹の下で』（1989年、篠田正浩監督）である。

『桜の樹の下で』のエディティング近くで、料亭「たつむら」の女将、菊乃が自分のマンショ

ンのバルコニーから落下して、地面にうつ伏せて死んでいるのを発見される（図51）。彼女の死

体の横には、折られた桜の大輪が落ちている（図52）。死体と桜の枝の位置関係から、警察は推

測する――彼女は桜の枝をおろうとして、バルコニーから手を伸ばしたひょうしに、あやまって

転落したのだろう、と。そう聞かされた男は、女のバルコニーに立ったとき、彼女がそうしたと

思われるように、バルコニーから身を乗り出し、桜に手をのばす。彼に気づいた警官が、うしろ

から抱きかかえて制止したため、彼は転落をまぬがれる（図53）。彼の命は、女に――桜に――

取られずにすんだのである。

死んだ女は、もういちど男の前に現れる。満開の桜の樹がロングショットで登場するが、それ

は現実の世界である。その桜に近寄った男が、歩き去ろうとした瞬間、何かの気配を感じて振り

向くと、夢想の世界が広がりはじめる。まず彼の目に入るのは、桜の樹の下に立っている女であ

る。女の出現と同時に、豪奢な桜吹雪がおこる。女は死んだときのままの着物をまとい、桜の一

部であるかのように桜吹雪のなかに立ちながら男を見つめている（図54）。男は桜の花びらを

全身に浴びながら、嬉々として笑みをたたえる。女が桜吹雪として描かれるのは、『桜の森の満

開の下』とおなじである。また、女が消え去ると桜吹雪が止むのも、おなじである。重要なアク

ションは、女が消えたあとに起こる。残された男は、思わず桜の樹に駆け寄って、その枝に触っ

て女の存在を確認しようとするのだ。男にとって、女は桜であることが、この桜吹雪のシーンで

	 図51	 図52

	 図53
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明らかにされたのである。

女はファム・ファタールになりかけて、途中で阻止された。しかし、いったんファム・ファ

タールに取り憑かれた男は、桜にたいする認識をすっかり変えることになる。映画のはじめで、

彼は桜の樹の下に人の死体が埋まっているという伝説に言及して、「桜はね、人の血や肉を養分

として咲くんだな・・・だからこの桜の美しさには、人の狂気が乗り移っているんだよ」、と他

人ごとのように桜の美を観察している。ところが彼は、自分の愛人の死を契機に、桜が愛する女

そのものであるという認識に達したのである。

『さくら』（1994年）――桜は母だった

桜（＝女）が、男の望みに反して去っていく例は、『さくら』（1994年、神山征二郎監督）

にも見られる。映画の題名に桜が使われているように、主役は桜である。この映画に登場する国

鉄バスの車掌、佐藤良次は、自分が担当する名金線（名古屋～金沢）を桜の並木道にしたいと考

え、一生を植樹に捧げる。これは実話にもとづく映画で、原作は佐藤の手記をまとめた中村儀朋

編著の『さくら道――太平洋と日本海を桜で結ぼう』である。

佐藤は47歳で病死するが、死ぬまで名古屋から金沢までのバス路線に桜の苗を植えつづけた。

なぜ佐藤が一生を捧げるほど「桜」にこだわったのか、という疑問が浮かぶだろう。乗客を桜で

喜ばせたかったとか、太平洋と日本海を桜で繋ぎたかったとか、いろいろな理由が言葉で述べら

れる。しかし、桜への彼の強い執着は、じつは幼少期の体験にあったことが、彼が死ぬ直前に脳

裏に浮かぶ幻想によって明らかになる。そこで出る言葉は、ただひとこと、「おかあさあーん」

だけである。その幻想のシーンを見てみよう。

「おかあさあーん」という幼い彼の声が聞こえると、それに呼応して月の光をあびた満開の桜

が登場する。「おかあさあーん」という呼び声で桜を登場させるというカメラワークは、母と桜

の同一性を強調する。つづくカメラワークで、その同一性はいっそう深まる。桜の花びらがハラ

ハラと散るなかを、幼い彼はふたたび「おかあさあーん」と呼びながら、桜の大木にむかって走

り寄っていき、桜に到達する（図55）。すると、とつぜん母の死のヴィジョンが展開する。死ん

だ母の乗った籠が、数人の経帷子の人々によって運ばれていくのである。母たる桜が、そのヴィ

ジョンを彼に見せたのである。

	 	 図54	
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幼少時に母を失った佐藤は、そのあともずっと母＝桜のことを想いつづけ、日本横断植樹とい

う桜プロジェクトに取りかかったのである。「母＝桜」への執着は異様なほどで、病床にあって

も「桜の手入れをしたいんや」と言っている。彼の最期の言葉は、例の幻想のなかで発せられる

「おかあさあーん」であったことも、彼の心をずっと占めていたのが、母＝桜だったことの証し

である。その彼が、幼少時の幻想を見ながら息絶えることは、意味深い。母＝桜が、瀕死の息子

の幻想のなかに出現し、彼を死へといざなったことが明らかになるからである。母は息子にとっ

てファム・ファタールなのである。

**********************************

桜の表象を日本映画のなかに考察する本論文では、まず桜にジェンダーの差異があらわれてい

ることを解明した。そして、「男の桜」の系譜につながる映画と、「女の桜」の系譜につながる

映画において、桜がどのような意味を与えられているかを分析した。

「男の桜」の映画が出現したのは、1930年代にまでさかのぼる。それは忠臣蔵映画における

「死」に直面する「男」に関わり、桜は散ること（死ぬこと）の「無念さ」の象徴として確立さ

れる。この系譜は今日まで続いている。

しかし1970年代になると「死」や「無念さ」とは逆のポジティヴな男の桜も出現しはじめる。

「死」とは反対に、「生」へ力強く駆り立て、「幸福」を約束する桜である。春の花である桜

は、これから夏へ向かって成長・上昇していく季節のシンボリズムからいっても、幸福や生と

いったポジティヴな意味を表象するが、そうしたポジティヴな表象が1970年代に出現したのであ

る。

同じ1970年代には、「女の桜」も出現する。ヌーヴェルヴァーグの旗手であった篠田正浩監督

の『桜の森の満開の下』によって、「女の桜」の系譜ははじまった。「桜」と「女」の同一性が

明かされ、女は男を死へと連れ去るファム・ファタールとして機能することが解明された。

このように変貌し、成長する桜映画の総体を概観すると、「桜」が象徴するものは、死であ

り、生であり、男であり、女であり、無念であり、幸福であるといったように、ひとつには限定

できないことがわかる。むしろ、「桜」は相反するさまざまなものを意味するといえる。そうし

た桜の象徴の複雑さが生じたのは、1970年代であった。それ以前の映画における桜の意味は、

	 	 図55	
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「桜」映画一覧 （本論文で考察したもの）

制作年 映画の題名 国 監督 出演

1910 『尾上松之助の忠臣蔵』 日本 牧野省三 尾上松之助（浅野内匠頭、大石
内蔵助）

1938 『忠臣蔵 天の巻 地の巻』 日本 マキノ正博／
池田富保 

片岡千恵蔵 ( 浅野内匠頭）
阪東妻三郎 ( 大石内蔵助 )

1957 『大忠臣蔵』 日本 大曾根辰保 北上弥太朗（浅野内匠頭）
市川猿之助・猿翁（大石内蔵助） 

1958 『忠臣蔵』 日本 渡辺邦男 市川雷蔵 （浅野内匠頭） 
長谷川一夫 （大石内蔵助） 

きわめてシンプルであり、死に直面させられた男の「無念さ」を表象すると言えた。しかし1970

年代に生じた変化が、桜の意味を複雑にした。この変化の背景には、どのような文化的、心理的

な要因があったのであろうか。つぎの研究目標は、ヌーヴェルヴァーグという動きに着眼しなが

ら、1970年代の桜表象の変化の背景をさぐることである。

さらに、外国映画に登場する桜の表象を分析し、日本映画の場合と比較考察することも、今後

の研究目標のひとつである。日本を描くアメリカ映画に桜が出てくるのは、ある程度必然的と言

えるが、1930年代という早い時期のドイツ映画『会議は踊る』（1931年、エリック・シャレル

監督）にも、日本がまったく登場しないにもかかわらず、「庭には大きな桜の木」と桜が出てく

る。そうした外国映画の桜表象にも注目していきたいのである。

さいごに本研究が意図的に問題にしなかった桜の「美しさ」に関して、ふれておきたい。どの

桜表象を考察しても、桜が醜く汚いという例はなかった。そこで、桜の意味として「美」は当然

すぎるものと考え、あえて考察の対象とはしなかった。もし、桜を汚物とみなすような表象の例

が見つかれば、新たな研究の方向が生まれるであろう。

【文献リスト】

「美しい日本の常識を再発見する会」編著、2003、『日本人は桜のことを何も知らない』、東

京、学研。

小川和佑著、2008、『桜の文学史』、東京、文藝春秋。

上村以和於著、2005、『仮名手本忠臣蔵』、東京、慶應義塾大学出版会。

坂口安吾著、柄谷行人編、関井光男編、1998、『坂口安吾全集 第五巻』、東京 筑摩書房。

田中秀明著、2003、『桜信仰と日本人――愛でる心をたどる名所・名木紀行』、東京、青春出版

社。

中村儀朋編著、1994、『さくら道――太平洋と日本海を桜で結ぼう 新訂版』、東京、風媒社。

【映画リスト】 
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制作年 映画の題名 国 監督 出演

1959 『忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻』 日本 松田定次 中村錦之助（浅野内匠頭）
片岡千恵蔵（大石内蔵助）

1961 『赤穂浪士』 日本 松田定次 大川橋蔵 （浅野内匠頭）
片岡千恵蔵 （大石内蔵助）

1962 『忠臣蔵 花の巻・雪の巻』 日本 稲垣浩 加山雄三 （浅野内匠頭）
初代松本白鸚 （大石内蔵助）

1975 『桜の森の満開の下』 日本 篠田正浩 若山富三郎（山賊）
岩下志麻（女）

1978 『男はつらいよ 噂の寅次郎』 日本 山田洋次 渥美清 （車寅次郎）
倍賞千恵子（さくら）
前田吟（博）

1983 『細雪』 日本 市川崑 岸惠子（蒔岡鶴子）
佐久間良子（蒔岡幸子）
吉永小百合（蒔岡雪子）
古手川祐子（蒔岡妙子）
石坂浩二（幸子の夫・貞之助）

1985 『忠臣蔵前篇 君、怒りもて往
生を遂ぐ』

日本 斉藤武市 風間杜夫（浅野内匠頭長矩）
里見浩太朗（大石内蔵助）

1985 『夢千代日記』 日本 浦山桐郎 吉永小百合（夢千代）
北大路欣也（宗方勝）

1987 『必殺忠臣蔵』 日本 工藤栄一 沖田浩之（浅野内匠頭）
山城新伍（大石内蔵助）

1989 『桜の樹の下で』 日本 鷹森立一 岩下志麻（辰村菊乃）
津川雅彦（遊佐恭平） 

1994 『さくら』 日本 神山征二郎 篠田三郎（佐藤良次）
田中好子（佐藤千加子）

2000 『はつ恋』 日本 篠原哲雄 平田満（父・会田泰仁）
原田美枝子（母・会田志津枝）
田中麗奈 （会田聡夏）

2003 『ラストサムライ』 ア メ リ カ・ ニ
ュージーラン
ド・日本

エ ド ワ ー ド・
ズウィック

渡辺謙（勝元盛次）
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安藤政信（清次）

2007 『夕凪の街 桜の国』 日本 佐々部清 伊崎充則（石川旭・青時代）
田中麗奈（石川七波） 

2010 『最後の忠臣蔵』 日本 杉田成道 村井良大（浅野内匠頭）
片岡仁左衛門（大石内蔵助）
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Abstract

Although	 in	 the	Western	world	 the	 importance	of	 the	church	 in	 cultural	

tradition	 is	unquestionable,	 in	Japan	 it	 is	difficult	 to	perform	theological	studies	

in	the	public	 institutes	or	national	universities,	since	members	of	these	 institutes	

are	required	 to	 take	a	neutral	stance	both	politically	and	religiously.	But	 if	we	

exclude	the	biblical	or	patristic	theology	from	studies	of	the	ancient	world,	we	are	

forced	to	reduce	the	contents	of	learning	itself.	Under	such	a	restriction,	we	would	

like	to	suggest	that	“realized	eschatology”	 in	the	Gospel	according	to	John	will	be	

harmonious	with	the	spiritual	background	and	the	structure	of	Japanese	institutes.	

The	theological	view	of	the	Gospel	according	to	John 	is	said	to	be	handed	down	

well	 in	the	liturgy	of	the	byzantine	rite,	especially	in	its	Anaphora.	Since	the	same	

loaf	and	wine	viz.	 the	sanctified	body	of	Jesus	 is	maintained	from	the	Institution	

to	the	Epiclesis,	 the	identity	of	the	apostolic	community	with	the	body	of	Jesus	is	

guaranteed.	The	author	of	the	Gospel	according	to	John 	testifies	to	the	crucified	
Jesus	on	the	cross	that	the	following	sign	happened:	“one	of	the	soldiers	pierced	His	

side	with	a	 lance;	and	immediately	there	came	out	blood	and	water”	(Joh	19,34).	

Before	this	moment,	Jesus	“was	already	dead”	(Joh	19,33).	Traditionally	the	church	

fathers	were	used	to	explain	that	this	sign	signifies	the	emanation	of	the	Holy	Spirit,	

to	be	more	precise,	of	 the	spirit	of	resurrection.	 If	we	 identify	the	community	of	

those	faithful,	who	have	faith	in	resurrection,	with	the	body	of	Jesus	on	the	cross,	

who	died	and	resurrected	with	emanation	of	the	blood	and	water,	we	can	explain	

the	words	of	resurrected	Jesus	that	“I	have	not	yet	ascended	to	the	Father”	 (Joh	

20,17)	in	such	a	way	that	the	faith	of	the	Christ’s	disciples	in	resurrection,	especially	

of	Peter,	was	still	 incomplete	at	that	time	(cf.	Joh	20,8).	On	the	basis	of	byzantine	

theology,	the	ascent	of	Jesus	to	the	Father	means	that	his	disciples	can	construct	

古典古代学と聖書学
─『ヨハネ福音書』と共観福音書─

Classical	Studies	and	Biblical	Studies:
Gospel	according	to	John	and	the	Synoptic	Gospels

秋山 学
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the	living	community	identical	with	Jesus	on	the	cross.	Thus,	we	can	interpret	the	

message	of	the	Gospel	according	to	John	in	such	a	way	that	through	“faith”	in	the	

resurrection	of	Jesus	on	the	cross	we	should	participate	 in	the	community	of	the	

resurrected	body	of	Christ:	we	can	receive	the	eternal	 life	of	God	in	this	body	of	

Christ,	who	has	already	overcome	the	power	of	death.	Accordingly,	since	it	can	be	

said	that	on	the	basis	of	 “realized	eschatology”	of	 the	Gospel	according	to	John ,	
we	can	get	eternal	 life	from	the	reading	of	this	Gospel 	 itself,	so	we	need	not	have	

any	other	 institution	 like	the	church	outside	the	public	one.	 In	this	way,	we	can	

change	our	 interpretation	on	 the	 “Sermon	on	 the	mount”	 (Mt	5-7).	Here	Jesus	

cites	a	passage	of	the	Leviticus 	(Lv	24,20),	“do	not	take	revenge	on	someone	who	

wrongs	you”	(Mt	5,39),	and	preaches	on	the	love	for	enemies:	“love	your	enemies	

and	pray	for	those	who	persecute	you”	(Mt	5,44).	However,	in	the	Gospel	according	
to	John	the	new	commandment	for	the	community	of	the	disciples	is	just	“love	one	

another”	(Joh	13,34).	If	we	participate	in	the	community	of	the	body	of	Jesus	on	the	

cross	on	the	basis	of	the	Gospel	according	to	John ,	there	is	not	an	enemy	anymore,	

since	death,	 the	biggest	enemy	for	human	beings,	has	been	overcome	already.	

Therefore	for	this	community,	also	the	commandment	of	forbidding	revenge	is	not	

indispensable.	

I 序．日本の聖書学に求められるあり方

いわゆる「古典古代学」という学問分野1が研究対象とする文献の中では，古代から中世にかけ

てのキリスト教教会の手がけた文書が，量的にかなりの割合を占める．キリスト教古代・中世の

ものに限らず，それ以前の時代すなわち紀元前に属する文献も，教会における人文主義（ヒュー

マニズム）的精神性のもとに筆写伝存されたものがほとんどであるから，文化伝承の上で教会の

存在意義は計り知れぬほどに大きい2．

けれども，わが国における高等学術教育機関にあっては，いささか事情を異にする．純粋な

「国公立大学」が姿を消した現在にあっても，なお公的な性格を有する大学であれば，宗教や政

治からは独立した機関でなければならない．ここに，古典古代学関係文献の理解のためにはキリ

スト教的背景知識が不可欠であるにもかかわらず，教育研究の現場では，それらの伝授がひとま

ず制限されるという現実がある．だからといって，公的な大学における「研究」の対象からもそ

れらを除外するというあり方─たとえば「西洋古典学」の内包そのものから古代キリスト教文学

1	 「古典古代学」の内包については，秋山（2009）および同（2010b）．特に本稿では，「古典古代学」が神学を
含むという点を主眼としている．

2	 秋山（2001）．



Area	Studies	Tsukuba	34	:	65–86,	2013

67

を外す傾向─は，学問そのものを貧しくするという理由において，努めて避けなければならない

事態である．またこの際，たとえば古代キリスト教神学文献・教父文献を例に取るなら，古典ギ

リシア語・ラテン語で記された文献であるという認識の下に，それらを語学的・歴史的に正確に

解読することのみを公的大学における教育研究の課題とする，というあり方は，決して十分であ

るとは言えまい．文献学（ないしむしろ広く「文学」）とは，その文献に盛り込まれたメッセー

ジを十全に汲み取る作業をまず己の課題・使命とするのであり，神学的文献・霊性文学などであ

れば，その霊性と神学をこそ理解するプロセスが重んじられねばならないはずである．したがっ

てわが国での「古典古代学」における「神学」に関しては，宣教などの活動とはまったく無関係

に，研究成果の提示が，いわば「終末論的」なかたちで行われることのみが求められる，と言う

ことができるだろう．宣教とは必ず効果を意識した上で行われる行為であり，そこには未来に向

けてのヴィジョンが伴う．つまりここで「終末論的」とは，教会的伝統が神学研究の上で不可欠

であるならば，それらはすべて研究成果の提示のなかに取り込んだ上で，大学から別の機関に向

けてのさらなる連関性を意図的に遮断しておく，というあり方を指すものである．その上で，た

とえば「神学的霊性」すらも，学的知見の一部として，日本の公的大学で十全に伝えられねばな

らないであろう．

II 新約聖書と終末論

さて，古代キリスト教神学文献のうち，本稿ではまず「新約聖書」を考えてみることにしよ

う．福音書と使徒たちの書簡等から成る「新約聖書」が，キリスト教教会での討議を経て，27の

文書をその「正典」として収めるまとまりに成立した過程を問うことは，今ここでの課題ではな

い．ただ「新約聖書」というまとまりは，「教会」を前提とする場合にのみ有効であることを確

認しておきたい．

ところで，筆者は先に，2012年8月21日から23日にかけてハンガリー・セゲド市にて開催され

た第24回セゲド国際聖書学会において，「『ヨハネ福音書』における世への神の愛」という題目

で口頭発表をおこなった．同学会は，中・東欧域における最大の聖書学会であるばかりでなく，

ヨーロッパ大陸においても最大級の国際聖書学会に数えられる．前年度の第23回大会において，

筆者は当学会による2011年度「会友表彰」の栄誉に浴した．今年度筆者が行った発表は，表彰

の対象となった2010年度の発表「『ヨハネ福音書』における，共同体のために自らの生命を与え

るイエスの霊：ビザンティン典礼教会の聖書・典礼神学に照らして」3の論旨を発展させ，『ヨハ

ネ福音書』に顕著な「現在終末論」の神学を徹底的に推し進めて，同福音書第19章34節に見られ

る「イエスの脇腹からの血と水の流出」を「復活のしるし」と理解する教父時代以来の神学的解

釈に立脚した上で，その発出の源となる「十字架上のキリスト」への与かりこそ，『ヨハネ福音

3	 AKIYAMA	(2011).
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書』に語られる「永遠の生命への与かり」であり，この与かりが同福音書の説く「信仰」に他な

らない，とするものである．この発表に関しては，同学会の支援者でもあるドイツの代表的カト

リック新約学者ヨアヒム・グニルカ師（1928－ ）4，およびグニルカ師の弟子の一人として知ら

れるデトレフ・ドルマイヤー氏（1942－ ）5が，英語訳原稿を通じて聴講され，概して好意的

に受け入れて下さった．発表後，グニルカ師からは「共観福音書とヨハネ福音書との関係はどの

ようなものか」という問いが提起され，ドルマイヤー氏からは，筆者の終末論的ヴィジョンに関

する質問があった．

本稿は，これらお二人の質問に答えるべく，ひとまず論点を四福音書および関連する旧新約

文書に限定した上で，現時点での筆者の考え方について述べるものである．拙見によれば，四

福音書のなかでマタイ・マルコ・ルカの三福音書（すなわち「共観福音書」）は，教会の存在

あるいは役割を前提として記されているが，第四福音書すなわち『ヨハネ福音書』は，「教会」

（ekklēsia）という語彙がその中に一度も見られないという事実もあり，教会とは別個の次元にお

いて読まれうる．

いま，この点について確認してみよう．『マタイ福音書』の末尾には，復活のイエスをめぐる

次のような一節がある．「12人の弟子たちはガリラヤに行き，イエスが彼らに命じておいた山

に登った．彼らはイエスを見ると跪いたが，ためらう者もあった．イエスは彼らに近づき，こう

言った．＜わたしには天と地のすべての権能が与えられている．あなたがたは行ってすべての民

に教え，彼らに対し，父と子と聖霊の名のうちに洗礼を授けよ．彼らに対し，わたしがあなた方

に命じたすべての事柄を守るように教えよ．見よ，わたしは世の終わりまで，いかなる日もあな

た方とともにいる＞」（ﾏﾀｲ28,16－20）．ここでは，弟子たちに対して，明確に「洗礼を授け

る」という任務が託されている．これに対し『ヨハネ福音書』では，この福音書を執筆する目的

は，次のように記されている．「イエスは弟子たちの前で，他にも多くのしるしを行った．これ

らはこの書には記されていない．この書が記されたのは，イエスが神の子キリストであり，あな

た方が信じて，彼の名のうちに生命を有するためである」（ﾖﾊﾈ20,30－31）．また『ヨハネ福

音書』の第４章には，「イエスは，ファリサイ派の人々が，イエスが洗礼者ヨハネよりも多くの

弟子たちをつくり，洗礼を授けていることを聞いたと知ると─もっともイエス自身ではなく，彼

の弟子たちが洗礼を授けていたのであるが─，ユダヤを離れて再びガリラヤに赴いた」（ﾖﾊﾈ4,1

－2）という一節があるが，これは『ヨハネ福音書』（の前半）に記されるイエスが，洗礼など

後代の教会がおこなう活動とは無縁であった，という事実を語る箇所と見なすことができるであ

ろう．また通常「ヨハネ文書」として一括される文書群─『ヨハネ福音書』および３通より成る

『ヨハネ書簡』，時にはこれに『ヨハネ黙示録』を加える─は，共通した神学的特質を備えてお

り，教会の手による「新約聖書」というまとまりからは，ひとまず切り離して扱うことができ

る．

4	 主要著作は Gnilka	(1980).
5	 主要著作は Dormeyer	(1974).
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筆者によるこのような見解は，上述のような日本の公的教育研究機関における制約を考えた場

合に，わが国において，十全に聖書神学の霊性を伝えることは，『ヨハネ福音書』を基点にして

こそ可能となるのではないか，というヴィジョンへと展開する．実際『ヨハネ福音書』をめぐっ

ては，すでに触れたように，その「現在終末論」的な性格がつとに指摘されているが，この側面

は，日本の大学において要請される「終末論的」なあり方と問題なく調和し共鳴するものと予想

される．私見によれば，その秘密は，『ヨハネ福音書』の中に見出しうる東方典礼的神学のうち

にある6．

人文学関係の研究成果は，ほとんど「解釈」の域に留まるものである．ここで「解釈」とは，

主張すべき事実が，研究対象となるテキストのうちに既に内在しているということを指摘する行

為を意味する．したがってもし『ヨハネ福音書』のうちに，筆者が見るように，教会とは別次元

の終末論的な場が成立しているとすれば，その事実を指摘するという活動をもって，研究成果の

提示から更に別の機関への連動性を必要とすることなく，神学的霊性を伝えることができるので

はないか，と考えられるのである．

III 『ヨハネ福音書』をめぐる筆者の論について

ここで，セゲド国際聖書学会にて公にしたヨハネ関係の２つの拙稿（2010および2012年度）

を軸に，筆者のテーゼをより詳しく示しておく必要があろう．まず，筆者の『ヨハネ福音書』解

釈の原点は，ハンガリー遊学中に体験したビザンティン典礼教会（ギリシア・カトリック教会）

の聖体理解にある（ビザンティン典礼教会は，一般に，福音記者ヨハネの霊性をよく伝える教会

であると言われている）．これは筆者が「十字架上の聖体論」と呼ぶものであるが，まず2010年

度の発表内容から，その要点を記すことにする．

ビザンティン典礼による聖体祭儀では，その主要部を構成する「信徒祭儀」の中に，1）最後

の晩餐（ﾏﾀｲ26,26－30および並行箇所）におけるイエスによる聖体制定だけでなく，2）聖霊降

臨（使徒行録2,1－4）の出来事をも取り込んで記念している（1)のみを伝えるローマ典礼と異な

る点である）．これら1）2）の中間には，聖書の記述から推察するなら，当然イエスの受難と死

そして復活が置かれていなければならないが，典礼テキスト上では「アナムネーシス」と呼ばれ

る部分がそれに該当し，ここで司祭は，すでに聖体とされたパンとぶどう酒を抱く両手を交差さ

せ，十字架の形状を作る．こうして十字架上に奉献されたパンとぶどう酒は，続いて聖霊降臨を

記念する「エピクレーシス」において，聖霊の降り注ぐ対象となるが，「聖霊降臨」とは使徒共

同体への聖霊の降臨を意味する．かくしてビザンティン典礼教会では，聖霊がその上に降臨する

使徒共同体と，キリストが自ら奉献した聖なる体と血とが，同一のパンとぶどう酒を通じて表現

され，キリストと，使徒共同体すなわち教会との同一性が明らかにされる．「教会とはキリスト

の体である」という理解は，新約文書中にもたとえば『エフェソ書』1,23に見られるものである

6	 秋山（2010a）．
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が，ビザンティン典礼では，この教会の形成過程が，十字架上での奉献を経由するという点に特

質があると筆者は考える．ここに『ヨハネ福音書』の記述を交えるならば，同福音書19,34には，

上述のように，十字架上ですでに絶命したイエスの脇腹から「血と水」が流れ出たとの記述があ

り，古代の教父たちは，これを聖霊の注ぎすなわちイエスの復活の霊の発出と理解していた．

『ヨハネ福音書』にあって，イエスの十字架刑とはその「栄光化」に他ならないという独自の

理解は際立つものであり，現代聖書学の諸研究が特記する7．また同福音書では,復活後のイエスが

マグダラのマリアに対し「わたしはまだ父の許に昇っていない」（ﾖﾊﾈ20,17）と語る一節がある

が，それに先立ち「イエスに愛された弟子」（ﾖﾊﾈ20,2）が，ペトロに先駆けて復活を信じたこと

（cf．ﾖﾊﾈ20,8）から推して，この一節は「十字架上に復活したキリストと同一視されるべき（ペ

トロを首とする）使徒共同体の復活信仰が，まだ確立していない」との意を表すものと筆者は理

解する．これらを総合し，筆者は『ヨハネ福音書』において，イエスの受難・死・復活そして昇

天は，すべて十字架上で行われるものと考えている．そして先述のように，同福音書中に描かれ

る「イエスに愛された弟子」（ﾖﾊﾈ20,2）が「週のはじめの日」（ﾖﾊﾈ20,8），ペトロに先駆けて

復活を信じたこと（同）に倣い，この弟子が先の「血と水の発出」をも記録し証言していること

（ﾖﾊﾈ19,35）に鑑みて，十字架上に絶命したイエス（ﾖﾊﾈ19,33）からの「血と水との流出」こそ

復活の徴であると信じ，この十字架上に置かれたキリストの共同体に与かることが，死と復活を

体験して「永遠の生命」を持つことを意味し（ﾖﾊﾈ3,15ほか），これこそ『ヨハネ福音書』の執筆

目的に他ならない（ﾖﾊﾈ20,31ほか）と筆者は解釈している．以上のような理解に際して，「永遠

の生命」の獲得は，あくまでも『ヨハネ福音書』の内在的読解により可能であり（『ヨハネ第一

書簡』を併読するとなお明瞭となる），教会などの他機関，あるいは「ヨハネ文書」以外の新約

文書の補助を必要とはしない．

一方，2012年度におけるセゲド国際聖書学会において，筆者はこのような理解をさらに進め，

ブルトマンやケーゼマン，ボルンカムらの『ヨハネ福音書』理解と対峙するかたちで持論を展開

した．まずブルトマンは，『ヨハネ福音書』における「現在終末論」を強調しつつも，なおいく

つかの箇所（ﾖﾊﾈ14,2-3;	14,23;	17,24）に関して，未来終末論的な理解を留保している8．筆者は

これに対し，先の「十字架上のキリスト共同体への与かり」を原点とすることを通じて，同福音

書は一貫して現在終末論的な観点で読まれるべきであることを主張した．またこれまで，同福音

書第３章は「洗礼の秘跡」を，また第６章は「聖体の秘跡」を表した箇所だと理解されてきた．

これに対してブルトマンは，これらの箇所を「後代の教会による加筆」と断ずるのであるが，筆

者は，どちらの秘跡に関してもやはり「十字架上のキリスト共同体への与かり」という原理か

ら理解することが可能であって，教会の秘跡への示唆を同福音書中に読み込むことは不必要であ

り，ブルトマンのような判断も当たらないとの理解を提示した．またケーゼマンは9，『ヨハネ福

7	 伊吹（1994）．
8	 Bultmann	(19653)，および同（194110）．
9	 Käsemnn	(1966)．
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音書』中に描かれるイエス像が「ナイーブな仮現論」であると批判するが，筆者はこれに対し，

『ヨハネ福音書』に描かれるイエスとは，ヨハネ共同体のうちに働く「復活のキリスト」に他な

らないのであるから10，そのキリストを「仮現論」であると批判することは，結局自らが属す共

同体を否定することにつながるとした．さらにケーゼマンは，『ヨハネ福音書』のスンマとされ

る「神は，その一人子を与えるほどにまで，世を愛された．それは子を信じる者がすべて，滅び

ることなく永遠の生命を得るためである」（ﾖﾊﾈ3,16）を後代の付加句であるとし，同書の真の主

題は，世に対するイエスの裁きにあり（ﾖﾊﾈ12,31；16,11），これは世の初めから決定されてい

るため，ヨハネ共同体にとって宣教のわざは不必要であるとする．これに対して筆者は，同福音

書の主題は，やはりこの福音書の読解を通じての「永遠の生命の獲得」にあり，その原点には神

による世への愛が現前することを認めた上で，『ヨハネ福音書』を奉持する共同体を「ヨハネ共

同体」と呼ぶなら，ヨハネ共同体にあってなすべきわざとは，「宣教」ではなく，まさしく「十

字架上の共同体」を形成することにより，十字架上でのイエスの死に対する勝利を，世に対して

「証言」し続けてゆくことにある，と主張した．一方ボルンカムは11，『ヨハネ福音書』第13章

から第17章に見られるイエスの「告別説教」のうちに，『ヨハネ福音書』全体に対する読解の視

座を求めるべきであると主張する12．この考え方は，ちょうど筆者が「十字架上のキリスト」の

うちに視点の中心を置くのと類似した構図に発するものではあるが，筆者はこれに対し，「十字

架上のキリスト共同体への与かり」を原点とすることによって，上述のように秘跡そして共同体

さらには受肉の原理も確保され，また死・復活・昇天といったすべての救済論的要因を併せ含む

ことができるという点でより説得性に富む，と考えた．

IV 終末論に関わる新旧約聖書の記述をめぐって：

1 『ヨハネ黙示録』の場合
上述したように，筆者の考えによれば，ヨハネ共同体は世に対してもはや「宣教」をする必要

を持たず，ただ「十字架上の共同体」の成員として，死をも超克する十字架の全能性を，世に対

して「証言」（ﾖﾊﾈ19,35）し続けてゆくことを自らの任務とする．その際，共同体の内部にあっ

ては，「互いに愛し合うこと」（ﾖﾊﾈ13,34）だけを日々の務めとするはずであり，これは伝承

上，年老いた使徒ヨハネが自らの弟子たちに対し，“繰言のように”「愛し合え」と語った，とさ

れることと軌を一にする．

宣教という行為は，その実りに対する将来的な期待を伴い，またさらにその後の司牧が伴うた

め，必然的に未来終末論となる．宣教の必要性を否定し，ひいては宣教共同体としての教会の役

割をひとまず抜きにして成立しうる上掲のような見解は，他ならぬ「現在終末論」の一つと見な

10	 小林（2008）．
11	 Bornkamm	(1968)．
12	 大貫（1996）も同趣旨である．
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しうる．筆者が，公的教育機関に対してこのような理解が調和性を有すると考える理由はここに

ある．

さて，本稿は以上のような筆者の見解から出発し，通例「キリスト教会の聖典」と目されてい

る旧・新約聖書に関して，「ヨハネ文書」を基点とした場合，特に日本の公的機関における「聖

書学」研究のあり方が，どのような可能性と方向性を伴って拓かれてくるか，という問題意識を

端緒としている．もっとも，まず「旧約聖書」に関しては，元来ユダヤ教の聖典でもあり，『ヨ

ハネ福音書』に登場するイエスあるいは福音記者ヨハネにとって，すでに確立した対象であった

ことを考えるなら，これを一つのまとまった聖典として扱うことは差し支えないであろう．本稿

における最終的なターゲットは，新約聖書のうち「ヨハネ文書」とともに「四福音書」と総称さ

れる共観福音書，すなわちマタイ・マルコ・ルカによる福音書に関して，ひとまず教会という観

点を外し，いかに「ヨハネ文書」からの視点で扱いうるか，という点に絞られるであろう．

本稿ではまず『ヨハネの黙示録』，続いて旧約聖書の預言書から『エゼキエル書』，次に同じ

く旧約聖書から律法の一書である『レビ記』を経由し，最後に律法ないし戒律との関連で「共観

福音書」に立ち戻る，という順序を採ることにする．

いま上に，『ヨハネ福音書』が教会という場を前提としない，終末論的な福音書であると記し

たが，旧・新約聖書に収められた終末論的な文書にあっては，総じて場所的な制限を逸脱すると

いう記述が認められる．いまこのことを『ヨハネ黙示録』および『エゼキエル書』において確認

してみよう．

まず『ヨハネ黙示録』の末尾近くの第21章には，次のような一節がある．

「７人の天使の中の一人が来て，わたしに語りかけてこう言った．＜ここへ来なさい．小羊の

妻である花嫁を見せてあげよう＞．この天使が，＜霊＞に満たされたわたしを大きな高い山に連

れて行き，聖なる都エルサレムが神の許を離れて，天から下って来るのを見せた．都は神の栄光

に輝いていた．その輝きは，最高の宝石のようであり，透き通った碧玉のようであった」（黙示

録21,9－10）．（中略）「わたしは，都の中に神殿を見なかった．全能者である神，主と小羊と

が都の神殿だからである．この都には，それを照らす太陽も月も，必要でない．神の栄光が都を

照らしており，小羊が都の明かりだからである．諸国の民は，都の光の中を歩き，地上の王たち

は，自分たちの栄光を携えて，都に来る．都の門は，一日中決して閉ざされない．そこには夜が

ないからである．人々は，諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る．しかし，汚れた者，忌ま

わしいことと偽りを行う者はだれ一人，決して都に入れない．小羊の生命の書に名が記されてい

る者だけが入れる」（黙示録21,22－27）．

これに先立ち，『黙示録』第11章では，天上の神殿の姿と，教会という地上の神殿のそれとが

交錯し，地上には，信仰者が神に礼拝を捧げる神殿があって，異教徒がその外庭を踏みにじって

いる姿が記される（黙示録11,1－2）．しかし天上にももう一つの神殿があって，そこにはほふら

れた小羊が玉座に座し，祈りと賛美の礼拝が行われている（黙示録5,6－14；7,15）．ところが

世の終わりにはこの二元性は消滅し，永遠の婚宴のために装った小羊の花嫁である天上のエルサ

レムが地上に下って，もはやこのエルサレムに神殿は必要でなくなる．上に引用したのは，この
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部分である．

ここに現れる「小羊」は，同書冒頭の第５章にまず登場している．「わたしは，４つの生き物

に囲まれた玉座と長老たちとの間に，ほふられたと見える小羊が立っているのを見た．その小羊

には，７つの角と７つの目があった．目は，全世界に遣わされた，神の７つの霊である」（黙示

録5,6－7）．この「ほふられたと見える小羊」とは，『ヨハネ福音書』19,34に記される「十字

架上で自らの脇腹から血と水を流すイエス」のことに他ならない．すなわち一たび死を被りなが

ら（ﾖﾊﾈ19,33），兵士による槍の一突きによって血と水を流し，復活を証しする十字架上のイ

エスが「ほふられたと見える小羊」と表現されるのである．そして先の一節中に「都は，神の栄

光に輝いていた」とあるのは，この「小羊」たる十字架上のイエスの輝きが都に満ち満ちている

ことを表したものと考えることが許されるだろう．『ヨハネ黙示録』は「ヨハネ文書」の一つと

見なしうるため，『ヨハネ福音書』以来の神学観をここに投影することができようからである．

『ヨハネ福音書』にあって，十字架上のイエスとは，その栄光の姿に他ならなかった．

この「ほふられたと見える小羊」は『黙示録』に描かれた「巻き物」を次々に開いてゆく．そ

の巻き物が，それまで解読不可能であったということに関しては，次のように記されている．

「わたしはまた，玉座に座っておられる方の右の手に巻き物があるのを見た．それは，内側にも

外側にも文字が記されており，七つの封印で封じられていた．また，一人の力ある天使を見た．

彼は，＜この巻き物を開き，その封印を解くのにふさわしい者は誰か＞と，大声で言った．しか

し，天にも，地にも地の下にも，その巻き物を開き，それを見ることのできる者は，一人もいな

かった．巻き物を開き，それを見るのにふさわしい者が一人もいなかったので，わたしは激しく

泣いた．すると，長老の一人がわたしに言った．＜泣くな．ユダ族から出たライオン，ダビデ

の根が勝利を得た．彼はその巻き物を開き，７つの封印を解くことができる＞」（黙示録5,1－

5）．

ここでは，新約聖書中最後に位置する『ヨハネの黙示録』が描く終末のヴィジョンにおいて，

既存の神殿が消滅すること，そしてその理由とは「小羊が神殿だからである」とされ，この「ほ

ふられたと見える小羊」とは，十字架上に死と復活を遂げるイエスに他ならないということを確

認しておきたい．

V 終末論に関わる新旧約聖書の記述をめぐって：

2 『エゼキエル書』の場合
本稿では次に，旧約聖書の預言書の中でも，黙示文学的な影響を見せ始める初期の書物とされ

る『エゼキエル書』の場合を考えてみたい．預言者エゼキエルは，バビロンにあって，捕囚の民

として当地に住まう人々の間で活動した．バビロン捕囚の時期としては，紀元前597年，587年，

そして582年の計３度が数えられる（ｴﾚﾐﾔ52,28－30参照）．通常「バビロン捕囚」とされるの

は，このうちユダ王国が滅ぼされエルサレムの神殿が陥落した紀元前587年における第２次のも

のであるが，それに先立ち，前597年に行われた第１次捕囚の際に，エゼキエルもバビロニアへ
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と連れ去られた．これは，ネブカドネザルが598年から597年にかけて行った遠征に伴って生じ

た事態であり，この遠征は，ヨヤキム王（前608－598）が従属関係の協約を破ったため，これを

誅すべく起こされたものである（列王下24,1）．ヨヤキムが没したため，彼に代わって18歳のヨ

ヤキンが王となったが，エルサレムは３ヶ月間の抵抗の後，包囲するバビロニア軍に投降する．

ネブカドネザルは，ヨヤキン王を家族ともどもバビロンに連行するとともに，エルサレムの政治

的・経済的に重要な階層の人々，王の家臣，主要な高官，祭司，手工業者たちをこれに伴わせ

た．彼らの中に，祭司であったエゼキエルも含まれていた（ｴｾﾞｷｴﾙ1,1－2）．エゼキエルはカル

デアの地，ケバル川の河畔に住むことになった（1,3）．したがって，預言者が『エゼキエル書』

第10章で記す「エルサレムからの神の栄光の離去」は，彼自身はバビロンのケバル川のほとりに

在って幻視として得た体験なのであるが，エルサレム神殿崩壊の直前に位置することになる．

『エゼキエル書』は導入的な光景の描写をもって始まる．このヴィジョンのうちに，預言者は

ヤハウェの栄光の顕現と出会う（ｴｾﾞｷｴﾙ1,1－28）．エゼキエルはケバル川のほとりにあって，

北のほうから火の雲が近づいてくるのを見る．そのうちには4つの，それぞれが4つの翼をもった

生き物がいた（各々人間，獅子，雄牛そして鷲の顔をしていた）．彼らの傍らには，あらゆる方

向に動く車輪が進んだ．生き物たちは，宝石にも似たアーチを抱いており，ここにひとつの座が

あって，その輝きに囲まれ人間に似た人物が座っていた．「このように見えたのはヤハウェの栄

光の顕現であった」（1,28）．エゼキエルはこの光景を語る際に預言者としての召命を述べるだ

けでなく，同時にヤハウェの栄光の顕現の新たなヴィジョンを明かす13．

この光景は預言者イザヤのものに似る．イザヤは召命の際，同じくヤハウェの栄光に出会う．

それによれば，ヤハウェは神顕現のおりに，栄光（カーボード）とともに現れ，地上高く聳える

エルサレムの玉座に登る（ｲｻﾞﾔ6,1－3）．イザヤと同様，エゼキエルもまた，王としての威厳を

もって玉座にいるヤハウェを記す（ｴｾﾞｷｴﾙ1,26－28）．イザヤはエルサレムの神殿のうちにヤハ

ウェの現存を体験し（ｲｻﾞﾔ6,4），自らの体験のうちにエルサレム（「神の町」：『詩篇』48,2；

76,3）の選びを記す（ｲｻﾞﾔ4,2－6）．そこには，イスラエルの神がシオンに住まう（ｲｻﾞﾔ8,18）

との確信があふれている．これに対し，エゼキエルにとってエルサレムは遠く離れた地であり，

ヤハウェの栄光はバビロンに現れる．

預言者エゼキエルの体験は，このように伝統的な見解とは相反するものである．祭司職に属す

エゼキエルにとって，エルサレムがイスラエルの神の住まう場所であるということは自明の事柄

であった．エゼキエルは，エルサレムの犯した数々の罪と，神殿で行われてきた不浄な祭儀を記

す際，何度にもわたり，この町のなかにイスラエルの神の栄光を目にする（ｴｾﾞｷｴﾙ8,4；9,3）．

さらには，神の栄光が神殿を去る瞬間をも彼は記す（ｴｾﾞｷｴﾙ10,18）．こうして，彼が召命の際に

経た決定的な体験は，ヤハウェが不浄なる土地，異教徒の民による捕囚のうちに生きるイスラエ

ル人たちの間に顕現するということであった．しかしながら，後に新たにされる神殿は，再び神

の威厳の住まう場所となる（ｴｾﾞｷｴﾙ43,4－5）．

13	 Rózsa	(2002),	218.
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捕囚のうちに生きる者たちは，彼らの祖国から遠くある．それと同時に，イスラエルの神から

も切り離されている．「人の子よ，エルサレムの住民たちは，あなたの兄弟たち，あなたの捕囚

仲間たち，全イスラエルの家に対して，こう言っている．＜あなた方はヤハウェから遠い．それ

ゆえ国家はわれらのものである＞」（ｴｾﾞｷｴﾙ11,15）．この捉え方では，神とその家は分かちがた

く結びついており，異国に分かたれた者は，その神をも失ったとされる．しかしながらエゼキエ

ルは，ヤハウェの現存が定まった土地や場所と関係するものではないこと，神にあっては場所的

な境界のようなものは存在せず，信ずる者にとっては，どこであれ，まさしく自らが住まう場所

において神を体験することができるということを知悉していた．それゆえ追放された者たちは，

決して見捨てられたのではなく，ヤハウェは彼らの間にいる．「神であるヤハウェはこう言われ

る．＜さよう，わたしは彼らを遠方に遣わし，諸国の民の間に，彼らを異国に散らした．だが程

なく，わたしは彼らにとって，彼らが赴いた土地の聖所となる＞」（ｴｾﾞｷｴﾙ11,16）．人間の運

命，救いないしその喪失とは，外的な環境の形成に依存するものではなく，その人間自身の振る

舞いに依存する（ｴｾﾞｷｴﾙ18,1－32）．すなわち「祖国に留まることが生命と同じなのではなく，

異国での居留が死に等しいのでもなく，これら双方（生命と死）は，人間の外的・内的な振る舞

いに依る．彼らがどこに滞在し，彼らがどのような環境のもとに生きようとも」14．

エゼキエルの経験は，イスラエルの捕囚以降の新たな共同体の形成をもたらした．彼は希望と

確信とを同胞に注ぎ込んだ．異国にあって国家としての体制を喪失しているにもかかわらず，ま

た神殿と祭儀なしですら，もし完全な献身をもって願うならば，彼らはヤハウェの前に生きると

いうことをエゼキエルは表明した．このような状況にあった預言者は，諸国民の間におけるイス

ラエルのディアスポラが始まると（もはやイスラエルを，政治的な一致ないし地理的な位置とい

う観点で捉えることができなくなったためである），新たな共同体の持続的な力を形成する共通

なるヤハウェ信仰の道を示し，そのあり方に方向性とエネルギーとを与えたのである15．

エゼキエルは，神と民との出会いを，新たな神殿の像とそこでの祭儀のうちに描き出す（ｴｾﾞｷ

ｴﾙ40－48）．かつてヤハウェがその民から離れ，預言者はこのことを，ヤハウェの栄光が聖所か

ら離れ去ることを通じて知ったのと同じように（ｴｾﾞｷｴﾙ11,22以下），預言者には，いまや神の栄

光が新たな神殿に戻り来ること，そして永遠にそこに留まり，自らの民の間に住まうことが明ら

かになる（ｴｾﾞｷｴﾙ43,1－9）．

かくしてエゼキエルにとって，神の玉座が異国に移動するということ，あるいは，ヤハウェの

栄光（カーボード）が，天上のヤハウェの玉座の模像として，それ独自の玉座を所有し，その玉

座に乗ってバビロンに移動するということは，驚くべき新しい体験となった．伝統的な確信に従

えば，神のカーボードは，聖なるエルサレムをその中心また目標として輝くものであったのに

対し（詩篇24,7；97），エゼキエルの体験では，イスラエルから捕囚（ゴーラー）の民となっ

14	 Rózsa	(2002),	219.
15	 Rózsa	(2002),	219.
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た者たちが一時的に滞在する，パレスティナ以外の不浄の地こそ，神の栄光が住まう土地である

（cf．民数16,19；17,7）．さらにこの顕現は，捕囚民全体にも当てはまるのであり，それまでエ

ルサレム神殿においてのみ存在すると考えられていたカーボードが，今は，不浄のバビロニアに

住む捕囚民の間にも宿ることになる16．

VI 『エゼキエル書』における「神の栄光」

こうして『エゼキエル書』にあっては，それまでエルサレムに現前した神殿が，捕囚とともに

バビロンへと「移動」する，という現象を認めることができる．これは，上に見た『ヨハネ黙示

録』において，新しい都の到来の前に神殿が消滅する，という事態が真の「終末」であるとする

ならば，それに先立ち，地上のいかなる場所も，神の栄光が顕現する場所としての可能性を帯び

る，ということを示すものであると解することができよう．

ところで，『エゼキエル書』の前半部には，「主の栄光」ないし「神の栄光」あるいはその類

似表現が頻出する．栄光（カーボード）は，人間の姿をとり（ｴｾﾞｷｴﾙ10,4），恐るべき声を出

すほどに人格化されている17．先に『ヨハネ黙示録』に関して言及したように，「主の栄光」と

は，『ヨハネ福音書』から出発する限り，十字架上のイエスに他ならない．『エゼキエル書』に

関してこの視座を適用することは可能であろうか．

以下順に『エゼキエル書』において（主の）「栄光」（カーボード）が語られる箇所を引用し

てみることにしよう．「生き物の頭上にある大空の上に，サファイアのように見える玉座の形を

したものがあり，玉座のようなものの上には高く人間のように見える姿をしたものがあった．腰

のように見えるところから上は，琥珀金が輝いているようにわたしには見えた．それは周りに

燃えひろがる火のように見えた．腰のように見えるところから下は，火のように見え，周囲に光

を放っていた．周囲に光を放つ様は，雨の日の雲に現れる虹のように見えた．これが主の栄光

（カーボード）の姿の有様であった．わたしはこれを見てひれ伏した．そのとき，語りかける者

があって，わたしはその声を聞いた．彼はわたしに言った．＜人の子よ，自分の足で立て．わた

しはあなたに命ずる＞．彼がわたしに語り始めたとき，霊がわたしの中に入り，わたしを自分の

足で立たせた．わたしは語りかける者に耳を傾けた」（ｴｾﾞｷｴﾙ1,26―2,2）．

続いて第３章には次のような記述がある．「そのとき，霊がわたしを引き上げた．わたしは背

後に，大きな轟く音を聞いた．主の栄光が，その御座から上るときの音である．あの生き物の翼

が互いに触れ合う音，生き物の傍らの車輪の音，かの大きな轟く音を聞いた．霊はわたしを引き

上げて連れ去った」（ｴｾﾞｷｴﾙ3,12－14）．

同じく第３章23節には，栄光という語彙が二度登場する．「主の御手が，そこで，わたしに臨

んだ．主はわたしに言われた．＜立って，平野に出て行きなさい．そこでわたしはあなたに語る

16	 コッホ（2009），168．
17	 コッホ（2009），167．
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＞．わたしが立って平野に出て行くと，そこにケバルの河畔で見た栄光と同じ主の栄光が留まっ

ているではないか．わたしはひれ伏した．霊がわたしの中に入り，わたしを自分の足で立たせ

た．そのとき彼はわたしに語りかけ，わたしに言われた」（ｴｾﾞｷｴﾙ3,22－24）．

続いて同書第８章は，エゼキエルが幻視のうちにエルサレムへと運ばれ，以下第10章まで，

その神殿から神の栄光が離れ去るのを目にするくだりが続く．「わたしが見ていると，人の有様

のような姿があるではないか．その腰のように見えるところから下は火であり，腰から上は琥珀

金の輝きのように光輝に満ちた有様をしていた．彼が手の形をしたものを差し伸べて，わたしの

髪の毛の房をつかむと，霊はわたしを地と天の間に引き上げ，神の幻のうちにわたしをエルサレ

ムへと運び，北に面する内側の門の入り口に連れて行った．そこには激怒を起こさせる像が収め

られていた．そこには，かつてわたしが平野で見た有様と同じような，イスラエルの神の栄光が

あった」（ｴｾﾞｷｴﾙ8,2－4）．「すると，ケルビムの上に留まっていたイスラエルの神の栄光はそ

こから昇って，神殿の敷居のほうに向かい，亜麻布をまとい，腰に書記の筆入れを着けた者に呼

びかけた」（ｴｾﾞｷｴﾙ9,3）．「主の栄光はケルビムの上から立ち上がり，神殿の敷居に向かった．

神殿は雲で満たされ，庭は主の栄光の輝きで満たされた」（ｴｾﾞｷｴﾙ10,4）．「ケルビムは上っ

た．これが，ケバル川のほとりでわたしが見たあの生き物である」（ｴｾﾞｷｴﾙ10,15）．「主の栄光

は神殿の敷居の上から出て，ケルビムの上に留まった．ケルビムは翼を広げ，傍らの車輪ととも

に出て行くとき，わたしの目の前で地から上って行き，主の神殿の東の門の入り口で止まった．

イスラエルの神の栄光は高くその上にあった．これがケバル川の河畔で，わたしがイスラエルの

神のもとにいるのを見たあの生き物である．わたしは，それがケルビムであることを知った．そ

のそれぞれに四つの顔と四つの翼があり，翼の下には人間の手の形をしたものがあった．これら

の顔の形は，まさしく，わたしがケバル川の河畔で見た顔であった．それらは同じような有様を

しており，各々まっすぐに進んで行った」（ｴｾﾞｷｴﾙ10,15－10,22）．

こうして「神の栄光」はエルサレムを離れると同時に，預言者自身をも伴ってカルデアの地に

戻る．第11章はその記述である．「そのとき，ケルビムは翼を広げ，車輪もまた共に行った．

イスラエルの神の栄光は高くその上にあった．主の栄光は都の中から昇り，都の東にある山の上

に留まった．霊はわたしを引き上げ，カルデアの方に運び，わたしを幻のうちに，神の霊によっ

て，捕囚の民のもとに連れて行った．こうして，わたしの見た幻は，わたしを離れて昇って行っ

た」（ｴｾﾞｷｴﾙ11,22－11,24）．こうしてユダヤ人のエルサレム神殿は，史実としての陥落に先立

ち，すでに神の現存の徴としての役割を果たし終えていたのである18．

しかしながら，エゼキエルは同書第40章から48章にかけて，新しい神殿の幻視を得て，その構

造を詳細に書き綴る．それはあくまでも預言者の内面に映る神殿の像に他ならなかったが，すで

に捕囚民の許への神殿の移動が語られている以上，新しい神殿の像は，来るべき時期における神

の栄光の顕現そのものと捉えて差し支えない．新約聖書を旧約聖書に併せて奉持するキリスト教

18	 荒井・石田（1989），474．
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会では，この新たな神殿の幻視を，救い主キリストの姿に重ねて描き出してきた．実際，預言者

エゼキエルは，教父時代以降，母マリアを通しての救い主の処女降誕を預言した人物とされるこ

とになる．その典拠となるのは，次の箇所である．「その後，彼（天使）はわたしを東に面した

聖所の外門に連れ戻した．しかし門は閉じられていた．ヤーウェがわたしに仰せになった．＜こ

の門は閉じたままにしておき，開けてはならない．だれもここから入ってはならない．イスラエ

ルの神ヤーウェがここから入られたからである．そのためにここは閉じたままにしておかなけれ

ばならない．しかし指導者だけはここに座り，ヤーウェの前で食事をしてもよい．ただし門の前

廊から入退出しなければならない＞」（ｴｾﾞｷｴﾙ44,1－3）．この「閉ざされた門」こそ，５世紀ア

ンティオキア学派の神学者・キュロスのテオドレトス（392－466）によって，聖母を通じての救

い主の降誕を述べたものと解釈された表現に他ならない．

「新しい神殿」の描写は続く．「それから，彼はわたしを東のほうに向いている門に導いた．

見よ，イスラエルの神の栄光が，東のほうから到来しつつあった．その音は大水の轟きのようで

あり，大地はその栄光で輝いた．わたしが見た幻は，このような幻であった．それは彼が町を滅

ぼすために来たとき，わたしが見た幻と同じであった．その幻は，わたしがケバル川の河畔で見

た幻と同じであった．わたしはひれ伏した．主の栄光は，東のほうに向いている門から神殿の中

に入った．霊はわたしを引き上げ，内庭に導いた．見よ，主の栄光が神殿を満たしていた．わた

しは，神殿の中から語りかける声を聞いた．そのとき，かの人がわたしの傍らに立っていた」（ｴ

ｾﾞｷｴﾙ43,1－6）．「それから，彼はわたしを北の門を通って神殿の前に連れて行った．わたしが

見ると，主の栄光が主の神殿を満たしていた．わたしはひれ伏した」（ｴｾﾞｷｴﾙ44,4）．

こうして『エゼキエル書』における「神の栄光」は，ケルビムのようないささか異形の生き物

を伴いつつ顕現するものの，やがて教父時代には救い主その人と重ねられる解釈を呼ぶ．われわ

れがここに，十字架上のイエスの姿を重ねることは，十分なる論拠を見出しうると言えるだろ

う．

VII 『エゼキエル書』から『レビ記』へ

さて，上にも少しく触れたが，『エゼキエル書』は，捕囚期およびそれ以降のユダヤ教教義

の確立に大きな影響を及ぼしたと考えられる．本稿では，紀元前500年以降にその起源を求めう

る，いわゆる「祭司文書」の集積ともされる『レビ記』を取り上げ，遠く新約聖書への眺望を

得てみたいと考える．いま「祭司文書」という表現を用いたのは，モーセ五書をめぐる資料仮説

に拠ったものであるが，この仮説には数種があり相違を見せる．ここではヴェルハウゼン学派に

よる次のような年代設定を採用することにしよう．J（ヤハウィスト文書）：前850年ごろの成

立，E（エロヒスト文書）：前700年ごろの成立，D（申命記的文書）：前623年ごろ，P（祭司文

書）：前500－450年ごろ19．上述のように，五書の枠内での『レビ記』の位置に関して言えば，

19	 荒井・石田（1989），1305．
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全体として祭司文書Pに帰することができる．

『出エジプト記』は，シナイ山のふもとに「会見の幕屋」（ｵﾍﾙ･ﾓｴﾄﾞ）が完成した話で終えら

れる（出ｴｼﾞﾌﾟﾄ40,33）．これに対し，『出エジプト記』に続く『レビ記』は，この会見の幕屋か

ら神がモーセを呼ぶところで始まる（ﾚﾋﾞ1,1）．かくして『レビ記』は，『出エジプト記』にお

ける基本的な救い・契約・掟・礼拝所に関する話に続き，さらに細かなイスラエルの生活の指針

を，犠牲・衣食住の浄め，祝祭日から労働・土地に至るまで，具体的に示す書物となっている．

また前節の『エゼキエル書』と『レビ記』の相互関係に関して述べるならば，『エゼキエル書』

には「聖性の要請」が見られないという点が指摘されることもあるが20，「祭司の務め」の条項

に見られるレビ人に対する忌避，すなわち「彼らは，祭司としてわたしに仕えるために近づくこ

とはできない．また，最も神聖な，わたしの聖なるいかなるものにも触れることができない」

（44,13）などは，他ならぬ人間に対する聖性の要求以外ではありえない．

『レビ記』の中で最も重要なのは，同書第17章から26章にかけて収められている「神聖法典」

である．このことに異論の余地はないが，『レビ記』はさまざまな由来の法律群の緩やかな結合

体であり，その根本要素は祭司文書よりも古くに遡る，とされることがある21．もっともその一

方で，「神聖法典」には，『申命記』および預言者エゼキエルとの関連が認められることから，

『エゼキエル書』と祭司文書の共通性が指摘されており（ﾚﾋﾞ17,10；13＝ｴｾﾞｷｴﾙ14,8；24,7；ﾚ

ﾋﾞ18,1－5＝ｴｾﾞｷｴﾙ18,9；20,5.7.11.19.21；ﾚﾋﾞ21,5＝ｴｾﾞｷｴﾙ44,20；ﾚﾋﾞ26,4－6；11－13＝ｴｾﾞ

ｷｴﾙ34,25－28；37,26－27）22，『エゼキエル書』と祭司文書との共通の源泉を想定する説があ

るほか23，説によっては『エゼキエル書』が祭司文書に影響を与えたとするものもある．その場

合，エゼキエルにおける主の栄光と聖性，およびイスラエルの聖性への召命の強調が，祭司文書

に受け継がれてゆくとされる．その中心思想は「神は聖であるから，あなたがたも聖であれ」（ﾚ

ﾋﾞ19,2）という勧告のうちに見出される．

『レビ記』と『エゼキエル書』には，また別の共通性も見出される．それは祭司とレビ人の扱

いに関するものである．古期に遡る資料には，祭司とレビ人との区別は存在しない．『申命記』

は，祭司すなわちレビ人として述べており，これは「申命記的歴史」すなわち『ヨシュア記』か

ら『列王記』に至る史書に継承される観点である．だが『レビ記』はそういった見方はせず，エ

ゼキエル以降，祭司とレビ人との明らかな区別が現れてきたとされる24．『レビ記』はアロンと

その子らのみに関心を集中させており，この書において「レビ人」のことが出てこないのは，

「レビ人」が下級祭司として捉えられているためであり，この基準はむしろ『エゼキエル書』と

の間に共通して認められるものである．

20	 フランシスコ会聖書研究所（1996），11 － 12．
21	 荒井・石田（1989），1305．
22	 フランシスコ会聖書研究所（1959），8．
23	 Rózsa	(19993),	218 － 222.
24	 トーレス＝アルピ（1998），42．
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さて『レビ記』の第17章から26章に載る「神聖法典」に関してであるが，この神聖法典の中

心には，儀礼の確立ということがある．この法典はイスラエルを，階層的に整備された儀礼的共

同体と見なし，その頂点には祭司長（ﾚﾋﾞ21,10）がおり，以下祭司（ﾚﾋﾞ21），そして信徒たち

という序列が成立している．この共同体の基礎的法典が神聖法典であり，歴史的な経緯から，イ

スラエルの政治的・行政的な能力が著しく制限された時期にこの法典が力を持つことになった．

共同体の成員からは，「聖性」すなわち儀礼的・倫理的な浄らかさが要求され，その完遂のため

に，勧告のかたちで，彼らに対して忠告が向けられたのである（ﾚﾋﾞ26）．神聖法典には，これ

に先立つと思われる『申命記』に見られるような，宗教的・社会的な関連への方向性は見出され

ないが，だからといって，神聖法典が儀礼的な聖性の要請をもって足れりとしているというわけ

ではなく，むしろ神聖法典は，十戒の倫理性をも強調している．『レビ記』の第19章には，十戒

の要素の重要な部分，すなわち「誰であれ，同胞を自ら自身と同様に愛せねばならない」という

掟が見出される（19,18．19,34）25．

この『レビ記』第19章は，ユダヤ人の間では『レビ記』の心髄とされ，旧約聖書における最高

の社会道徳基準を示す一節とされる．共観福音書の描くイエスは，「心を尽くし，魂を尽くし，

力を尽くして，あなたの神，主を愛せよ」（申命記6,5）とともに，『レビ記』に見られるこの

掟「隣人を己のように愛せよ」を引用し，「律法全体と預言者の教えは，この二つの掟に基づい

ている」とする（ﾏﾀｲ22,34－40および並行箇所；ﾏﾙｺ12,28－34；ﾙｶ10,25－28）．したがって

『レビ記』の中心思想は，「隣人愛」に集約されると言って差し支えないであろう．特に祭司の

ための煩瑣な規定が目を引くところから，「律法主義」の源泉のように扱われる『レビ記』で

あるが，その根底に流れるのは，イエスの引用した句からも明らかなように「隣人愛」なのであ

る．

先に「ヨハネ文書」のうちに見られる中心思想は「互いに愛し合え」という「新しい掟」であ

ることを指摘したが，『ヨハネ福音書』では，他の共観三福音書に見られる『申命記』からの引

用は姿を見せず，ただイエスが「わたしはあなたがたに新しい掟を与える．互いに愛し合え．わ

たしがあなた方を愛したように，あなたがたも互いに愛し合え．もしあなた方が互いのうちに愛

を保つならば，あなた方がわたしの弟子であることを皆が知るようになる」（ﾖﾊﾈ13,34－35）と

述べるだけである．その意味ではむしろ，『レビ記』の根本思想は共観福音書よりもむしろ『ヨ

ハネ福音書』のほうに，より鮮明な形で受け継がれていると言えるのかもしれない．

VIII 共観福音書の理解に向けて

ここまで，『ヨハネ福音書』における「十字架上で復活の霊を注ぐキリスト」が，『エゼキエ

ル書』において可動的な「神の栄光」を満たす姿であるだけでなく，共観福音書に継承されてい

るかに見える律法の精神性も，その心髄を「隣人愛」であると捉えるなら，それはむしろ『ヨハ

25	 Rózsa	(19993),	223.
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ネ福音書』に受け継がれていると言えることを確認してきた．もとより『ヨハネ福音書』では，

世に対する「宣教」といった形での接触には触れられておらず，むしろ「キリストの勝利の証

し」という，極めて内発的かつ自然な姿勢にこそ力点が置かれるということは，本稿の早い段階

で確認したことである．『ヨハネ第一書簡』には「世と世にあるものを愛してはならない．もし

世を愛する者があれば，父の愛はその者のうちには存しない」（1ﾖﾊﾈ2,15）と記されており，共

同体内部での「相互愛」のみがヨハネ共同体の任務として措定されている．この点は，教会とい

う宣教的組織を前提とし，その中で継承されることを本義としてきた共観福音書に対して，『ヨ

ハネ福音書』が，それらとは異質な次元で伝えられるものであることをよく表していよう．『ヨ

ハネ福音書』から共観福音書へのアプローチのあり方を探ることを目的として出発した本稿であ

るが，ここで四つの福音書について，概説書に基づき，改めて振り返っておくことにしよう26．

共観福音書のうち，時系列的には『マルコによる福音書』が最も古く，紀元後70年ごろ，エ

ルサレム破壊に先立ち，ローマにおいて成立したとされる．これに遅れてマタイおよびルカがマ

ルコの作品を用い，イエスの公的な活動の配列に関してもマルコに従った．それ故，これら三福

音書は「共観福音書」と呼ばれる．『マルコ福音書』は，異教徒から回心したキリスト教徒たち

に宛てて記されたとされる．その基礎となる思想は，ナザレのイエスが歴史上の人物であり，パ

レスティナに生き，肉と霊の癒し手また自然諸力の主であり，人類の救いのために受難を経て死

に，復活した，というものである．外見的な史実の背後に，より深い真理が隠されていることが

強調され，イエスの人格の神秘が十字架上に開示されることをよく示す福音書である．

『マタイ福音書』は，紀元後70年から90年の間に，おそらくはシリアで著された．その内容か

ら察するに，ユダヤ教から改宗したキリスト教徒たちに宛てられている．マタイは，ナザレのイ

エスは旧約聖書において約束されたメシアであるということを明言している．彼が示すのは，イ

エスはダビデの家系に生まれ，その行いと奇跡においてメシアによる救いを実現したということ

である．福音記者マタイは，イエスの人格と行動に関連して幾度となく旧約聖書に言及し，律法

と預言者たちが「完成された」ということを確言する．それは単に実現したに過ぎないというの

ではなく，完成に達したのであり，律法と預言者とは単にその前表に過ぎなかった．完成という

ことは，神が旧約聖書における神の民の代わりに新たな民を創設したということをも意味する．

それは新たなイスラエルであり，普遍的にしてすべての民を包摂する教会である．

ルカもまた，紀元後70年から90年の間に『ルカ福音書』を書き記した．それは教会が，歴史の

最後まで，イエスの再来の時まで続く，宣教の長い期間を包摂するということが明らかになった

時期であった．それゆえ彼は，この状況下にあっていかに振舞うべきかに関して，キリスト教徒

たちにその指針を与えようとする．救いはイエスのうちに到来したのであり，神の恵みはすでに

信徒の生のうちに働いているのである．しかしながらこの事実は，キリスト教徒を人々の共同体

から異化するものではなく，むしろ逆に，彼らはまさしくこの共同体に留まったまま，イエスへ

の従いを生き抜かねばならない．それは「忍耐のうちに，実りを結ぶため」（ﾙｶ8,15）である．

26	 以下，Rózsa	(2004),	94 － 97．
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福音記者は，イエスを規範として立てる．イエスは単に赴いただけの場所において，善をなす．

それゆえ可能な限りにおいて，福音記者は人間としてイエスを近みに描く．それは福音記者が，

イエスを規範とし，それに従うことを勧めるからである．福音記者はイエス像を，総じて人間と

しての観点から描き出す．

三つの共観福音書とは，構造的にもアプローチの仕方においても異なった『ヨハネ福音書』

は，紀元後１世紀の最後の十年間にその起源を持つ．著述の場所はおそらく小アジア，もしくは

シリアであろう．福音記者は，世を超えたイエスの実体を，読者の前に示そうとする．彼は神

の子であり，その生命は，時間を越えた神の生命の深さのうちにその根を有している．ヨハネは

福音書の序文において，神の子を「ロゴス」（言葉）と名づける．この方は永遠の昔から神の許

に，父の許にあった．イエスは肉となった言葉であり，人々のために自らの生命を与える目的で

到来した．その使命を終えた後，自らを遣わした父の許に戻ってゆく．地上での生において，神

の子としてのその栄光は輝きを放つ．彼は生命の光となった．彼は死に対して生命を，罪に対し

て真理を代表する．彼に信を置く者はみな，永遠の生命に，父と子の生命共同体に与かる．

さてこうして見ると，『ヨハネ福音書』の描くキリストが，ヨハネ共同体のうちに働く「復活

のキリスト」に他ならないと言われるのに対して，共観福音書の中で描き出されるキリスト像

は，地上に生きた生前のイエスの姿にむしろその重心を置いていることが明瞭になる．このよう

な相違点こそ，四福音書があいまって，イエス・キリストの実像のすべてに光を当てるとされる

理由となっている．

もっとも，人の内奥に内在するのは，霊的存在でしかありえない．その意味において，復活の

イエスが霊（教会が介在するなら「聖霊」となる）を注ぎ出したとすれば，その霊に与かっては

じめて，肉体を備えた地上のイエス像にも肉薄することが可能となるはずである．地上のイエス

を記す共観福音書にあって，この「聖霊」を司る教会の存在を別の前提として要請するのは，ご

く自然なプロセスであろう．ただ『ヨハネ福音書』には，その文書中に，十字架上のイエスの体

に与かってゆく可能性と方法が記されていると筆者は判断する．したがって，純然たる公的な研

究教育機関として，「教会」という別次元の組織を遠ざけておくことが望まれる日本の大学その

他では，共観福音書に通じうる「眼」を備えるためにも，『ヨハネ福音書』そして「ヨハネ文書

群」が役立てられて然るべきであろう．

この一連の推察は，四福音書内部において「予型論神学」を適用するプロセスであると言うこ

ともできる．すなわち，旧約聖書に対する真の理解は，救済者の到来を俟って初めて，福音の光

をもってこそ可能である，とするのが通例の「予型論的解釈」であるが，そのズームを絞り込む

ならば，共観福音書に見られる地上のイエス像を対象とした場合，『ヨハネ福音書』に見られる

復活のイエスを光源として初めて真の理解が得られる，という構図になるだろう．その際，『ヨ

ハネ福音書』における「光源」とは「十字架上で死と復活を遂げるキリスト」に他ならず，その

「十字架上の共同体」への与かりこそが，同福音書の執筆目的であった，と筆者は考えるのであ

る．
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IX 「復讐をしてはならない」をめぐって

さて本稿の最後に，特に『マタイ福音書』第5章から第7章にかけて記された「山上の垂訓」

（ないし「山上の説教」）を素材とし，特に同書第5章38節から42節にかけて載る「復讐をして

はならない」をめぐって，共観福音書（本稿では特に『マタイ福音書』を取り上げる）と『ヨハ

ネ福音書』の立つ地平の相違を，改めて明らかにしてみたい．「復讐をしてはならない」とは，

元来『レビ記』第19章18節に見られる禁令であった．

この「復讐をしてはならない」という趣旨の垂訓は，『マタイ福音書』第５章17節より始まる

「律法についてのイエスの説教」の中に収められており，順に，1】腹を立ててはならない（ﾏﾀ

ｲ5,21－26），2】姦淫してはならない（ﾏﾀｲ5,27－30），3】離縁してはならない（ﾏﾀｲ5,31－

32），4】誓ってはならない（ﾏﾀｲ5,33－37），5】復讐してはならない（ﾏﾀｲ5,38－42），6】敵

を愛せよ（ﾏﾀｲ5,43－48）という順序で，古来イスラエルに伝えられる律法の掟に対し，イエス

がいかなる新しい掟を与えるかをめぐり，整頓された形で論述が進められる一節のうちに登場す

る．いま『レビ記』と『マタイ福音書』から，前後を含め，各々に見られる「復讐してはならな

い」の部分を訳出してみることにしよう．

【レビ記】「心の中で兄弟を憎んではならない．同胞を率直に戒めよ．そうすれば彼の罪を負

うことはない．復讐してはならない．民の人々に恨みを抱いてはならない．自分自身を愛するよ

うに隣人を愛せよ．わたしは主である」（ﾚﾋﾞ19,17－18）．

【マタイ福音書】「あなたがたも聞いているとおり，＜目には目を，歯には歯を＞と命じられ

ている．しかし，わたしは言っておく．悪人に手向かってはならない．だれかがあなたの右の頬

を打つなら，左の頬をも向けよ．あなたを訴えて下着を取ろうとする者には，上着をも与えよ．

だれかが，１マイル行くように強いるなら，一緒に２マイル行くがよい．求める者には与えよ．

あなたから借りようとする者に，背を向けてはならない」（ﾏﾀｲ5,38－42）．

後者のうちに登場する＜目には目を，歯には歯を＞は，「同害刑法」（同害復讐法；lex	

talionis）と呼ばれるものであり，旧約聖書中には『出エジプト記』21,24，『レビ記』24,20，

『申命記』19,21に現れる．『レビ記』の中にもこの文言は現れるのであるが，『レビ記』全体の

精神性としては，先に見たように，隣人愛に裏づけられた「復讐してはならない」（同19,18）

が優越する．福音記者マタイもこのことは知悉していたはずであるが，上に引いた一節では，

『レビ記』に明言されている隣人愛の掟から一度退歩し，「同害復讐法」の掟を再度取り出して

から，これをイエスが改める，という体裁を採っている．『マタイ福音書』におけるイエスの結

論は「悪人に手向かってはならない」であり，上に引いたこの部分全体の主旨から浮かび上がる

のは，隣人愛の教えというよりもむしろ，敵に対する無抵抗の原則，といったほうが適確であろ

う．上記の箇所に続き，『マタイ福音書』では「敵を愛せよ」の一節が語られる．

「あなたがたも聞いているとおり，＜隣人を愛し，敵を憎め＞と命じられている．しかし，わ

たしは言っておく．敵を愛し，自分を迫害する者のために祈れ．あなた方の天の父の子となるた

めである．父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ，正しい者にも正しくない者にも雨を降らせて下
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さる．自分を愛してくれる人を愛したところで，あなた方にどんな報いがあるだろうか．徴税人

も，同じことをしているではないか．自分の兄弟にだけ挨拶したところで，どんな優れたことを

したことになろうか．異邦人でさえ，同じことをしているではないか．だから，あなたがたの天

の父が完全であるように，あなた方も完全なものとなりなさい」（ﾏﾀｲ5,43－48）．

ここに引かれる＜隣人を愛し，敵を憎め＞という掟のうち，前半部は言うまでもなく上掲の

『レビ記』19,18である．もっとも『レビ記』のこの箇所には「敵を憎め」とは加えられていない

し，旧約聖書のどこにもそのような掟は記されていない27．このような言葉をイエスが実際に発

したとは考えられないが，この箇所の趣旨は「敵を愛せよ」ということであろう．その前の部分

とつなげるならば，「敵を愛し，敵のために祈れ」という論旨で一貫するからである．

一方，先の『レビ記』からの引用は，「敵」に対する振舞い方には何ら触れていない．ただ

「復讐してはならない」と明確に記されているのみである．この趣旨に関しては「イスラエルで

は，復讐は，個人ではなく，公の組織，集団の権限とされた．すなわち私刑（リンチ）の禁止で

ある．これは『レビ記』19,17以下に明白に説かれている禁令であり」，「この禁令の背後には，

神こそ被害者や義人にさえ代わって，義しい人のために復讐する主体である」という考え方があ

り，さらに「『申命記』32,35には＜わたしこそ報復し，報いをする＞と記されている」と注記さ

れる28．この「復讐するはわれ（神）にあり」（申命記32,35）という有名な言葉は，新約聖書で

も『ローマ書』12,19，『ヘブライ書』10,30に現れる．

ここで，先の『マタイ福音書』「山上の垂訓」における「敵を愛し，敵のために祈れ」という

表現の意味を改めて考えてみたい．この地上に生きる限り，どんな場面にも「敵」が存在する，

というのが現実のありさまであろう．「山上の垂訓」でイエスは，その現実を打破する姿勢をわ

れわれに提示したと言える．しかしながら，そのような現実世界の超克のためには，現実の世界

に別の次元の機関・空間を設定する必要があった．それが教会であり，『マタイ福音書』もこの

方向性で一致していると言えるだろう．

しかしながら『ヨハネ福音書』では，『マタイ福音書』に見られるような「敵への愛」が説か

れることはない．ただ「互いに愛し合え」との掟が授けられるだけであり，「敵」が潜むと思わ

れる「世」に対しては，「世と世にあるものを愛してはならない．もし世を愛する者があれば，

父の愛はその者のうちには存しない」（1ﾖﾊﾈ2,15）と『ヨハネ第一書簡』で説かれることが際立

つ．この方向性は，まず『レビ記』の掟を忠実に再現したものであるとも言えるだろう．

本稿では一貫して，『ヨハネ福音書』の原点と見なすべき場は「十字架上に置かれるキリスト

の共同体」であると主張してきた．十字架上のキリストは，すでに死を経て（ﾖﾊﾈ19,33），その

脇腹からの血と水との流出により（ﾖﾊﾈ19,34），復活と勝利を証明する次元にあった．死こそ人

間にとって最大の敵であるとするならば，死を超克した十字架上の復活のキリストにとって，も

はや敵は存在しないことになろう．したがって，地上の掟として改めて「敵を愛せ」と命ずるこ

27	 フランシスコ会聖書研究所（1966），81．
28	 宮本（1991），146．
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とは，『ヨハネ福音書』には馴染まない．

さらに『ヨハネ福音書』では，『レビ記』に見られた「復讐してはならない」との掟も語られ

ることはない．敵がすでに克服され，存在しない以上，「復讐」という行為もあり得ないのであ

る．ここに「わたしは既に世に勝っている」（ﾖﾊﾈ16,33）というイエスの言葉の意味が明確とな

ろう．ヨハネ共同体にあっては，すべてが勝利の生命に満ち溢れているのである．「復讐しては

ならない」という掟は，将来的な，あるいは（神を含めた）別の次元における「復讐」が実現さ

れることへの願望が残存していることを前提とする．この掟をも廃した『ヨハネ福音書』，そし

てそこに描かれるイエス像は，旧約の律法あるいは共観福音書からさらに進んで，真に全能なる

神の子の共同体を形成する上での典拠として，この上なく有効であると考えられるだろう．

X 結．『ヨハネ福音書』における現在終末論の意義

本稿では，『ヨハネ福音書』に記される「十字架上に置かれるキリストの共同体への与かり」

をもって，同福音書の現在終末論的光源と解し，そこからの解釈に照らした場合，特に共観福音

書に描かれるイエス像がどのような位相を帯びるのかを問うてきた．現在終末論とは，現在こそ

終末に他ならないと捉え，人間の側からはそれ以上何も望まない，という姿勢を示すことであ

る．たとえば，やはり「山上の垂訓」のうちに見出される「御国の来たらんことを」（ﾏﾀｲ6,10；

ﾙｶ11,2）という祈りは，「主の祈り」としてあまりにも有名であるが，これも「天の王国がまだ

到来していない」との認識を示す祈祷句であると理解することができよう．『ヨハネ福音書』の

現在終末論にあっては，「十字架上に置かれるキリストの共同体」こそ「天の王国」に他ならな

い，と解釈し，そこへの道程は『ヨハネ福音書』のうちに，すべて描き尽くされていると理解す

ることが可能である．共観福音書に描かれるイエス像は，生前におけるその地上の姿を中心とす

るものであり，そこに説かれる教えと掟とは，この世において，なお「敵」の存在を前提とする

次元のものであった．本稿を閉じるに当たり，このような共観福音書の次元を明らかにしえたこ

ともまた，『ヨハネ福音書』における現在終末論からの実りであると考えたい．
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Abstract

Using the idea that Shakespeare hid the identity of Juliet in the sentence “Juliet 

is the sun”, I could find a secret play about Mankind and the Sun. But Shakespeare 

didn’t leave the matter there. Instead, he used the comedic twin of Romeo and Juliet to 

play out another brighter scenario with another Sun figure. The Sun figure is Bottom 

the Weaver, and he is united with Titania, who is experiencing troubles. These troubles 

are, if examined closely, Hermetically disguised effects of coal use. For example there 

are “rheumatic diseases” which could be caused by coal smoke. There is a loss of 

merriment and play as a fossil-fuel based economy drew everyone in to cities, and land 

was enclosed for profit. Fortunately, Bottom, the sun “cures” Titania in a Mummer’s 

play-style “cure” that owes much to the concept of hieros gamos. And following from 

the cosmic allegory, the identity of the “changeling boy” is revealed and a new source 

for the play, The Birds by Aristophanes, is identified.

I. Introduction: “Juliet is the sun” and the twin play of Romeo and Juliet

That Juliet in William Shakespeare’s Romeo and Juliet is actually in allegory the sun, the 

source of sustenance for all creatures on earth, while the tragedy conceals a secret cosmic, scientific, 

and historical drama about the sun and mankind1 is a radical2 notion.  It is nevertheless a unique and 

revolutionary critical idea, and an interested scholar is therefore attracted to seek out how far and 

“And Phibbus’ car shall shine from far”: 
the Sun, a ‘green’ Mummer’s Play and 

hieros gamos in A Midsummer Night’s Dream

Marianne	KIMURA

1 Please see my article entitled “’Juliet is the Sun’: The Secret Anti-Coal Play in Romeo and Juliet and the Cosmic 

Heliocentrism of Giordano Bruno” in The Area Studies Journal , Tsukuba University, April 2012, vol. 33, pp. 61-

88.
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how wide---and in what particular guises and renditions--- the theme is found in Shakespeare’s other 

plays.

I venture here to offer a new reading of A Midsummer Night’s Dream, one which also draws 

on what I believe is the “secret of Shakespeare” (Yates 1966: 353), an elusive concept coined in 

1966 by the late scholar of Renaissance thought Dame Frances Yates in her artful and deep The 

Art of Memory. Yates pointed out that “the secret of Shakespeare has been missed”, but the passive 

construction leaves open the interesting possibility that Yates herself had not missed it, and had 

simply desired to leave this notion undisclosed3. If the “secret of Shakespeare” is indeed that he 

addressed heliocentrism (and supported Giordano Bruno’s heliocentric vision) head-on but in code 

(as I believe the hidden identity of Juliet as our nearest and very most useful star, is both revealed 

and concealed in the magnificent line “Juliet is the sun”) then the line “Juliet is the sun” functions 

like a key, unlocking the ancient Renaissance puzzle of the secret play in Romeo and Juliet, and 

opening a new world of exciting readings based on Giordano Bruno’s philosophical and scientific 

legacy in Shakespeare’s other plays. 

The arrangements of cosmic allegorical forces hidden in Shakespeare’s plays that depict the 

architecture and functions of the cosmos and grand actors within it (the Sun, Man, and a few other 

key figures) owes much to Giordano Bruno’s conception of the Art of Memory, where “thoughts 

singled out for attention could be put into what Bruno called, ‘a distilled and developed order of 

conceivable species, arranged as statues, or a microcosm, or some other kind of architecture…...” 

(Bruno, quoted in Rowland, 2008:123) A Midsummer Night’s Dream, like Romeo and Juliet, 

reveals the studied and mannered, but also cascading and resonating, interplay between the hidden 

(cosmic) and the openly presented layers of dramatic action. Through correctly understanding which 

characters are also such cosmic “statues”, or presences, functioning subtly within the heliocentric 

cosmic microcosm, we can appreciate the magical and stunning cosmic operation of this comedy. 

II. The Ideas of Giordano Bruno

Giordano Bruno addressed Copernican theory, still not widely accepted, in Cena de le 

Ceneri,(1584) and accepted Copernicus’ heliocentric theory, but Bruno added a few more ideas: 

2 Dr. Satoshi Fujikawa, a Professor of Aesthetics and Western Art History at Yamaguchi University in Yamaguchi, 

Japan, used the word “radical” to describe my theory about Romeo and Juliet in a conversation I had with him in 

October, 2011. 

3 In another book of hers, Majesty and Magic in Shakespeare’s Last Plays, Frances Yates writes in the Introduction: 

“….Bruno’s Hermetic vision of the art of memory seemed to raise the question of whether here might be a clue to 

the vast powers of Shakespeare’s imagination. But the time for writing a book on ‘Shakespeare and the Hermetic 

Tradition’ had not come, nor has it yet come, though this book might be an ‘approach’ to it’. (3) (my emphasis). 
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removing the spheres that had formerly formed the outer edges and limits of the sky (which 

Copernicus had retained), Bruno said the universe is infinite, with an infinite number of stars and 

planets. Bruno also denied the existence of the “quintessence”, the out-of-this-world matter Aristotle 

had proposed as the material of stars and other planets (though not the earth): “That is, all bodies are 

composed of the same basic, infinite substance, and no essential difference exists between sublunar 

and heavenly bodies” (Gatti 1999: 58). In addition, Bruno proposed a thermodynamic basis for 

the movement of the earth around the sun: “Bruno sees the need for heat on the part of the earths, 

and a corresponding need to communicate heat on the part of the suns, as the principal cause of the 

celestial motions.” (Gatti 1999: 58). A few years later, in De Immenso(1591), Bruno wrote:

The Earth, in the infinite universe, is not at the centre, except in so far as everything 

can be said to be at the center.’ In this chapter it is explained that the Earth is not 

central amongst the planets. That place is reserved for the Sun, for it is natural for the 

planets to turn towards its heat and light and accept its law. (De Immenso III,iii,qtd. in 

Michel, 1973: 181) 

The scientific knowledge that there was only one source of heat and light near us (the sun), 

that we revolved around it and that all matter throughout the universe was the same, implied a 

material connectedness, with light as a functioning piece of the action, among solar bodies, and 

indeed, a dependence on the part of the earth on the sun. Slowly, Bruno’s novel, revolutionary ideas 

were incorporated, assimilated, and taken up by other scientists, and in 1600, the year that Bruno was 

executed by the Catholic Church in Rome for the heretical nature of his ideas, a scientist in England 

named William Gilbert, influenced by Bruno’s writings, wrote:

The earth therefore rotates, and by a certain law of necessity, and by an energy that 

is innate, manifest, conspicuous, revolves in a circle toward the sun; through this 

motion it also shares in the solar energies and influences; and its verticity holds it in 

this motion lest it stray into every region of the sky. The sun (chief inciter of action in 

nature), as he causes the planets to advance in their courses, so, too, doth bring about 

this revolution of the globe by sending forth the energies of his spheres---his light 

being effused. (Gatti 1999: 89)

The new way of looking at the world included this modern word “energy”, a concept that 

had not yet been characterized by physics (a nascent field in itself), but which had recently emerged 

vaguely out of necessity in light of the new still emergent cosmic paradigm. It was only a small step, 

then, for William Shakespeare, who wrote A Midsummer Night’s Dream in 1596 or 1597, to take in 

the new scientific model, understand the forces and influences at work, and conclude that the black 

lumps of coal he saw every day, powerful and valuable though they might be in commerce, were, by 

virtue of not being generated any longer, qualitatively totally different from the sun. In other words, 

it was, thanks to Bruno’s basic ideas, which included a mental map of the tiny earth revolving around 
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an important, large, hot sun, now possible to distinguish between various streams and flows of fuel, 

and to trace their origins, actions and effects. By achieving an accurate picture of man’s place in 

the firmament, mentally picturing the cosmic relationships, and knowing what powered the earth 

and kept it revolving, the future could be known, or predicted in a rough way. Man’s collective and 

purposeful action of using flows of different fuels, perhaps not always with an outcome that was the 

desired or intended one, could also, in a general outline, be ascertained. That is, actually, both the 

methodology and the achievement of Romeo and Juliet. But that brilliant and tragic play, for all that 

it accomplished, was only half of the story. There could not be any death in nature without also a 

rebirth. The genre of Theater itself underpinned by this idea of cycles, is also thus an art form which 

actively yet implicitly promotes this idea:

Theater originates in the agricultural festival and the rituals there celebrated….they are 

rituals which seek to promote, by what is still part magic, the renewal of all life after 

its winter death. They do so through the presentation of definite myths, of agricultural 

gods or heroes, of vegetable, animal, or human aspect, which triumph and die and 

come back to life, which disappear and reappear, are expelled or captured, or confront 

one another in an agon, or combat, normally together with a komos of followers or 

companions. At this point, mimesis arises. Some individual, masked or no, feels 

himself to be the incaration of the god or hero or one of his companions. (Adrados 

1975: 14)

In London, Shakespeare had access to new and heretical ideas of science, to the literature 

and drama of antiquity, and to new technologies such as the widespread use, in houses, of narrower 

chimneys to make coal burning possible. Scholars are used to seeing his work as an integration of 

mainly literary ‘sources’ such as works from antiquity, the works of other playwrights, and folk 

plays. But that view needs to be widened beyond literary sources to include the science of his day, 

technologies of his day, the economic conditions of his day, and the religious ideas of his day, 

including non-Christian ones such as the Renaissance cult of the sun. 

The very act of writing Romeo and Juliet at the same time as A Midsummer Night’s Dream 

is actually, as I will show, an integrative Renaissance exploration, and exposition, of science, 

economics, history, religion, and theater. Up until now, critics have focused on the superficial 

similarities between the plays:

……and the tragedy they (i.e., the Athenian artisans of A Midsummer Night’s 

Dream) perform, of star-crossed lovers, fatal errors, and suicides, is one in which the 

playwright himself was deeply interested. In the period he was writing the “Pyramus 

and Thisby” parody, Shakespeare was also writing the strikingly similar Romeo and 

Juliet; they may well have been on his writing table at the same time. (Greenblatt 

2004: 52) (my emphasis)
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Many critics besides Stephen Greenblatt have pointed vaguely to the “striking” similarities 

between A Midsummer Night’s Dream and Romeo and Juliet, but, without the useful knowledge of 

“the secret of Shakespeare”, that is to say, the specific thermodynamic4 and cosmic nature of his 

metaphysical and scientific inquiries, part of Renaissance scientific discussions of his day, the focus 

has been on superficial things such as star-crosssed lovers and fatal errors. I hope this paper will 

show another path forward.

III. Mummer’s Plays

Within all the folk traditions, “it was the “rowdy, uncontrolled, free-to-all comers character of 

the mumming that recalled the ‘democratic’ character of the more ancient pagan festivals noted by 

E.K. Chambers” (Weimann 1987: 26). Glynne Wickham notes that “Mumming was the prerogative 

of those without claim to noble birth” (Wickham quoted in Weimann 1987: 26). It is important to 

note that professional actors were not the performers, but ordinary people, who joined in if they 

wished. In Mumming, 

processions of disguised persons demanded tribute or forced their way into private 

houses. Once within, the mummers treated the house as “public property”------

another libertas decembris by which the sanctity of private property was temporarily 

suspended. It is therefore not surprising that Tudor legislation imposed harsh 

punishments on masqueraders, especially if they entered the houses of noblemen or 

other substantial persons. (Weimann 1987: 26)

Weimann goes onto assert that 

There was, of course, no political ideology underlying the boisterous revelry of the 

masqueraders; unlike the Roman Saturnalia, these modern conventions did not retain 

any justification in myth and there was no direct connection with any of the defensive 

functions of ritual. At best, only a playful kind of resistance to the division of social 

classes can be found in the variously disguised inversions of rank and authority. 

(Weimann 1987: 26) 

Weimann is able to trace the lineage of Mummer’s plays back to when they did “retain 

justification in myth”. Roman Saturnalias would have been underpinned by the pantheon of Greek 

4 I want specifically to say that just because Giordano Bruno and William Shakespeare lacked a modern vocabulary 

of thermodynamics does not mean that the operations of thermodynamics did not exist materially in the universe 

of the Elizabethan era (of course we know their universe was materially and physically bound by the same laws 

as ours today), and also I wish to posit that a scientific understanding, though vague by our standards, of the 

concepts of thermodynamics could be accessed ---and correctly so---in their era.
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Gods, including Apollo, the sun god, (and the only Greek god whose Greek name was retained by 

the Romans). The rise of Christianity, with the official discrediting of Apollo, meant that seasonal 

and natural mythic forces in the Mummer’s plays became weakened, invisible, or went underground. 

For example, Mummer’s plays were particularly performed (and still are performed) in the Christmas 

season in England, the time of year of the winter solstice. 

It is very natural for Weimann to talk about---and therefore implicitly to link---- both this 

underground connection to seasonal ritual, a manifestation of “myth” and the “resistance to the 

division of social classes” implied by Mumming in the same paragraph. Yet, the connection is not 

at all made clear by him. Why should it be assumed, without inspection or inquiry that history will 

just ‘naturally’ progress away from seasonal myths and the direct influence of nature gods? And 

why should such a progression away from direct nature myths of the sacred be linked with more, or 

more noticeable, hierarchical divisions in social classes, divisions that are resisted or regretted, at 

least by some? To leave these issues unexamined is to miss exactly the fundamental problem that so 

interested Shakespeare in A Midsummer Night’s Dream, a play with 1) sharp class divisions; 2) a pre-

Christian setting in Athens, the home of the mythical Greek Pantheon; 3) a set of supernatural fairy 

beings more at home in pre-Christian English folklore; and 4) A title which makes specific reference 

to the summer solstice (midsummer).

IV. State Authority, Class Hierarchy and the Sacred: Connected to Energy

A well-known scholar in anthropology, Joseph Tainter, discusses in detail the connection 

between changes in the sacred myths a society may have and changes in its social hierarchy. The first 

point Tainter suggests is that in general, in both simple societies or complex ones, rulers or chiefs, 

“share….the need to establish and constantly reinforce legitimacy…..hierarchy and complexity, as 

noted, are rare in human history, and where present require constant reinforcement”. (Tainter 1990: 

27) Reinforcement of legitimacy produced through coercion, Tainter writes, is costly and ineffective, 

while “establishing moral validity is less costly and more effective” (Tainter 1990: 27). Tainter 

makes the point that complex societies are focused around a center, which he calls “the symbolic 

source of the framework of society” (Tainter 1990: 27). Tied to legitimacy of the rulers, the center, 

is not only the location of legal and governmental institutions, but is the source of 

order, and the symbol of moral authority and social continuity. The center partakes 

of the nature of the sacred. In this sense, every complex society has an official 

religion. (Shils, 1975, Eisenstadt, 1978; Apter: 1968)…….The moral authority and 

the sacred aura of the center not only are essential in maintaining complex societies, 

but were crucial in their emergence. One critical impediment to the development of 

complexity in stateless societies was the need to integrate many localized, autonomous 
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units, which would each have their own peculiar interests, feuds, and jealousies. A 

ruler drawn from any one of these units is automatically suspect by the others, who 

rightly fear favoritism toward his/her natal group and locality, particularly in dispute 

resolution. (Netting: 1972)……

The solution to this structural limitation was to explicitly link leadership in early 

complex societies to the supernatural……An early complex society is likely to have 

an avowedly sacred basis of legitimacy, in which disparate, formerly independent 

groups are united by an overarching level of shared ideology, symbols, and cosmology. 

(Netting: 1972; Claessen, 1978; Skalnik, 1978) Supernatural sanctions are then a 

response to the stresses of change from a kin-based society to a class-structured one. 

(Tainter 1990: 27-28) (my emphasis)

The broader outlines of English history are well-known: a movement of wider and 

more central consolidations of power: over a few centuries spanning roughly 1000 until 1500, 

Concurrently, Christianity achieved greater and greater influence and power. Local authorities of all 

kinds, not just major ‘regional powers’ such as Scotland, Ireland and Wales, were also subsumed, 

and there began a general climb to the modern era. 

It is totally beyond the scope of this paper to discuss the spread of Christianity over Europe 

and England as a phenomenon that developed out of the rise of more centralized and more complex 

states in response to the compelling needs of the rulers to legitimize their own power. Yet, keeping 

this idea in mind, we can traverse the landscape of the secret play5 in Romeo and Juliet to find 

evidence that Shakespeare himself must have thought just along such lines. When the lovers meet at 

the party, Romeo speaks of himself as a “pilgrim” and of Juliet as a “shrine”. Their real names are 

not known to each other. Here are all nature-based pre-Christian religions with a sun god artistically 

and neatly inscribed in a symbolic microcosmic style so in harmony with formalist Renaissance 

aesthetic ideals. 

In the balcony scene, the language of worship has been replaced by the language of love, 

coupled with a sense of insecurity as the lovers seek frantically and excruciatingly, to make promises 

or “vows” to guarantee their union. The sun is no longer a god, but it is important, central, of course 

in agriculture (Juliet speaks of her “bounty”), and a constant presence, but as a result of being no 

longer divine, it is crucially, now also out of Man’s reach. This explains why Juliet is on the balcony, 

and accounts for the fraught, tormented situation expressed allegorically in the lovers’ language 

where they constantly seek for resolution. In practical, historical terms, by putting the locus of sacred 

5 See my paper entitled “’Juliet is the sun; the Secret Anti-coal Play in Romeo and Juliet and the Cosmic 

Heliocentrism of Giordan Bruno” Area Studies Tsukuba, April 2012, for details.
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celebrations into central buildings (called churches or cathedrals) Christianity brought more rural 

direct nature worship away from its participants and simultaneously removed what Weimann calls 

the older “mythic justification” from folk rituals. 

Along with complexity in religion, complexity in science is also alluded to in this extremely 

topical play. Renaissance scientific ideas about the sun, such as the Copernican thesis that the earth 

actually circled the sun, coupled also with Shakespeare’s secret Hermetic expression statement of 

support for Giordano Bruno, is inscribed in the statement of Romeo when he says, just before making 

his way back to Juliet, in the Capulet’s garden, “Can I go forward when my heart is here? Turn back 

dull earth, and find thy centre out” (II.i.1-2)

I have made the radical claim that the first two lines of Romeo and Juliet (“Gregory, on my 

word, we won’t carry coals”/”No, for then we should be colliers”) are important Hermetic signs both 

revealing and concealing Shakespeare’s awareness of the important role of coal. The phrase seems to 

indicate a subtle or eventual rejection of coal, perhaps because Shakespeare was already somewhat 

aware of the real eventual price, a price which modern historians, (the following excerpt is from a 

book published in 2004), have only just now started to discuss:

Coal offered select societies the power of millions of years of solar income that had 

been stored away in a solar savings account of unimaginable size. Coal would give 

them the power to change fundamental aspects of their relationship with nature, 

including their relationship with the sun, but it would offer that power at a price. 

(Freese 2003: 6-7) (my emphasis)

The power of coal has long been recognized, and perhaps the era preceding our current oil 

age, where coal was dominant in transportation and industry, is where people made the most eloquent 

defenses of it: “Every basket (of coal) is power and civilization”, wrote Ralph Waldo Emerson in the 

mid 1800s (Freese 2003: 10).

In modern scholarship, Tainter validates this idea, of available energy resources being a 

natural game-changer in the area of sociopolitical complexity, in a more general way when he writes:

Human societies and political organizations, like all living systems, are maintained 

by a continuous flow of energy. From the simplest familial unit to the most complex 

regional hierarchy, the institutions and patterned interactions that comprise a human 

society are dependent on energy. At the same time, the mechanisms by which human 

groups acquire and distribute basic resources are conditioned by, and integrated within, 

sociopolitical institutions. Energy flow and sociopolitical organization are opposite 

sides of an equation. Neither can exist, in a human group, without the other, nor can 

either undergo substantial change without altering both the opposite member and the 

balance of the equation. Energy flow and sociopolitical organization must evolve in 

harmony. (Tainter 1990: 91)
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The task, now, is to understand how the Hermetically-presented topic of the oppositional coal-

sun issue as it affected Britain’s society is addressed in A Midsummer Night’s Dream, the twin play 

of Romeo and Juliet. In Act III of A Midsummer Night’s Dream, Helena says to Hermia:

So we grew together, like a double cherry, seeming parted,

But yet an union in partition,

 Two lovely berries moulded on one stem,

So with two seeming bodies, but one heart,

Two of the first, like coats in heraldry,

Due but to one, and crowned with one crest. (III. ii. 208-214)

These lines are a playful Hermetic, and microcosmic, exposition of the relationship of the two 

plays to each other: they address a similar theme (“crowned with one crest”). “An union in partition” 

alludes to the importance of walls, the way the secret plays are divided from the overt plays, and the 

hidden uses of allegory. It should be noted that in the comedy, there is a character called “Wall”, 

while in the tragedy, Juliet says that “the orchard walls are high and hard to climb” ( II.ii.63), and 

Romeo responds immediately with, “With love’s light wings did I ov’er perch these walls” (II.ii.66); 

all are subtle allusions to the many partitions, invisible and visible, in both plays.

V. The Mummer’s Play Structure in A Midsummer Night’s Dream

That Shakespeare used a Mummer’s play as a structural pattern or vague formal source for A 

Midsummer Night’s Dream has been recognized on-and-off again, especially by earlier critics such 

as H. Coote Lake (Lake 141) and William Montgomerie (Montgomerie 1956: 214). A 1916 study 

entitled “An Essay on Shakespeare’s Relation to Tradition” by Janet Spens points out:

…..Shakespeare learned to mix his literary matter with the old folk dramas  which had 

the vitality of countless generations in them, and their roots in the far-off mysterious 

kinship between man and the dumb earth with which his dust mingles in death. The 

debt is no mere suggestion of the plot, but extends in many cases to most of the 

situations on the stage. (Spens 1916: 3)

But beyond vaguely identifying a Mummer’s play pattern, no critic has seriously tried to 

connect any deeper theme of A Midsummer Night’s Dream with its folkplay template, and with 

the enactment of a cure. (A Midsummer Night’s Dream also recollects the Hock Tuesday play, a 

festive yearly series of amateur performances by artisans at Coventry for the visiting queen, and the 

May Day festival, where lovers ran into the woods to dance and sing, as well as the yearly summer 

solstice, “Midsummer”, when various local agricultural festivals took place, so the sheer number of 

older forms present in the play has also made it difficult to see which is the older form that informs 

the play’s meaning most significantly.)
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A first playful consideration is: did Shakespeare choose the title A Midsummer Night’s Dream 

because “Midsummer” rhymes with “Mummer”?---(In fact, it is worth noting that the title also 

conceals the word “Mummer” by containing it.) Formally, then, here are the structural elements of 

the play that owe their existence to the English folk Mummer’s play. Robert Weimann characterizes 

the Mummer’s play as having ritual origins “in the fertility rites and agrarian festivals of pre-feudal 

and pre-Christian village communities” (Weimann 1987: 17). He goes on to describe the interior 

structure of the Mummer’s Play as follows: 

The basic four-part structure of the play begins with an introduction in which one of 

the actors addresses the surrounding audience asking for room to play and requesting, 

sometimes, their attention as well. This is followed by the hero-combat, in which two 

protagonists (often St. George and the Turkish Knight) appear to boast of their strength 

and engage in battle; the defeated player is subsequently wounded or killed. A doctor, 

usually assisted by an impudent young servant, is then summoned to heal the fighter’s 

wounds or resurrect him from the dead. A number of comic characters appear in the 

last part of the play, which ends finally with a collection and another address to the 

audience. (Weimann 1987: 15-6)

Shakespeare has modified and disguised the Mummer’s play in an experimental and novel 

way, but the basic structure (and its older ritual purpose of enacting a cure) remains. In addition, all 

four of the parts of a Mummer’s play that Weimann identifies are strictly and formally retained in 

A Midsummer Night’s Dream: Shakespeare adapts them smoothly for his sophisticated Elizabethan 

audience. The central and most important piece of action is the “cure” of the situation (nature is out 

of order) involving Titania. The ‘doctor’ who enacts the cureis her husband, Oberon, with the love-

in-idleness flower (a kind of magic drug); the ‘impudent young servant’ is Puck, who says to the fairy 

he is talking to, as Oberon first enters the scene, “But room, fairy! Here comes Oberon” (II.i.58), 

thus “asking for room to play” (Weimann’s first criteria). The last criteria (“a collection and another 

address to the audience”) is retained in Puck’s last long speech, and especially in the penultimate line 

“Give me your hands, if we be friends” (V.i.437). (The ”collection” here isn’t a request for money, 

but has been adapted into a request for applause.)

VI. What Needs to Be “Cured” by this Mummer’s Play?

Although critics have vaguely found a Mummer’s play pattern, there has not been any 

attempt to examine formally and methodically what needs to be “cured” and who the “doctor” and 

the “doctor’s assistant” are, and why. In other words, the system behind Shakespeare’s choices 

hasn’t been understood. Like its organic mythic predecessors, the resulting art, an “artificial god” 

in the words of Helena in her “double-cherry speech”, calls up a “defensive function”. And with 
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A Midsummer Night’s Dream, Shakespeare secretly expels coal, and with it, the new incipient 

industrialization, the new stratifying social class divisions, and the reigning new Puritan spirit, whose 

power derived from the new social and economic structures that coal made possible. Shakespeare 

was---and obviously, in what is still a fossil-fuel-based economy, still is--- very subversive. It has not 

been realized just to what extent this is true, and Shakespeare continues to be seen historically, and 

above all, in economic terms as bourgeois, self-made, and a successful business man, who is widely 

assumed not to have questioned too closely the status quo. Yet, one scholar of Bruno who has noted 

many connections between major parts of Hamlet and Giordano Bruno’s heretical ideas has alluded 

to this subversive side of Shakespeare: “For had (Shakespeare’s) dramas been fully understood by 

his public, it is unlikely that he would have been able to pass those years of prosperous retirement at 

Stratford…”.(Gatti 1989: 116) 

VII. Titania, the Puritans and Coal

The cure that is carried out by the play goes to the heart of Shakespeare’s environmental 

concerns because it relates critically to the issue of coal. In this play, we see the effects of coal 

Hermetically depicted in the long important ‘complaint’ speech of Titania, who represents the earth 

or the land or physical nature. We can associate her with the earth, land, or nature from this long 

and significant speech, which catalogues the many troubles that have befallen the country since her 

quarrel with Oberon started. The two are fighting over who should have a “little changeling boy” 

(II.1.120), and because of this conflict, wide-ranging effects on the land are seen:

Titania: These are the forgeries of jealousy

And never, since the middle-summer’s spring,

Met we on hill, in dale, forest, or mead,

By paved fountain or by rushy brook,

Or in the beached margent of the sea,

To dance our ringlets to the whistling wind,

But with thy brawls thy hast disturbed our sport.

Therefore the winds, piping to us in vain,

As in revenge, have suck’d up from the sea

Contagious fogs; which, falling in the land, 

Hath every pelting river made so proud

That they have overborne their continents.

The ox hath therefore stretched his yoke in vain,

The ploughman lost his sweat, and the green corn

Hath rotted ere his youth attain’d a beard.
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The fold stands empty in the drowned field,

And crows are fatted with the murrion flock,

The nine men’s morris is filled up with mud,

And the quaint mazes in the wanton green,

For lack of tread, are undistinguishable.

The human mortals want their winter here;

No night is now with hymn or carol blest.

Therefore the moon (the governess of floods),

Pale in her anger, washes all the air,

That rheumatic diseases do abound,

And thorough this distemperature, we see

The seasons alter: hoary-headed frosts

Fall in the fresh lap of the crimson rose,

And on old Hiem’s thin and icy crown

And odorous chaplet of sweet summer buds

Is, as in mockery, set; the spring, the summer

The chiding autumn, angry winter change 

Their wonted liveries; and the mazed world,

By their increase, now knows not which is which.

And this same progeny of evils comes 

From our debate, from our dissension;

We are their parents, and original. (II.i.81-117) 

In order to understand how this list of troubles is a poetic and disguised description of 

problems associated with using coal, it will be necessary to understand some esoteric facts about coal 

smoke and coal in Elizabethan London. First, coal was delivered by sailing ship to London. The coal 

was loaded in the north of England where the mines were, and delivered to London:

 Moving the coal from where it lies to where it’s needed is a problem that has 

plagued the coal trade from the beginning. Until the advent of railways, coal was 

either moved by water or not moved much at all. Once you got the coal to the water, 

though, shipping it the three hundred miles or so from Newcastle to London cost about 

the same as carrying it three or four miles overland. In this respect, conditions near 

Newcastle and in England were ideal…..the link between ‘sea coal’ and water was 

by no means superficial…England’s broad use of coal was possible only because the 

nation had plenty of water to float the coal to market. (Freese 2003: 21-2)

The “contagious fogs” that are “suck’d up by the sea” are then a metaphorical way of 

describing the process of delivering sea coal by sea (all coal was called ‘sea coal’ until the middle 
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1600s); then when it was burned it produced coal smoke, which is dark and looks like a fog, 

particularly in a damp climate such as England’s. 

In Elizabethan times and earlier, coal smoke was disliked and there were many complaints 

recorded against businesses that used coal as fuel because of the smoke (Brimblecombe 1987: 33). 

In general, coal use and dependency increased over time. As London grew, and by the late 1500s, 

coal became a necessary cooking and heating fuel not just for many businesses, but for households, 

starting with the poorer ones. Coal smoke was widely disliked, but by then wood was too scarce and 

expensive, and the government granted one early experimenter, the Duke of York in 1590 a “seven-

year privilege to ‘corecte the sulphurous nature of coal’” (Brimblecombe 1987: 32). In 1603 Hugh 

Platt published a tract, A Fire of Cole-Balles, expressing concern that coal smoke was damaging the 

plants, buildings and clothes of London. (Brimblecombe 1987: 40) And by 1620, King James I was 

“moved by compassion for the decayed fabric of St. Paul’s Cathedral near approaching ruin by the 

corroding quality of coal smoke to which it had long been subjected”. (Brimblecombe 1987: 39) 

 These problems that resulted from coal use are allegorically presented in Titania’s speech. 

For example, the “rheumatic diseases” and also the “Contagious fogs” and “distemperature” she 

mentions may be a secretive reference to the ill effects of coal soot and smoke on health. The 

deleterious effects of coal smoke on buildings, clothes and plants were documented in Shakespeare’s 

time, but the similar effects on human health, while no doubt experienced and recognized in his era, 

would be recorded in detail a few decades later. “It was argued that more than half those who died in 

the metropolis did so from ‘ptisicall and pulmonary distempers, spitting blood from their ulcerated 

lungs’” (Digby, 1657 qtd in Brimblecombe 1987: 46). Writing in 1661, early environmentalist John 

Evelyn blamed coal for Londoners “blackened expectorations, and for the incessant, ‘Coughing and 

Snuffing’ and the ‘Barking and the Spitting’ in the churches.” (Freese 2003: 37) 

 Titania cites also the “hoary-headed frosts (that) fall in the fresh lap of the rose” (II.i.107-8) 

which allegorizes the blighting effects of coal smoke on plants in London: in A Fire of Coal-Balles 

(1603), Hugh Platt mentions damage to gardens resulting from coal smoke and soot (Brimblecombe 

1987: 31). The “hoary-headed frosts” would be caused by sulfur dioxide (released when coal is 

burned), which ravages plants and trees: “at higher concentrations of sulfer dioxide, the leaf can no 

longer cope….the cells of the mesophyll collapse and the leaf takes on a dull green water-soaked 

look. On drying, these damaged areas appear whitish” (Brimblecombe 1987: 69) (my emphasis). 

This whitish appearance can be poetically allegorized as a “frost”. Furthermore, the lines “And on 

old Hiem’s thin and icy crown/ And odorous chaplet of sweet summer buds/ Is, as in mockery, set; 

the spring, the summer/ The chiding autumn, angry winter change” possibly refer to the way that a 

more urban environment, such as Elizabethan London compared to countryside, can produce earlier 

blooming of flowers and warmer temperatures. 

 Londoners would have been able to see the air quality getting worse every year: estimates 
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are that the rate of increase in coal importation to London from 1580 to 1680 was twenty-fold 

(Brimblecombe 34). More specifically, from 1583 to 1597 (A Midsummer Night’s Dream was 

probably written in 1596), coal shipments from Newcastle to London went from 33,000 tons to 

163,000 tons (Weimann 1987:164), about a five-fold increase. 

The broader impression in Titania’s speech, moreover, is of village life as dysfunctional: 

“the ploughman lost his sweat”; “the quaint mazes in the wanton green/For lack of tread, are 

undistinguishable”. Here Shakespeare describes the reverberating effects of enclosing land, which 

was one indirect effect of coal burning, since coal burning allowed greater concentrations of people 

in cities, who could burn coal for fuel and did not need wood. These cities then could become viable 

markets for agricultural goods, and thus would make the strategy of further enclosure economically 

attractive, further disrupting the traditional economic structures that had been purely solar-based, and 

in turn, perpetuating more coal dependency, and removing rural traditions:

 (Enclosure and related economic changes) profoundly affected the ancient 

cultural traditions and customs which the shared land of the medieval village had 

immemorially fostered. Once the land was enclosed and made an object of speculation, 

traditions associated with it were, when not completely destroyed, severely threatened. 

(Weimann 1987: 162) 

Playful country traditions, nine men’s morris or making mazes in fields, have vanished with 

the old solar-based economy; also freely singing is not appropriate in an urban place: “no night is 

now with hymn or carol blest”.

It is worth elucidating the loss of play and festivity in England at this time as the Puritans 

“saw no need to relax a sense of duty” (Sommerville 1992: 37). “Puritanism was an experiment in 

seriousness” (Somerville 1992: 36), and Puritans opposed the “play element of culture” (Huizinga 

qtd in Sommerville 1992: 36). The Puritans’ campaigns against festivals, play, and the comic seem, 

on the surface, to be arbitrary or capricious. However, in a world where getting a livelihood depends 

on maintaining an overall economic level of commerce (the supply of and demand for goods flowing) 

that can generate enough economic value to maintain coal production (the resource is ever harder 

to reach since it is depleting and easier deposits are drained first), seriousness and industry would 

naturally be the new reigning principles. Festivals, days spent in singing and practicing or performing 

dramas, would be obstacles to the progress of the new more specialized, competitive, complex and 

less local economy. New or changing underlying energetic exigencies are encountered materially 

as new technologies (like chimneys for coal fires), political ideas, social trends, or new economic 

developments. 

Titania’s speech includes what editors have called a “controversial passage” (Evans 227): 

“The human mortals want their winter here” (II.i.101), (which has been so difficult to parse that it 

has been “amended in some editions to ‘The human mortals want their winter cheer’” (Evan 227)). 
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Evans speculates that this line means that humans “lack under these circumstances their proper 

winter season” (Evans 227), but the line makes perfect sense in its original form when we understand 

the secret implication of coal. In other words: the human mortals are, by selecting coal, making 

winter happen in London; they want their winter here (i.e. in London). By developing a more urban 

environment and by producing coal smoke that damaged plants Londoners were removing their 

direct contact with the sun-based economy (based on photosynthesis), and the harvest; in effect, they 

were getting a perpetual winter. It is the only phrase that implicates humans in the litany of troubles, 

and therefore it also points to coal.

Finally the use of the image of the “flood” in Titania’s speech as a secret allegory for “coal” 

becomes more clear: coal was like a massive (but unseen) flood in its impact and power to change 

everything in England: plants, games, songs, agriculture, health, and the way humans experienced 

the seasons.

The political climate and mood of Elizabethan England was heavily influenced by the 

consolidation and increase of wealth and power in the cities as the Puritans gained control. Rural 

festivals, seasonal rites, and so forth were banned and criticized:

As the bourgeoisie and the landed gentry became more respectable and aspired to 

positions of power, and as Puritanism raised its head, the traditional ceremonies of the 

village, long since dissociated from their original functions (and now in the “wildheds 

of the Parish”), seemed less and less tolerable. (Weimann 1987: 23)

The Fool, whose identity derived from these festivals, therefore can be seen to embody 

a subtle and subversive political counterpoint to the complex, consolidating, and hierarchically 

burgeoning English society of the late 1500s:

the processional topsy-turveydom and the attitudes of festive release were not at all 

incompatible with some sort of communal consciousness and some elements of social 

criticism. In fact, the traditions of popular myth ritual, and disguise seemed to provide 

a favorable vehicle for a naively rebellious expression of the common man’s sense of 

the world and his position in it. (Weimann 1987: 24).

Shakespeare understood how the Fool figure, as an atavistic figure from old folk plays and 

seasonal rituals could be also used as an avatar of the sun, the solar body which most gave old folk 

plays and seasonal rituals their force and power. His calculation was both new and old: Bruno and 

Copernicus had lately revealed a science that reinforced and reintroduced the power of the sun again 

to the Renaissance, where so much from antiquity was already being rediscovered and reprocessed, 

but with a new and more modern outlook. In a sense, Phoebus Apollo is being rediscovered, or 

perhaps ‘reimagined’. When Helena begins her ‘double cherry’ speech, she compares herself and 

Hermia to “two artificial gods”(III.ii.203), as though Shakespeare were aware of the somewhat 

‘artificial’ nature of his dramatic project: to recreate what had been lost forever, to expel what could 
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not really be expelled except by the natural passage of centuries of human toil.

VIII. A Sun Figure in A Midsummer Night’s Dream

To understand how the cure of the coal-affected land is brought about, we need to look for 

a character that, like Juliet, represents the sun in the allegory in the play. Imagery throughout the 

play quickly reveals the answer: the sun figure is Bottom the Weaver. His first long speech includes a 

comic parody of a tyrant, in this case ‘Ercles’:

Bottom: That will ask some tears in the true performing of it. If I do it, let the audience 

look to their eyes. I will move storms; I will condole in some measure. To the rest---

yet my chief humor is for a tyrant. I could play Ercles rarely. Or any part to tear a cat 

in, to make all split.

 The raging rocks

 And shivering shocks

 Shall break the locks

  Of prison gates

 And Phibbus’ car

 Shall shine from far,

 And make or mar

  The foolish Fates.

 That was lofty!... (I.ii.25-38)

Shakespeare has secretly conveyed Bottom’s true identity as the sun by using words that are 

an atavistic repository of the past—and also a sort of invocation of a divine solar spirit--- in two 

ways: “Phibbus” recalls a time when the sun was a god; and a more recent past is recalled in the fact 

that the speech belongs to “Ercles”, a Vice figure from an older dramatic form that belonged to a 

more rural and sun-based economy6.  Bottom’s critical hidden identity is passed along, unobserved, 

6 Where did Shakespeare get the idea for the extravagant lines of “Ercles” that Bottom quotes so proudly and 

pompously? Commentary from 1841 supplies one convincing candidate:

In 1581 a translation of one of Seneca’s plays, entitled Hercules, by John Studley, was published. It 

is so bombastically rendered, that we are inclined to think it may be the original (of Bottom’s “Ercles” 

lines)…For instance:

O Lorde of ghostes! Whose fyrye flashe

That forth thy hande doth shake

Doth cause the trembling lodges twayne,

Of Phoebus’ carre to shake….

The roring rocks have quaking sturd,

And none thereat hath pusht…” (Halliwell-Phillips 22) (my emphasis)
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in a seemingly incidental moment of play and self-importance. Another image that connects the sun 

with Bottom, this time one that inscribes the sun’s traditional beneficent, seasonal dimension is found 

in the same scene a little later. Peter Quince (the director of the “rude mechanicals”, and a stand-in 

for Shakespeare, who also told actors what to say and do) necessarily provides his voice of authority 

(i.e. he has the access to this esoteric knowledge about Bottom since he is really Shakespeare) to the 

thematically critical description:

Peter Quince: You (Bottom) can play no part but Pyramus: for Pyramus is a sweet-

fac’d man, a proper man as one shall see on a summer’s day; a most gentleman-like 

man: therefore you must needs play Pyramus. (I.ii.85-9)

The sun can be said to have a “face”, a round flat-seeming surface. Furthermore, the 

description, “a proper man as one shall see on a summer’s day”, inscribes in Bottom’s character, 

(like Juliet, born on Lammas Eve in August), a season when the shining sun is most in evidence. 

Later, Peter Quince (in on the secret, of course) again addresses Bottom (after Bottom reappears after 

he has changed back into human form), “Bottom! O most courageous day! O most happy hour!” 

(V.i.28) Days and hours mark the time, along with the passage of the sun. Peter Quince’s words 

seem, again, incidental, the clumsy efforts of a “rude mechanical” at noble rhetoric. It is just through 

such comedic dynamism and indirections that Shakespeare delivers fatefully important imagery but 

without conscious impact. 

Finally, while playing the part of Pyramus, Bottom uses more sun imagery, this time 

comically---through mistake and nonsense patter---to briefly conjure up the ancient role of the fool or 

clown (whose speech was “non-sensical” and made use of “topsy-turvy patter” (Weimann 1987: 31)) 

in the older dramatic forms, whose festive and ritual origins also recall the sun:

Bottom: Sweet Moon, I thank thee for thy sunny beams;

I thank thee for shining so bright;

For thy gracious, golden, glittering gleams

I trust to take of truest Thisbe sight. (V.i.272-4)

Once again, the “sunny beams” ‘mistake’ gets registered as a silly comedic device and 

nothing more. Subtly, then, is Bottom’s real identity as the sun in the cure allegory transmitted by his 

repeated use of words related to the sun, (or by a few significant characters directing such words at 

him) though this is hidden from conscious view. 

IX. The Cure Itself

How is Bottom, the sun, put in touch with Titania, the troubled land? The whole action, with 

sexual and romantic overtones, to unify them is the comic climax of the play: when Titania awakens 

to find herself ‘enamored of an ass’, while Bottom is singing a song:
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Bottom (sings): The woosel cock so black of hue,

With tawny-orange bill,

The throstle with his note so true,

The wren with little quill-----

Titania (awakening): What angel wakes me from my flow’ry bed?

Bottom (sings): The finch, the sparrow, and the lark,

The plain-song cuckoo gray,

Whose note full many a man doth mark,

And dares not answer nay…. 

The audience is sure to be laughing so hard that the deep Hermetic techniques to stage a 

religious moment will be only vaguely sensed. Yet the fairy-magician Oberon has basically set up 

the whole situation---a secret religious ritual ---- and Peter Quince, before exiting, has bestowed a 

religious consecration upon the scene a few lines earlier: “Bless thee, Bottom, bless thee! Thou art 

translated”. (III.i.118) 

Shakespeare’s play is not a Greek Comedy, but its setting in pre-Christian Athens means 

that Shakespeare was consciously using the freeing parameters of another space and an earlier time 

to bring in ‘other’ background cultural ideas, while implicitly excising the ones from his own time. 

Peter Quince’s blessing may not be purely Christian (within the play, spatially and temporally, 

actually, it cannot be so), therefore, and it seems to be more along the lines of one that would have 

been bestowed in ancient Greek drama at a certain set place. In Festival, Comedy and Tragedy, 

Francisco Adrados points to a common element in Greek Comedy he calls the “hymn or prayer”, 

which “may be followed by a ritual action” (Adrados 1975: 91) (my emphasis). Thus Titania and 

Bottom’s union, so comical on the surface, is disguising a deep moment of “ritual action”, (following 

Peter Quince’s ritual prayer), that involves communion with the sun.

The “hymn” continues, right from Peter Quince’s ritual blessing and through to the end of 

Bottom’s song about birds. “I will sing that they will hear I am not afraid” (III.i.124) says Bottom in 

explanation of why he sings. But that is another device to deliberately lead the audience astray, as in 

fact Puck later does lead the Athenian nobles astray, Shakespeare’s amusing microcosmic signal that 

he, too, is quite capable of this trick.

To understand this important song, seemingly nonsense gibberish that has been ignored by 

critics and scholars, it is necessary to look at the Greek comedy The Birds by Arisophanes, where 

several interesting pieces of dialogue and song, as well as theme, point to the strong likelihood that 

the famous Greek comedy is one significant source for A Midsummer Night’s Dream.

The topic of birds in Bottom’s song seems incidental and unremarkable. Yet, significantly, 

Bottom has mentioned birds before. Were he to play the Lion’s part, he says, in Act I, “I would 

roar you as gently as any sucking dove, I will roar you and ‘twere any nightingale” (I.ii.82-3). (my 
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emphasis) This early association of Bottom with birds is one signal that there is something special 

about birds in relation to him. Indeed, a brief examination of Aristophanes’ play will reveal the 

religious reasons that explain both how why Shakespeare used The Birds as a source.

First of all, of course, The Birds is set in Athens, like A Midsummer Night’s Dream. Second, 

in Aristophanes’ comedy, two characters, Euelpides and Pithetaerus, are looking for a better place 

to live than Athens (“not a greater (city), but one more pleasant to live in7”), recalling the miseries 

with land and place that Titania has listed in her ‘complaint’ speech. They are shocked to meet a 

large Hoopoe, a type of crested bird, named Epops who used to be a man (like Bottom, he has been 

transformed into an animal) and who says, “I have been a man”. Pithetaeus says, “When we see a 

thoughtless man, we ask, “’What sort of bird is this?” And Teleas answers, ‘It is a man who has no 

brain, a bird that has lost his head….” In an apparent echo of this way of creating a creature half man 

and half beast, in Act IV of A Midsummer Night’s Dream, Oberon says, “Robin, take off this head” 

(IV.i.80) 

But the most serious, resonant, and vital similarity occurs after Epops, Pithetaeus, and 

Euelpides decide they will “found a city” in the air. Then Epops flies into a thicket to wake his wife, 

a nightingale named Procne. Just as Bottom awakens Titania with his song, so too does Epops’ song 

wake the sleeping Procne. Epops’ song is much longer and more complicated than Bottom’s song. It 

has two parts, though, like Bottom’s song. The first stanza of Epops’ song goes like this:

“Chase off sleep, dear companion. Let the sacred hymn gush from thy divine throat in 

melodious strains; roll forth in soft cadence…..right up to the throne of Zeus, where 

Phoebus listens to you, Phoebus with his golden hair. And his ivory lyre responds to 

your plaintive accents; he gathers the choir of the gods and from their immortal lips 

pours forth a sacred chant of blessed voices.”

Procne wakes up after this first stanza, like Titania in her play. However, Procne (unlike 

Titania) is not seen; instead, to show that she awakens, “the flute is played behind the scene, imitating 

the song of a nightingale.” Then, after this important invocation of Apollo, the sun god, Epops sings 

the second and last stanza (I provide basic parts to show the main idea, but not the entirety):

Epopopoi popoi popopopoi popoi, here, here, quick, quick, my comrades in the air….

the mountain birds. Who feed on the wild olive….you, also, who snap up the sharp-

stinging gnats….and you who dwell in the fine plane of Marathon….and you, the 

francolin with speckled wings; you too, the halcyons….(etc.)

These two stanzas, from Epops’ song in The Birds, constitute an important core of meaning, 

some of it religious, which has been preserved, in disguise, and in a briefer, more symbolic format, 

7 All lines from The Birds are from classics.mit.edu/Aristophanes/birds.html
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in Bottom’s song. Especially, Shakespeare excised the first stanza, with its invocation to Phoebus. 

But Bottom has already declaimed about “Phibbus’ car” earlier in the play. Shakespeare has wished 

to disguise the role of Bottom as a medium to call forth a Sun God, even while having Bottom do 

just this. The second stanza of Epop’s song, with its invocation of many different kinds of birds, a 

powerful summons which works immediately (many birds instantly arrive in the Greek comedy) is, 

adapted, yet its power is preserved by Shakespeare (in that the “cure” is successfully enacted later). 

Shakespeare catalogued bird varieties for the purpose, to give Bottom metaphorical ‘wings’ 

and let him soar up, along with his song and his associations with the sun, and create a moment where 

magic will take place and the negative forces expelled. When Titania wakes to say, so comically, 

“What angel wakes me from my flow’ry bed?”, then, actually, on the hidden level, it is true: Bottom 

is a winged angel who, with her (she is now awake) will join the gods, the ones, like Apollo, who are 

strictly associated with natural rituals and older myths and who pre-date Christianity. Soaring up to 

the sky gods8, metaphorically speaking, he joins with her in love, and she is cured, which is to say 

that she later hands over the “little changeling boy”, the source of her argument with Oberon.

Looking at the important scene in its entirety, we can compare it to this passage below, the 

description of the religious heart of an agricultural festival, by the historian of drama Francisco 

Adrados:

The (agricultural festival) is a time out of time in which man puts himself in 

communication with the divine. All the limitations of the present disappear. Tears and 

laughter are free, foods are different and unlimited, clothes are different, sexual taboos 

and other kinds of restriction are abolished. Power and sanctity may be parodied…it 

is the mythical time, conceived of at once as chaos and happiness, from which other 

time emerges. The future is conceived as a happy past, the way is open to all ideas of 

reform, utopia, breaking of bounds. (Adrados 1975: 254-5)

Certainly, critics have seen the “topsy-turvy” elements of the scene: Bottom, usually at the 

‘bottom’ of the social ladder, is now given sublime fairy food, and waited on, like a king, by the 

fairies. He wears an ass’s head, recollecting older Fool figures; his song recollects the Phallus (in that 

it ends by referring to cuckoo, which is to say the cuckold, an obscene reference), and so on. But by 

8 This paper, with its space limitations, cannot go into details about the important role that birds (or bird-winged 

creatures from myths), soaring up into the sky, play or have played in various mythologies as either gods or 

messengers to the gods. Notably, Horus, the Egyptian God of the Sun was portrayed as a falcon, and Juliet 

specifically mentions falcons (“O, for a falc’ner’s voice”) and even is called a “niesse” (a nestling hawk) by 

Romeo. Egyptian religion was one element of Renaissance Hermeticism, and its basic pantheon and mythology 

was known in the Renaissance.  Yet a falcon, associated with noblemen hunting, would be a startling and 

inappropriate bird for a mild-mannered person of the working class, like Bottom, to be associated with.
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missing the allegorical identities (based on Giordano Bruno’s technique of the Art of Memory) of 

Bottom as the sun, even a solar deity, and Titania as the troubled land, critics have missed also the 

amazing, vital, and mystical attempt by Shakespeare to create a scene that comes near to containing, 

or actually does contain, the power of an authentic and religious, agricultural festival, necessarily and 

intrinsically bound up with the power of the sun. The divine one, the “sun god”, is Bottom, and it is 

Titania, so in need, who is placed in communication with him. This is the route that leads to reform, 

to utopia, or rather, a bit later, to the resolution of the important problem at hand: that is, who will get 

the little changeling boy.  

X. Peter Quince, Oberon, and the “little changeling boy”: unmasked

Besides Shakespeare’s “self-made businessman” image, another half-truth left sadly 

unexamined for centuries is that Shakespeare’s art reveals no personal agenda and no personal 

preferences, that he has removed himself and sterilized his art so that it cannot reflect any ‘bias’ 

or polarizing prescriptions. “Shakespeare refuses to legislate or even to take sides”, (Evans 166) 

is a common example of commentary from this genre. Expressing slightly more allowance for an 

authorial presence, Stephen Greenblatt writes:

Shakespeare’s plays are rarely overtly self-reflexive: he wrote as though he thought 

that there were more interesting (or at least more dramatic) things in life to do than 

write plays. Though from time to time, (Shakespeare) seems to peer out, somewhere 

within Richard III or Iago or Autolycus or Pauline, for the most part, he keeps himself 

hidden. (Greenblatt 2004: 372-3) 

If the premise of this paper is accepted, which is to say that if the secret play showing the 

history of mankind and the sun in Romeo and Juliet is real, then it instantly becomes clear that 

Shakespeare did, in fact, have a clear personal agenda, though it was always disguised through being 

allegorized in one or more characters in a play. In Romeo and Juliet, Shakespeare is revealed to be 

Friar Lawrence, whose letter is the play in an allegorical form: (an urgent message about Man’s 

situation in the cosmos) from Shakespeare to Man.

A Midsummer Night’s Dream shows another way the playwright could organize and conceal 

structures and characters to express his personal views. Peter Quince’s role as a stand-in for 

Shakespeare I have introduced a bit, but the issue is underlined when Bottom says: 

Bottom: I will get Peter Quince to write a ballet of this dream. It will be call’d “Bottom’s 

Dream,” because it hath no bottom; and I will sing it in the latter end of the play…. 

(IV.i.214-6)

The drama showing the sun uniting with the earth is A Midsummer Night’s Dream. Peter 

Quince’s future effort may be seen as a parallel, or an allegory, of the larger play.
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Peter Quince is not, however, the only stand-in for Shakespeare. This play has three distinct 

social groups, and, in an example of perfect Renaissance symmetry, one stand-in for Shakespeare is 

present in each one. In the fairy group, Oberon is the character who represents Shakespeare’s views 

and opinions. Oberon is good at spells, very eloquent, and the “doctor” figure of the cure. The whole 

play, prescribing a sun-cure for the earth and ritually enacting it, is therefore also a (much longer) 

spell, also eloquent, the ‘medicine’ created by the ‘doctor’ playwright. Oberon also gives himself this 

erotic and passionate speech, which seems merely decorative on its surface:

I with Morning’s love have oft made sport,

And like a forester, the groves may tread

Even till the Eastern gate, all fiery red,

Opening on Neptune with fair blessed beams,

Turns into yellow gold his salt green streams. (III.ii.389-93)

Looking more closely, we can see Oberon expressing his joy and his erotic and sexual 

pleasure (“with Morning’s love have oft made sport”, “fiery red”) in communing and uniting with 

the sun, implied to be a woman’s body with an entrance, (“the Eastern gate”, “opening”), and even a 

natural ending with a male (through the association of Neptune) sexual climax (“salt green streams”). 

Yet the erotic scene, with the word “blessed” also implies a sacred union, and calls up the interesting 

possibility of a poetically masked hieros gamos, a sacred sexual rite9.

Who is the “little changeling boy” whom Oberon wants to be his “henchman”? Critics have 

never seemed to wonder about this much. However, Stephen Greenblatt at least made a refreshing 

(because it was so rare) effort to consider two basic possibilities. In 1996, at a panel discussion, 

Greenblatt gave a talk which included the following passage;

And we still do not know what Oberon and Titania want with the changeling boy. 

There are two alternatives: a) They don’t want anything. The boy is just a cipher….

The sign is empty; or b) The boy is actually incredibly important, but the interest of the 

adults in that boy can’t be fully expressed or articulated or acknowledged. The sign is 

full but its meaning is hidden. (Greenblatt, 1996) 

Knowing that Shakespeare could and did hide his real intentions, then Greenblatt’s second 

option ---“the meaning is hidden” ----is the winner.

If we know that Oberon is Shakespeare (behind a mask), then, another figure of the allegory 

can be identified: the changeling boy’s hidden role is Man. His mother was (and presumably he 

is also) a “mortal” (II.i.135), and that word is the only major clue to his secret identity. Man is 

9 The critic F.M. Cornford in The Origin of Attic Comedy, sees the weddings that commonly end Greek comedies 

as a “fixed element, a ceremony of hieros gamos thus introduced into Comedy.” (Cornford:23, quoted in Adrados 

: 1975:87)
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allegorized as a creature dependent on nature, like a child on his or her mother, and is subject to the 

broader unseen, misunderstood and larger forces of nature. Titania has been doting on the boy, Puck 

explains to a Fairy before Oberon and Titania make their first appearances:

She never had so sweet a changeling,

And jealous Oberon would have the child

Knight of his train, to trace the forests wild;

But she, perforce, withholds the loved boy,

Crowns him with flowers, and makes him all her joy. (II.i. 23-27) 

Man, given bountiful pleasures by a doting, coddling, Nature, is Shakespeare’s indirect 

way of casting aspersions at and allegorizing Man’s ‘easy’ or pleasurable life with rich resources. 

Shakespeare wants Man to join him (Oberon), metaphorically, becoming his “henchman” in the 

“forests wild” (echoing the hieros gamos passage where Oberon is also a “forester”). It is, no doubt, 

a place without any coal at hand.

The most interesting point in the play is therefore how to understand and interpret the 

symbolic handing over of the boy by Titania to Oberon, a character who maintains a passionate 

attachment to and identification with the sun. After Titania has fallen under the spell of the drug, 

which causes her, also, to be symbolically unified with the sun (Bottom), she does indeed hand the 

boy over. It is the land now influenced by the sun only, (implying that coal has been driven out, 

through natural depletion). Actually, she also, by uniting with Bottom, also goes through the hieros 

gamos that Oberon describes for himself so erotically. 

The basic idea is that when only the sun once again prevails as the main force in the landscape 

and nature, instead of coal, then Man will philosophically go over to Oberon’s (i.e. Shakespeare’s) 

way of thinking about the central relationships that underpin Man’s ties to the earth and the cosmos.

Perhaps Shakespeare realized that many centuries would pass before his “spell” might actually 

completely take effect through the inevitable depletion of fossil fuels. Puck calls the play a “weak 

and idle theme” (V.i.427) perhaps in recognition of its slow-acting agency. The passage of centuries, 

if not millennia, would mark its progress, and there is no ‘defeat’ or ‘death’ of the antagonist, nor 

is one needed. As the scholar of Greek comedy Francisco Adrados explains, “And not even the 

atagonist dies in Comedy, he is simply expelled, from a city reconciled and at peace, when he is not 

persuaded to change his attitude” (Adrados 1975: 86). But, then, similarly, a long cosmic time frame 

is also considered in Romeo and Juliet: “I shall be much in years/Ere I again behold my Romeo!” 

(III.v.46-7)
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XI. Theseus

In the group of nobles there is also one character who is Shakespeare behind a mask, and 

this is Theseus. Theseus opens the play with the line “Now, fair Hippolyta, our nuptial hour/Draws 

on apace” (I.1.1-2). In the intricate mechanism of Renaissance microcosmic and macrocosmic 

treatments, this opening line, (like the opening line of Romeo and Juliet), is an immensely important 

announcement or expression of the main concern, which is to say unions, or “nuptials”, and, as we 

shall see, even the main philosophy, of the play. There many unions, and a partial list includes the 

two pairs of Athenian lovers, Titania and Bottom, Titania and Oberon, Oberon and the changeling 

boy, Oberon and “the Morning’s love”, Hippolyta and Theseus, the double cherry, and of course, the 

two plays, Romeo and Juliet and its comedic twin. 

The idea to combine or unite two things, or many things, into one is seen in a more universal 

characterization in two passages near the end of the play, one first spoken by Hippolyta and then one, 

a response, by Theseus, 

Hippolyta: I was with Hercules and Cadmus once, 

When in a wood of Crete they bay’d the bear

With hounds of Sparta. Never did I hear

Such gallant chiding; for besides the groves,

The skies, the fountains, every region near

Seem all one mutual cry. I never heard such

So musical a discord, such sweet thunder.

Theseus: My hounds are bred out of the Spartan kind,

So flew’d, so sanded; and their heads are hung.

With ears that sweep away the morning dew,

Crook-knee’d and dew-lapp’d like Thessalian bulls;

Slow in pursuit; but match’d in mouth like bells,

Each under each. A cry more tuneable 

Was never hollow’d to, nor cheer’d with horn,

In Crete, in Sparta, nor in Thessaly,

Judge when you hear. (IV.i.119-123)

“All one mutual cry”, Hipployta’s phrase used to show unification (likely a reference to 

Bruno’s idea of the universe as a unity), is then matched (in another example of a union) by Theseus’ 

use of the same word, ‘cry’: “A cry more tuneable”, which shows another example of union. The 

couple has been joined through their mutual use of imagery.

Later, in Act V, Theseus’ most famous speech of the play returns again to “the heavens”:. The 

speech seems to be about writing poetry, but closer examination reveals that it is really about writing 
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about the new scientific concept of heliocentrism, whereby the sun (the “bringer of that joy”) powers 

the earth: 

The poet’s eye, in a fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;

Turns them to shapes, and gives to aery nothing

A local habitation and a name.

Such tricks hath strong imagination,

That if it would but apprehend some joy,

It comprehends some bringer of that joy; (V.i.12-20)

These lines can now be seen, with new knowledge of the hidden sun play, as literal. That 

is, Shakespeare sees the sun as “the bringer of that joy”. He implies a series of interconnected 

relationships and entities, beings (“joys”)----including man---- that owe their existence to the sun. 

XII. Giulio Camillo and L’idea dell theatro

Many critics have pointed to St. Paul’s Epistle to the Corinthians as Shakespeare’s source for 

Bottom’s lines, “The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen,…” (V.i.204) (Evans 

241, Rosenbaum 16) (Greenblatt 2004: 35). However, probably a more direct lineage for this line is 

the opening sentence of Giulio Camillo’s L’idea del Teatro (1550). This line, belonging to another 

Hermetic Renaissance work on the Art of Memory (preceding Giordano Bruno by a few decades) 

explains how writers veil their works esoterically so that only the initiated can understand them:

The most ancient and wisest of writers have always been accustomed to recommending 

to their writings the secrets of God under obscure veils, so that they not be intended, 

unless by those who (as says Christ) have ears to hear---i.e. who by God are elected 

to his own most saintly mysteries. And Melissus of Samos say that the eyes of vulgar 

wills cannot suffer the rays of divinity. (Camillo 5) (my emphasis)

“Obscure veils” describes Shakespeare’s hidden plays. Bottom even puts it into the 

vernacular, “Man is but an ass if he go about t’ expound this dream” (V.i.205).

 L’idea dell Teatro (1550) describes a plan to construct “a Hermetic art of memory in a 

memory building stored with……talismanic, astralized mythological imagery” (Yates 1966: 163). 

The whole of A Midsummer Night’s Dream represents something rather similar---a cosmogony---- 

dramatically and mnemonically oriented. Through performance, it generates a ritual reenactment and 

becomes a talisman functioning inside the mind where it ritually unites astral bodies (the sun and the 

earth). In this way, it combats or expels or counters the tragic forces of Romeo and Juliet.

The sun character’s fate rules and influences the entire play. Bottom, we can note, is the only 

human character who enters the fairy world. (As Pyramus, he also enters the world of the Athenian 
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court.) Therefore Bottom is the only character to penetrate all three social realms. He also unifies 

animal and man, the world of the player and the ordinary world, the mythology of the classical Greek 

past (as Pyramus) with English fairy lore, by uniting with Titania. He crosses many boundaries: 

temporal, spatial, cultural, ontological. His boundless abilities mirror the new idea of the sun’s 

importance: 

The Sun series of the Theater shows within the mind and memory of a man of the 

Renaissance the Sun looming with a new importance, mystical, emotional, magical, 

the Sun becoming of central significance. It shows an inner movement of the 

imagination towards the Sun which must be taken into account as one of the factors in 

the Heliocentric revolution. (Yates 1966: 156-7)

Yates writes of Camillo’s work, “….the relationship between man, the microcosm and the 

world, the macrocosm, takes on a new significance. The microcosm can fully understand and fully 

remember the macrocosm, can hold it within his divine mens or memory” (Yates 1966: 152). We 

could apply this idea to A Midsummer Night’s Dream. Bottom is in many ways a microcosm: he 

is the sun in the allegorical play within the play and the character who talks about the writing of a 

“dream”; in other words, he grasps and experiences the larger whole even while he is the smaller 

whole. 

Shakespeare, also, through his boundary-transcending ways of understanding and using the 

Renaissance sun: as seasonal sponsor of agricultural festivals and therefore of theatrical origins, as a 

god in the past or the present, as an economic “inciter of action” or fuel, as a locus of the sacral and 

as a scientifically contested astral body, aimed, in secret, at a similar integrative, unifying vision, 

harmonizing tragedy and comedy to create an inventive and rich vision of the world where the comic 

power ultimately would prevail because it was, like the sun itself, more inclusive and unifying. 

Romeo and Juliet, so devastating on its own, is carefully deactivated and reduced to harmless 

nonsense (as “Pyramus and Thisbe”), dismissed when it is joined with the comedy and captured by 

it, overpowered by the artful and stronger medicine of A Midsummer Night’s Dream. 
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Abstract

Shakespeare’s	Macbeth	has	repeatedly	been	subjected	to	Japanese	adaptations.	
A	 Japanese	 playwright,	 Tsuneari	 Fukuda	 (1912–1994),	 translated	most	 of	

Shakespeare’s	plays	into	Japanese	and	directed	them.	He	focused	on	Macbeth	in	his	
early	writing	and	wrote	two	adaptations	that	were	set	 in	different	ages.	 In	1952,	

he	wrote	a	play	titled	Gendai	no	Eiyū 	(a	contemporary	hero),	 in	which	the	hero	

went	bankrupt	in	the	special	procurement	boom	that	had	resulted	from	the	Korean	

War	(1950–1953).	The	play’s	title	 implied	that	the	playwright	 ironically	depicted	

this	bankrupt	man	as	“a	contemporary	hero.”	This	play	was	a	satire	on	the	social	

conditions	 in	1950s	Japan.	His	other	adaptation	 is	a	historical	play	titled	Akechi	
Mitsuhide ,	published	in	1957.	In	this	play,	the	hero	assassinated	his	lord.	After	this	
treason,	he	was	killed	by	a	peasant	warrior	with	a	bamboo	spear.	Through	these	

incidents,	 it	became	clear	that	the	more	the	hero	trusted	others’	words,	the	more	

power	he	 lost.	Thus,	 the	playwright	expressed	the	hero’s	 irony.	Furthermore,	 the	

hero,	“Akechi	Mitsuhide,”	shared	his	name	with	a	real	warrior	from	the	age	of	the	

Japanese	civil	wars,	which	was	the	temporal	setting	of	this	play.							

Focusing	on	Gendai	no	Eiyū 	and	Akechi	Mitsuhide ,	this	paper	examines	how	

Fukuda	transformed	Shakespeare’s	Macbeth 	 into	his	adaptations	of	 the	original	
play.	 I	examine	 the	differences	between	Fukuda’s	adaptations	and	Macbeth .	A	
fortune	teller	appeared	in	Gendai	no	Eiyū	and	made	a	prediction	for	the	play’s	hero.	

Immediately	after	the	word,	however,	the	diviner	revealed	that	his	prediction	was	

unreliable.	Nevertheless,	the	hero	persisted	and	sought	the	realization	of	the	word.	

Fukuda	expressed	such	opportunistic	 feelings	of	 the	hero	more	definitely	 than	

Shakespeare	did.	In	Akechi	Mitsuhide ,	an	actress	played	both	the	hero’s	wife	and	a	

witch.	In	the	scene	of	the	predictions,	the	hero’s	wife	and	witch	appeared	separately.	

福田恆存のMacbeth受容
Tsuneari	Fukuda’s	Adaptations	of	Macbeth

古田 高史
FURUTA	Takashi
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This	aspect	of	the	play	differed	from	the	original.	 In	addition,	Fukuda	focused	on	

the	predictions	in	Macbeth	in	his	early	writings.	

This	study	concludes	that	the	predictions	in	Macbeth	were	the	central	theme	in	

Fukuda’s	adaptations	of	Macbeth .

Ⅰ はじめに

福田恆存(1912～1994年)は、1948年9月に、『最後の切札』という戯曲を発表して以降、

1957年2月の『明智光秀』、同年6月の『一族再会』に至るまで、立て続けに戯曲を発表してい

る。その際、以下の引用に表れる通り、福田の戯曲の主要な題材の１つとして、『マクベス』	

Macbeth	を挙げることができる。

この作品［『現代の英雄』］1 の下敷は『マクベス』である。『明智光秀』もさうであ

る。また、私は学生時代に『マクベス論』を書いてゐる。『マクベス』にこだわりすぎ

るやうだが、それは私がマクベスのうちに自分をみてゐるからであらう。(福田	1958b：

286)

この引用で言及されている通り、福田は、戯曲や評論の中で、『マクベス』を繰り返し取り上

げてきた。福田は、このように『マクベス』にこだわる理由を、「マクベスのうちに自分をみて

ゐる」と述べている。つまり、福田の『マクベス』受容は、福田による「自己表現」の方法と関

わっているものと思われる。実際、由井哲哉は、福田の『マクベス』論を、次のように評価して

いる。

福田の『マクベス』論は決して狭義の作品解釈ではない。神不在の時代に、全体とのつ

ながりを断たれた「個」がいかにして全体像を回復し得るのか、このテーマを演劇芸術

というダイナミズムの中に探ろうとした福田なりの告白の書なのである。(由井	2006:	

16)

上の引用は、福田の『マクベス』論の中に、後年、福田が展開することになる評論や演劇活動

の主題を指摘するものである。その主題とは、「全体とのつながりを断たれた『個』がいかにし

て全体像を回復し得るのか」という「自己表現」の問題を意味している。さらに、福田は、『マ

クベス』を取り入れた戯曲『現代の英雄』について、以下のように述べている。

1	 	引用文中の、[ ] は執筆者による注記。（ ）は原文による。以下、同じ。
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作者の私は浪花梅吉[『現代の英雄』の主人公]のうちに自分を見てゐたつもりである。

もちろん、私小説的な意味ではない。いづれにせよ、それは自分だけの「つもり」に過

ぎず、それが結果として現れてゐなければ、それまでであるが、とにかく『龍を撫でた

男』と同じ現代の分裂病的性格が描きたかつたのである。(福田 1958b：287)

上の福田の言葉によれば、『現代の英雄』において、福田は、「自己表現」を試みたという。

こうした福田における「自己表現」の方法の模索と、福田による『マクベス』受容は、如何なる

関係を持つのだろうか。

これまでの研究では、福田による『マクベス』論への言及（由井	2006）や、『明智光秀』の

分析が為されている(森谷	1961、小野	1994、水崎	2000)ものの、福田の『マクベス』受容の展

開過程は、十分には検討されて来なかった。そこで、本稿では、福田の『マクベス』	論から『現

代の英雄』、『明智光秀』への具体的な展開の様相を検討していきたい。

Ⅱ 福田による批評と『マクベス』

先に言及したように、福田は、『マクベス』を、自身の批評や戯曲の中で繰り返し取り上げて

いる。まずは、福田が、『マクベス』をどのように解釈していたのかを確認しておこう。

最後に敵軍に囲まれながら、バーナムの森が動き出すまでは敗北しないといふ予言も、

じつは森の枝葉を偽装して攻め寄せる敵の作戦によつて破られ、女の生み落した人間に

は殺されぬといふ魔女のことばも、一騎討の相手が母親の腹をさいて取り出された男で

あるといふ事実によつてみごとに裏切られる―ブラッドレー教授、あなたはこの反語の

重要性に気づいてをられた。が、それこそこの『マクベス』劇の主題だつたのだ。重要

どころではない、まさにそのための作品なのである。運命は「両義語」でマクベスをあ

やつつてきて、最後の瞬間にかれをはふりだす。さうなれば―ひとりになつたマクベス

は一介の力なき凡人にすぎない。(福田	1947:	22)

主人公のマクベスは、「魔女のことば」に救いを求めようとする。しかしながら、その言葉

は、「両義語」であり、結局は主人公の期待を裏切ることになる。上の引用で、福田は、こうし

た「両義語」に操られる主人公のありように注目している。さらに、以下の通り、福田は、『マ

クベス』を、「反語」の積み重ねにより展開される戯曲と捉えている。

マクベスが登場して最初に述べるせりふは「こんな穢い清い日は、曽て見たことがな

い」（第1幕第3場）といふ一言であり、これは第一場の魔女のことば「清潔は不潔、不

潔は清潔」に呼応する。たしかにあなた[A・C・ブラッドレー]のいふとおり、これを作

者の意識せぬ偶然とはいひがたい。その他いたるところで「人物や事件の皮肉な組み合
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わせ」が見られる。が、それらは作者自身が意識しなかつたものとはいひがたいどころ

ではなく、シェイクスピアはまさにそのことのために『マクベス』を書いたのだ、とい

ふことになぜあなたは気づかれなかつたか。(福田	1947:	16)

以上のように、福田は、『マクベス』の解釈において、「両義語」、「反語」の役割を重視し

ていた。この『マクベス』論は、1947年4月、『批評』に発表されたものである。この論文は、

『全集 第7巻』2 所収の年譜によれば、1938年3月、東京帝国大学大学院での研究報告に基づき

執筆された文章であるという(福田	1988a:	670、673)。3

上述した福田による『マクベス』解釈は、その後、いかなる形で展開されていったのだろう

か。ここで、1938年以降の、福田による論文では、「両義語」に関する言及や、「両義語」に対

する福田自身の解釈が示されていることに注意したい。例えば、1941年に発表された、「芥川龍

之介論（序説）」には、以下のような記述がある。

エクイヴォゥク―僕が今まで使つてきた用語に就いて僕自身いくばくの不安を感じてゐ

る。僕の言ふ意味がそのまゝ読む人々の理解とはなりがたい曖昧さを認めぬ訳にはゆか

ない。(福田	1941:	23)

この引用で、福田は、自分自身の書いた言葉の「エクイヴォゥク」＝「両義語」としての側面

に注意している。上の福田の文章によれば、「言葉」は、書き手と読者との間における解釈の違

いにより、「両義語」になるという。こうした発想は、福田による、次の評論からも確認できる。

2	 本稿では、『福田恆存全集』は、『全集 第○巻』と、『福田恆存翻訳全集』は、『翻訳全集 第○巻』、『福田恆
存戯曲全集』は、『戯曲全集 第○巻』と略記した。なお、引用に当たり、漢字表記を新字体に改めている。

3	 1938 年 3 月の『マクベス』論は、管見のところ、現在見つかっていない。なお、この論稿を、ブラッドレー
に語りかける形式にしたのは、『批評』に掲載する際であったことは、以下の引用に示されている。

私が初めて『マクベス論』を書いたのは二十四年も前 [1938 年 ] の事であるが、それは終始ハムレットと
の比較においてマクベスを論じたものである。その時の私はウィルソンを読んでゐなかつたが、たまたま
ブラッドレーを知つて、『マクベス』に関する限り、そこにすべてが語られてある事を発見し、落胆すると
同時に甚だ意を強くした事を覚えてゐる。私のマクベス論はその後昭和二十二年に手を入れて、『批評』第
六十号に発表した。全篇、ブラッドレー教授に語りかける形式を採つたのは、その書直しのときの事である。

（福田	1992:	363）

	 1938 年 2 月には、中西信太郎訳『シェイクスピアの悲劇』が出版されている。上の引用で、「たまたまブラッ
ドレーを知つて」とあるのは、この翻訳の出版によるものと思われる。実際、福田は、『批評』に掲載した論文
において、以下のように記していた

名著『シェイクスピアの悲劇』はすでに八年まへ、[ 中略 ] わが岩波文庫のうちにをさめられて、あまねく
読書子の眼にふれてゐる ( 福田	1947:	11)
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ひとたび筆をとつてものを書き、それをひとに読んでいただく以上、ぼくの不平はたん

なる愚痴にとどまつてゐることを許されません。ぼくは諸君に反問したい。事前じつさ

いにぼくが感じてゐた苦痛、不快と、『他人の真実』なる一篇のうちにぼくが告白した

退屈、憤懣と、この両者ははたして同じものでありませうか。現実の一感慨と、文章の

うちに用ゐられた一感想と、この二つを諸君は同一に論じられるほど早計なのか、それ

とも素朴なのか、ぼくは理解に苦しむのであります。(福田	1942b:	120)

上の引用では、「現実の一感慨」と「文章のうちに用ゐられた一感想」は異なるということが

述べられている。福田は、自分の感じた｢苦痛、不快｣という「感慨」を、｢他人の真実｣という文

章で、｢感想｣として表現する。こうした｢文章｣上の「感想」は、｢現実の一感慨｣とは一致しない

という。その理由は、「文章」、あるいは「言葉」は、書き手や話し手と、読者や聞き手との間

で解釈が異なるものであるからである。このように、福田は、「言葉」が、「両義語」としての

側面を持つことに注目している。さらに、福田の「両義語」に対する注目は、以下のような、福

田による主張に通じるものである。

自己の言動がそのまま文学になり得るといふ私小説的妄信は、謂はば、自己の生活に文

学を後楯としてゐるところから生じたものであり、それがめざすものは文学ではなく

て、あくまで生活であり、他者に自己の特権を許容せしめる自己正当化に過ぎぬ(福田	

1942a:	120)

福田にとって、「言葉」とは、「自己の言動」をありのままに、相手に伝えるものではない。

福田は、「言葉」を、「自己」と「他者」との間で解釈の異なる「両義語」として捉えていた。

それゆえ、「自己の言動がそのまま文学になり得るといふ私小説的盲信」を、福田は非難してい

るのである。

以上のように、福田が、『マクベス』から読み取った「両義語」というテーマは、その後の福

田による批評の中で、繰り返し扱われていることが確認できる。

後年、福田は、『現代の英雄』と『明智光秀』という、『マクベス』における予言の場面を取

り入れた戯曲を発表することになる。先に確認した通り、福田は、『マクベス』の予言が、「両

義語」であることに注目していた。つまり、これらの戯曲においても、予言の場面を取り入れる

ことにより、今まで示してきた「両義語」というテーマに、焦点が当てられているものと思われ

る。

以下では、『マクベス』の予言の場面が、福田による二つの戯曲において、どのように取り上

げられていくのかを見ていこう。
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Ⅲ 『現代の英雄』

福田は、戯曲『現代の英雄』について、以下のような解説を残している。

これ[『現代の英雄』]は『マクベス』のパロディーである。下敷といつても、事件と筋と

をそのまま韻を合わせるやうに借用し、悲劇を喜劇にひつくりかへしてしまつたのであ

る。(福田	1958b：286-287)

上の引用によれば、福田は、『現代の英雄』において、『マクベス』の「事件と筋」を「借

用」している。『現代の英雄』は、占い師の言葉をきっかけとした主人公の梅吉による、ケーブ

ルの落札という「事件」により、彼の会社が失敗の途を辿るという「筋」により構成された戯曲

である。こうした「事件と筋」は、主人公マクベスが、魔女の予言に後押しされ、ダンカン王を

暗殺し、王位を簒奪するが、結局は、マクダフにより滅ぼされてしまうという『マクベス』のそ

れと対応している。

『マクベス』の冒頭では、魔女が、マクベスに対して、やがては、王になるという予言を与え

ている。一方で、『現代の英雄』では、魔女の予言に代わって、三田という占い師が、梅吉に、

「金に縁がある」（福田	2009:	163）、「たぐればたぐるほどまうかる運命の糸巻が授かるか

もしれない」(福田	2009:	163)という占いを与えている。以上のように、『現代の英雄』での、

「運命の糸巻」という言葉は、『マクベス』の魔女の予言に対応する役割を果たしているように

思われる。そこで、「運命の糸巻」という三田の言葉が、この戯曲の展開の中で、どのように用

いられていくのかを確認していこう。

１ 「運命の糸巻」という「言葉」
三田の占いの直後、梅吉の会社の社員が、解除物件払い下げ公売局で、ケーブルの入札が行わ

れるという話を、梅吉に伝える。その場面は、以下の引用の通りである。ここで、梅吉は、ケー

ブルを、三田の言う「運命の糸巻」であると思い込んでしまう。

渋谷 海底ケーブルとかなんとかいふ、あのケーブルです。え。よく街角に、このく

らゐ太い鉛の線が、カタン糸の糸巻大きくしたみたいなものにぐるぐる巻きつけて置い

てあるでせう？あの鉛のなかに銅線がはいつてゐるんですが、え、その割合ひがどうも

……、といふのは、なかに戦時規格品が大分まじつてをりまして、あのころは万事大目

に見たものですから、太いのや細いのや……。

糸巻といふことばに梅吉は見る見る興奮してきて、体をぶるぶるふるわせてゐる。

梅吉 それや！三田はん！当つた！糸巻や、糸巻や、でつかい糸巻や！たぐればたぐ

るほどまうかる運命の糸巻や！三田はん、見い、当つたやないか、当つたやないか！

（興奮のあまり泣き顔）（福田	2009:	167-168）
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浪花産業の社員が、ケーブルを「糸巻」のようなものだと説明した瞬間、梅吉は、三田の「運

命の糸巻」という言葉に結び付け、この入札を、確実な儲け話だと思い込む。そして、梅吉は、

「糸巻」という言葉を頼りに、ケーブルの入札に加わることを決意する。さらに、ケーブルを落

札する場面でも、梅吉は、「糸巻」という言葉を口にしながら、ケーブルの値段を決めようとす

る。

梅吉 （青山と渋谷に）どうや。二百万のちがひや、おもひきつて一億にしたろか？

（それとなく、麻布の顔色もうかがふが、麻布は無表情なので、もう一度、青山、渋谷

に念をおす）たつた二百万のちがひや、な、苦労ついでや。ほかのもんのいふことやな

い、三田はんの占ひや。当つたもんなあ、でつかい糸巻いうとつたやないか・・・・。

どうや、異存ないか？（二人とも顔を見あはせて黙つてゐるので）きめた、一億にし

や。（福田	2009:	182-183）

この場面で、梅吉は、ケーブルを確実に落札しようとしている。梅吉は、ケーブルこそ、三田

の言っていた「運命の糸巻」だと解釈している。そのため、梅吉は、ケーブルをどうしても落札

しようとこだわっている。このように、「運命の糸巻」という三田の言葉は、梅吉の行動を支え

るものとなっている。さらに、ケーブルを落札した後、競合他社の妨害により、浪花産業の資金

集めが難航する中でも、梅吉は、「糸巻」という言葉を求めている。

蝶子 [前略]一万人にひとりの運勢ださうよ。敵がいくら多くても、どんなわなをつく

つても、敵のはうが自分でかけたわなにはまつてしまふやうになるさうよ。

梅吉 もつとはつきりしたこといはんかつたか？糸巻とかなんとか？

蝶子 いつてたわ、いつてたわ、糸巻をほごす役割はあんた以外にないつて。

梅吉 ほんまか？うん、そやらう、さうにきまつとる。さうか、さういうとつたか

（福田	2009:	211）

この会話は、梅吉が、競合他社の陰謀と麻布、茅場の裏切りにより、窮地に追い込まれてい

く中でのものである。その状況を紹介しておこう。浪花産業は、千二百トンの量があると見積

もって、ケーブルを落札した。そこで、競合他社は、下谷という詐欺師に、浪花産業が落札した

ケーブルの全てを買い取る契約を結ばせた。その後、この契約をキャンセルすることで、浪花産

業の、ケーブルを買い取るための資金集めを妨害し、再入札に持ち込もうとするのが、競合他社

のねらいであった。一方で、麻布、茅場は、梅吉がケーブルを落札する資金を提供していたのだ

が、結局は、梅吉がケーブルにより得た利益を奪うことを狙っていた。

以上のような、浪花産業の立たされた窮地の実態が明らかになる場面で、梅吉は、再び、三田

の「糸巻」という言葉に、自身の活路を見出そうとしている。そのため、梅吉は、三田が「糸

巻」という言葉を用いたことを確認し、「うん、そやらう、さうにきまつとる。さうか、さうい
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うとつたか！」という言葉に表れるように、自分自身を安心させようとしているのである。

ここまで見てきたとおり、梅吉は、ケーブルの落札に踏み出すきっかけを、「運命の糸巻」と

いう三田の言葉に求めていた。また、「糸巻」という言葉に頼ることで、自身が追い込まれつつ

ある窮地に対する不安を消そうとしている。以上の点から、「運命の糸巻」という言葉は、『マ

クベス』における予言と同様に、主人公が行動に踏み出すきっかけとなるものと解釈できる。

２ 『マクベス』と『現代の英雄』の差異
『マクベス』と『現代の英雄』の予言は、それぞれの主人公を行動に駆りやる点で、同様のも

のである。しかし、両者の間には、異なる点も存在する。以下では、両者の差異を検討しておき

たい。まず、『マクベス』における魔女の予言は、次の2つの引用のように示されている。

第三の魔女 よう戻られた、マクベス殿！いづれは王ともなられるお方！

バンクォー どうしたのだ、なぜ驚く、これほどよい預言に、そのさまは？おい答へ

ろ、貴様達は、ただの幻か、それとも見ゆるとほりのものか？(シェイクスピア	1992:	

302)4

第三の魔女 子孫が王になる、自分がならんでもな。さ、よう戻られた、マクベス殿に

バンクォー殿！

[中略]

マクベス 待て、曖昧なことを言ふ奴等だ、もつとはつきり言へ。[中略]ところもあ

ろうに、こんな荒地に我等を待受け、預言めいた祝辞を浴びせかけるとは、いつたいど

ういう訳があるのだ。言へ、さあ答へろ。（魔女消えうせる）(シェイクスピア	1992:	

303)5

以上のように、予言の場面において、バンクォーやマクベスは、その真意を問い質そうとして

いる。しかしながら、魔女は答えることなく、その場を去ってしまう。そして、マクベスは、魔

女の言葉にとらわれることになる。その中で、魔女の予言は、結局のところ、マクベスの期待を

裏切るものであることが明らかになっていく。一方で、『現代の英雄』の三田の言葉はどうだろ

うか。三田が、梅吉を占う場面を見てみよう。

4	 （原文）
	 THIRD	WITCH:	All	Hail	Macbeth,	that	shalt	be	king	hereafter.
	 BANQUO:	Good	sir,	why	do	you	start,	and	seem	to	fear

Things	that	do	sound	so	fair?	I’	th’	name	of	truth
Are	ye	fantastical,	or	that	indeed
Which	outwardly	ye	show?	（Shakespeare	1994:	29-30）
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三田 手品ですよ、手品にすぎんです。占師ともなれば、まあ、ときにはこんな子供

だましみたいなことして、相手を感心させてみなければならないこともある。しかし、

浪花さんのやうなかたには、そんなことして見せてもはじまらん。はつきりいひますが

ね、だれが他人の将来を予言できます？ひとの一生のうちには、右にもいける左にも

いける、しかし、どつちへいつたら幸福になるかどうにも判定できないといふときが、

かならずある。けつきよく、そのひとにとつては、右でも左でもどつちでもいゝんです

な。その結果がよくならうとわるくならうと、そりやどうでもいゝ、右か左か迷つてゐ

るとき、要するにそのどつちかにきめるきつかけが欲しいだけのことです。種あかしし

ますとね、浪花さん、あんたの運勢が金に縁があるといつたのは、現在が金へん景気だ

からですよ、その可能性が一番大きい。それから、たぐればたぐるほどまうかる運命の

糸巻を授かるかもしれないといつたのは、その帯の金糸銀糸がはらはらしてゐるのを

見て、口から出まかせに言つただけのことです。どうです、浪花さん、そんなものです

よ、占ひといふのは。（福田	2009:	163-164）

上の場面で、三田は、占いの「種あかし」をしてしまう。彼の言葉によれば、占いとは、人の

将来を予言するものではなく、何かの行動をおこすことに迷いを抱く人に対して、行動のきっか

けを与えるものである。三田は、このように占いを説明して、「金に縁がある」、「たぐればた

ぐるほどまうかる運命の糸巻が授かるかもしれない」という自分自身の言葉を、「口から出まか

せ」であると述べている。

以上のように、『現代の英雄』では、三田の「種あかし」を通して、「運命の糸巻」という言

葉が「口から出まかせ」であることが、占いの場面において、あらかじめ示されてしまう。この

点は、主人公にとって、予言の意味が後に明らかにされることになる『マクベス』とは異なって

いる。

しかしながら、梅吉は、彼のこうした「種あかし」にもかかわらず、「運命の糸巻」という言

葉を信じ込んでしまう。そして、先に示したとおり、「糸巻」という三田の言葉は、梅吉が、

ケーブルを落札するきっかけになっていく。その中で、梅吉は、三田が、「運命の糸巻」という

5	 （原文）
	 THIRD	WITCH:	Thou	shalt	get	Kings,	though	thou	be	none:

So	all	hail	Macbeth,	and	Banquo.
[…]

	 MACBETH:	Stay	you	imperfect	speakers,	tell	me	more:
[…]
Say	from	whence	you	owe	this	strange	intelligence,	or	why	upon	this	blasted	Heath	you	stop	our	way	with	
such	prophetic	greeting?
Speak,	I	charge	you.
	 	 Witches	vanish.	（Shakespeare	1994:	30）
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言葉を、「口から出まかせ」と述べていることを全く気にしていない。梅吉は、ケーブルが「運

命の糸巻」だという自分自身の解釈を、「三田はんの占ひ」だと思い込んでいる。そして、梅吉

が、三田の占いを理由に、ケーブルの落札に固執していった結果、彼の会社は倒産に追い込まれ

てしまう。つまり、梅吉の失敗は、「運命の糸巻」という言葉に対する、梅吉の受け取り方によ

り生じるものである。占いの場面での三田による「種あかし」は、三田の言葉を信じ込もうとす

る梅吉のありようを強調するためのものであったといえよう。

３ 梅吉の失敗の位置づけ
以下の引用から確認できるように、福田は、『現代の英雄』において、登場人物の間の理解の

ズレに焦点をあてていた。

ただ私の念願は、[中略]、おたがひに相手を、あるひは自分で自分自身を理解してゐると

思ひこんでゐながら、最後には、それまでの理解を超えたなにものかが飛びだしてきは

しないかといふことでありました。[中略]梅吉、菜々子には多少ともそれがないでせう

か。(福田	1957:	221)	

梅吉は、「運命の糸巻」という言葉を頼りにしながら、結局はケーブル（＝「糸巻」）の落札

が原因となり、破産に追い込まれてしまう。福田は、こうしたアイロニカルな結末を通して、

「言葉」をコントロールすることのできない主人公のありようを表現している。さらに、『現代

の英雄』と同年に発表された評論「ことばの倫理」において、福田は、「戯曲のことば」を、以

下のように、定義していた。

戯曲のことばは、そのまま信頼しうる、いはば貨幣のやうに額面どほりにしか通用しな

い客観的な効用価値と、同時に、それを喋る人間の性格や、しかもそのときどきの心

理を伝へる主観的な効用価値と、この二つの面をつねに担つてをります。(福田	1987	 :	

422)

福田は、上の引用の通り、「戯曲のことば」を、「客観」と「主観」の「二つの面」を持つ

「両義語」として捉えている。『現代の英雄』の梅吉は、ケーブルを「運命の糸巻」と思い込む

ことで、破産することになってしまう。こうした梅吉の失敗に表れている通り、ケーブル＝「客

観的な効用価値」は、「運命の糸巻」＝「主観的な効用価値」とはならなかった。以上の点で、

『現代の英雄』では、「言葉」の「両義語」としての側面が問題とされていたといえよう。

福田は、1950年1月、「戯曲のリアリズムとは何を意味するか―主として『劇作派同人』に

―」という論文を発表している。その中で、福田は、戯曲の「せりふ」を「おもひがけない結果

をもちきたらす」「身分不相応なことば」と捉えていた(福田	1950:	54-55)。福田は、これを「せ

りふ」の「能動性」と呼んでいる(福田	1950:	54-55)。今まで考察してきたように、1952年の
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『現代の英雄』も、こうしたありように焦点を当てる戯曲であった。その上で、『現代の英雄』

では、「せりふ」の持つ、「主観」と「客観」という2つの側面のズレが強調されている。以上の

ように、福田は、「せりふ」が「能動性」を持つ要因を、「主観」と「客観」のズレに見出して

いる。こうした認識は、『現代の英雄』の執筆を通して、明確化されたものと位置付けられる。

Ⅳ 『明智光秀』

1 妖婆の言葉
次に、『マクベス』を取り入れた、福田のもう1つの戯曲『明智光秀』を見ていこう。福田自身

が、「明智光秀の行為そのものがマクベス的」と述べている通り、この戯曲では、明智光秀の、

織田信長に対する謀反が題材とされている。その際、福田は、『マクベス』から、妖婆の存在を

取り入れている。妖婆は、この戯曲において、以下の3つの言葉を、主人公の明智光秀に対して、

与えている。

よう参られた、秀吉殿に光秀殿、お待ち申してをりましたぞ、光秀殿に秀吉殿、いづれ

は天下をしろしめすお方(福田	2010:	13)

恐れることはない、光秀殿恨みに思ふ敵の首をその土足でふみにじるがよい。(福田	

2010:	34)

そなた［光秀］は、このばばと同様、いかなる刃もそなたの體には通りませぬぞ。(福田	

2010:	36)

上に引用した、『明智光秀』における妖婆の言葉は、『マクベス』の中で、主人公に与えられ

る、次のような言葉に類似している。

よう戻られた、マクベス殿！いづれは王ともなられるお方！(シェイクスピア	1992:	

302)6

気をつけろよ、マクダフに、気をつけろ、ファイフの領主に。(シェイクスピア	1992:	

335)7

6	 （原文）All	Hail	Macbeth,	that	shalt	be	king	hereafter.	（Shakespeare	1994:	29）
7	 （原文）Beware	Macduff,	Beware	the	thane	of	Fife（Shakespeare	1994:	77）



Area	Studies	Tsukuba	34	:	115–132,	2013

126

マクベスを倒す者はゐないのだ、女の生み落した者のなかには。(シェイクスピア	1992:	

335)8

マクベスは滅びはしない、あのバーナムの大森林がダンシネインの丘に攻めのぼつて来

ぬかぎりは。(シェイクスピア	1992:	335)9

『マクベス』では、主人公が、上の引用の言葉に後押しされ、ダンカン王を暗殺し、王位を簒

奪するが、結局は、マクダフにより滅ぼされてしまう。一方で、『明智光秀』においては、主人

公の光秀は、妖婆の言葉に導かれながら、謀反を起こす。その後、光秀は、「竹槍」に突き刺さ

れ、死を迎えることになる。

以上のように、妖婆の言葉は、『マクベス』の魔女の言葉と同様に、主人公の謀反のきっかけ

となるものである。

2 『明智光秀』と『マクベス』の差異
ここで、『明智光秀』では、妖婆が、以下のように位置づけられていることに注意しよう。

ふたたびざわめきあり、光秀の家来たちが光秀の妻皐月とともに登場。皐月は役の上で

も心理的にも、妖婆と一人二役。(福田	2010:	16)

『明智光秀』では、主人公の妻と妖婆は、同一人物によって演じられている（図1、2を参

照）。『全集 第8巻』所収の「初演記録」によれば、主人公の妻皐月と妖婆は、杉村春子によっ

て演じられている(福田	1988b:	746-747)。そして、両者は、入れ替わりに登場する。こうした

「一人二役」という設定は、原作の『マクベス』にはないものである。福田は、この設定によ

り、何を表現しようとしたのだろうか。主人公の妻と妖婆が入れ替わる場面の中で、妖婆は、先

に引用した予言を、光秀に伝えていくことになる。以下では、それらの場面を、具体的に見てい

こう。

妖婆 恐れることはない、光秀殿恨みに思ふ敵の首をその土足でふみにじるがよい。

光秀 敵の首を？誰のことだ？敵とは誰だ？そいつはどこにゐる？

妖婆 （黙つて指さす）……。

光秀 東の方に。

妖婆 （うなづく）……。

8	 （原文）The	power	of	man:	For	none	of	woman	born	shall	harm	Macbeth.（Shakespeare	1994:	77）
9	 （原文）Macbeth	shall	never	vanquish’d	be,	until	Great	Birnam	Wood,	to	high	Dunsinane	Hill	shall	come	against	

him.	（Shakespeare	1994:	78）
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光秀 待て、もつとはつきりいへ。（妖婆の影うすれる）待つてくれ。おれにそれが出

来るのか。おゝ、主殺しでもなんでもしてくれる。どんな罪も恐ろしくはない。恐ろし

いのは、その先だ。罪を犯して、そして、そのあとでおれはどうなるのだ？（奥で皐月

の声、妖婆消える）待て、それを教えてくれ。東といつたな。京へ行けといふのだな、

京へ……、本能寺へ……。首を土足で踏みにじれとな。

皐月 どう遊ばれました？お気を確かに。(福田	2010:	34)

上の場面で、妖婆は、光秀を謀反に踏み切らせるような言葉を残している。光秀が、その言葉

の意味を確認しようとすると、妖婆は、皐月と入れ替わってしまう。このように、妖婆の予言の

場面では、妖婆と皐月が交互に登場することになる。そこで、光秀は、皐月に対して、次のよう

な言葉をかける。

光秀 （しばらくして弱弱しく笑ふ）はゝゝゝゝ、同じことではないか？さうして、そ

ちもおれの心をさぐつてゐるのではないか。おたがひ、一人相撲だ。つまり、誰もか

もおのれの事で精一杯、人の心はのぞく暇はないといふわけだ。皐月、正直にいつてみ

ろ。そちの望みはなんだ？夫が天下を……。(福田	2010:	35-36)

光秀は、妖婆の言葉に、謀反のきっかけを求めていた。ここで、同様に、皐月に対しても、光

秀は、謀反に踏み切るきっかけとなる言葉を求めている。その直後、再び、皐月と妖婆は入れ替

わり、妖婆は、光秀に、「いかなる刃もそなたの體には通りませぬぞ」(福田	2010:	36)という言

葉を掛けている。その言葉を聞いて、光秀は、出陣の合図をすることになる。以上のように、妖

婆と皐月との会話を通して、光秀は、謀反を実行するに至る。ここで注目したいのは、妖婆が、

光秀に対して与えた二つの予言の間に、皐月による光秀に対する、以下のような非難の言葉があ

ることである。

皐月 [前略]心定まらねばこそ、言葉をおこなひに先立たせる、さうではございませぬ

か？いはば、言葉を鞭に御自分を励ましておいでになる。家来たちの心を、この皐月の

気持ちを、いゝえ御自分の胸のうちをさうして探つておいでになる。一人相撲とはこの

こと、つめたいのは、人をお信じなさらぬのは、この皐月ではなうて、殿様御自身。そ

れが皐月には悲しうございます。(福田	2010:	35)

上の皐月の言葉に表れているように、光秀が謀反を決意する場面において、光秀は、登場人物

たちの心を探ろうとしている。一方で、皐月をはじめとする登場人物たちも、光秀の決意を確か

めようとしていた。つまり、この場面では、光秀と登場人物たちとの間の不信感が強調されてい

るのである。小野昌は、以上の場面に着目して、次のように、述べている。
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福田氏は光秀の人間不信をマクベスのレベル以上に高めているのである。皐月と妖婆

のダブル・キャストもその不信感を表現するための象徴であるのかもしれない。(小野

1994:	37)

それでは、『明智光秀』において、福田は、何故、「人間不信」というテーマを強調したのだ

ろうか。以下では、この点を考察したい。

図1：『明智光秀』、左が明智光秀(松本幸四郎)、右が皐月(杉村春子)	(福田	1957)

図2：『明智光秀』、左が明智光秀(松本幸四郎)、右が妖婆(杉村春子)	(福田	1958a	)

3 『明智光秀』における「人間不信」
まずは、『現代の英雄』と『明智光秀』における主人公と登場人物たちの関わり方の違いに注

目することで、『明智光秀』における「人間不信」の様相を明らかにしておきたい。

『現代の英雄』での三田の言葉は、「口から出まかせ」と宣言されていた。そのため、梅吉

は、その言葉を信じなくても良かったはずである。しかし、梅吉は、三田の占いを信じ込んでし

まう。つまり、梅吉は、行動のきっかけを求めていたのである。『現代の英雄』では、こうした

梅吉自身の心理だけに重点が置かれていた。10

そのため、既に示したように、「糸巻」という言葉を求める梅吉のありようが、特に強調され

ていたのである。ここでは、他人に対する不信感は、十分には表現されていない。
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一方で、『明智光秀』の主人公も、謀反に踏み出す要因を、他人の「言葉」に求めている。そ

の際、福田は、皐月と妖婆という「一人二役」という設定を通して、光秀を謀反へと駆りやっ

た。この点で、『明智光秀』において、「一人二役」という設定は重要な要素となっている。つ

まり、『明智光秀』では、光秀自身の心理だけではなく、光秀を行動へと踏み出させる皐月や妖

婆の役割にも焦点が当てられているのである。

光秀は、対話の中で、謀反に踏み切るきっかけを皐月の言葉に求めていた。一方で、皐月は、

光秀に本心を打ち明けさせることを通じて、光秀の自分に対する信頼を確かめようとしている。

「一人相撲」という光秀と皐月の言葉に象徴されるように、両者の対話は、自己を保証すること

だけを目的としている。したがって、光秀の言葉に示されるように、「誰もかもおのれの事で精

一杯、人の心はのぞく暇はない」ということになる。この点で、光秀と皐月の対話には、「人間

不信」が示されている。以上のように、『明智光秀』では、光秀と、皐月＝妖婆の間の対話を通

して、光秀と皐月＝妖婆との間に生じる「人間不信」のありようが明確に描かれている。こうし

た人間関係は、『現代の英雄』の梅吉と三田との間には明示されていないものであった。

次に、「人間不信」を表現するに至った福田の認識を示しておきたい。1950年1月の論文、

「戯曲のリアリズムとは何を意味するか―主として『劇作派同人』に―」において、福田は、次

のような発想を記している。

主体と客体との対立闘争―それがあらゆる近代芸術の原理であります。戯曲だけがその

例外でありうるはずもなく、むしろ戯曲こそそれに最適の表現形式であるといへませ

う。（福田	1950:	58）

1950年前後、福田は、続々と戯曲を発表しはじめた。この意味で、上の論文は、福田の戯曲の

出発点を示したものであるように思われる。ここで、福田は、「主体と客体との対立闘争」とい

う「原理」に適した「表現形式」として、「戯曲」を挙げている。

先に論じた通り、『明智光秀』における、光秀と皐月＝妖婆の対話では、他者の言葉を通じ

て、ひたすら自己保証を求める登場人物同士の対話が描かれていた。光秀と皐月＝妖婆は、何れ

も、お互いをコントロールしようとしている。互いを支配しようとすることで、両者の間には

「主体と客体との対立闘争」が生じる。その中で、両者は、お互いに対して、自己保証だけを求

め続ける。以上のように、「主体と客体との対立闘争」という認識は、『明智光秀』において、

実作化されている。

10	 	『現代の英雄』に対する同時代評も、この点について、次のような指摘をしている。

山本 結局この中で本当に突込んで描けているのは「浪花梅吉」だけだと思つたですがね。[ 中略 ] 自分自
身も含めて、現代人の欠陥を最大級に表現しているような男です。自分の居るべき場所を見失っているのは、
何も浪花梅吉に限りませんからね。（武者小路、渡辺、山本	1952:	174）
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『現代の英雄』では、「現代人」の「孤独」が、「喜劇」として描かれていた。一方で、『明

智光秀』では、「主体と客体との対立」が明確化されたため、「孤独」は、「暗い」ものとして

位置づけられている(福田	1958a	 :	286)。『明智光秀』における「人間不信」は、光秀と皐月＝

妖婆の対話を通して浮かび上がってくるものであった。言い換えれば、「主体と客体との対立」

は、「人間不信」を生じさせることになる。そのため、『明智光秀』における「人間不信」と

は、「主体と客体との対立闘争」という福田戯曲の出発点から導かれるものである点で、福田に

とって、重要なテーマになっていたのだと言えよう。

Ⅴ おわりに

今まで示してきた通り、福田の『マクベス』論と、『マクベス』に想を得た、福田の『現代の

英雄』と『明智光秀』という二つの戯曲は、いずれも、『マクベス』の予言を取り入れたもので

あった。福田は、予言という題材により、「言葉」に翻弄される主人公のありようを照らし出し

ていた。『明智光秀』の解説の中で、福田は次のように述べている。

多くの人は、せりふは文学的であつて演劇的ではないと考へがちである。それは説明的

であつて行動的ではなく、静止的であつて流動的ではないと考へる。そこにまちがひが

ある。せりふこそ人間意思の頂点であり、先端であり、沸騰点である。つまり、せりふ

は行動の休止ではなく、行動そのものなのだ。(福田	1958a:	285)

福田が、『明智光秀』において、『マクベス』の予言を取り入れた理由は、「せりふの積み重

ねによつて展開される劇的行動が書きたかつた」(福田	1958a:	285)という福田の言葉に示され

ている。福田にとって、『マクベス』とは、「反語」の積み重ねにより展開していく戯曲であっ

た。特に、魔女の予言は、主人公を行動へと駆りやる「両義語」として、主人公の「劇的行動」

を構成するものであった。それゆえ、福田は、『現代の英雄』や『明智光秀』において、『マク

ベス』から予言という要素を取り上げたのである。

以上のような福田の『マクベス』受容における「両義語」への注目は、福田による戯曲の創作

における「せりふ」の重視へとつながっていくものと思われる。福田の戯曲における「せりふ」

の具体的なありようについては、稿を改めて検討していきたい。
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Abstract

This	paper	explores	the	deep	structure	of	Genroku	Kabuki	scenarios	through	

an	analysis	of	the	characters,	plots	and	the	correlations	between	them.

The	Kabuki	plays	performed	in	Shijo-Kawara	during	the	Genroku	Era	(1688-

1703)	had	similar	plotlines	which	center	around	a	debauchee	who	is	the	son	of	a	

feudal	lord.	The	story	comically	depicts	a	conspiracy	among	the	antagonists	to	have	

the	protagonist	disowned	and	take	over	the	domain,	his	expulsion	for	debauchery	in	

a	brothel,	his	triumph	over	the	conspirators	and	return	to	his	former	position.

Because	of	the	similarities	among	the	scenarios,	I	was	able	to	classify	six	types	

of	characters	based	on	their	relationship	with	the	main	character	and	their	actions	

in	the	play.	Moreover,	by	examining	where	these	different	character	types	appeared	

in	each	scenario,	 I	was	able	 to	shed	 light	on	the	contrast	between	the	two	main	

types	of	Kabuki	scenes:	fight	scenes	and	love	scenes.

The	 first	 type	of	 scene	consists	of	 the	conflict	between	 the	conspirators	

and	 those	 loyal	 to	 the	protagonist	 over	 the	 territory	of	 the	 feudal	 lord.	The	

scenes	consist	of	three	parts.	The	first	part	depicts	the	conspiracy	to	remove	the	

protagonist,	and	the	second	depicts	 the	battle	between	the	conspirators	and	the	

protagonist’s	supporters.	When	the	conspirators	are	 finally	killed,	 the	drama	 is	

over.	The	second	type	of	scene	consists	of	a	comical	love	scene	between	the	main	

character	and	his	 lover	which	 is	often	set	 in	a	brothel.	The	dramas	usually	have	

three	acts.	The	first	act	depicts	the	fight	between	the	conspirators	and	those	loyal	to	

the	protagonist	resulting	in	the	expulsion	of	the	protagonist	and	his	supporters.	The	

love	scene	between	protagonist	and	his	lover	occurs	in	the	second	act.	In	the	third	

act,	the	conspirators	are	defeated,	and	the	drama	ends.	

元禄歌舞伎における物語の構造
―プロットと登場人物の関係性より―

The	Structure	of	Genroku	Kabuki	Scenarios	:	An	Analysis	of	the	Characters,	
Plots	and	the	Correlations	between	them

矢野 輝明
YANO	Teruaki
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Previous	 studies	 have	 focused	 primarily	 on	 Kabuki	 actors	 and	 their	

circumstances	 and	haven’t	 adequately	 discussed	 the	 stories	 of	 the	Kabuki.	

Nevertheless,	some	researchers	might	speculate	that	after	several	prohibitions	made	

by	the	government,	the	lewd	skits	characteristic	of	the	early	Kabuki	were	reworked	

into	stories	of	family	conflict.	The	feudal	government	frequently	suppressed	early	

Kabuki	because	of	 its	dancing	prostitutes	and	lewd	content.	Then,	 in	the	mid-17th	

century,	the	government	allowed	Kabuki	performances	on	the	condition	that	they	

consist	of	dramas	performed	solely	by	adult	males	 instead	of	skits	and	dancing	

on	the	stage.	Some	researchers	might	explain	that	the	storyline	of	family	conflict	

was	simply	convenient	 for	avoiding	government	censure.	However,	 this	does	not	

explain	why	that	particular	storyline	was	selected	from	among	the	many	available	

throughout	the	history	of	Japanese	literature.

This	paper	suggests	that	the	juxtaposition	of	fight	and	love	scenes	itself	had	

some	meaning	 to	 the	audience	at	 that	 time,	 following	 the	Western	 tradition	of	

literature.	The	Western	critiques	explain	that	court	and	rural	scenes	of	pastoral	

dramas	signify	the	reality	and	 ideals	of	 the	audience.	The	scenarios	of	Genroku-

Kabuki	have	characteristics	similar	 to	 the	pastoral	dramas.	 In	my	opinion,	 the	

juxtaposition	of	 these	 two	 types	of	scenes	objectivize	 the	problems	of	 the	real	

world,	and	people	find	peace	in	the	brothel	scene	after	seeing	the	fight	in	the	first	

act.	Therefore,	the	juxtaposition	of	these	two	scenes	itself	appealed	to	the	audience	

at	that	time.

I	base	my	analysis	on	the	correlations	between	the	characters	and	plots	of	

30	Kabuki	scenarios	written	by	Chikamatsu	Monzaemon,	and	examine	the	deep	

structure	and	the	appeal	point	of	the	Kabuki	during	the	Genroku	Era.

Ⅰ  はじめに

元禄歌舞伎の戯曲としての価値についてはこれまで疑問が呈されることが多かった1。それは一

つには似た構成を持つ物語が元禄期の舞台上において繰り返し上演されて来たことがその背景に

あるかもしれない。松崎は「もとよりこの頃〔元禄期〕の歌舞伎狂言は各場面の独立性が強く、

1	 小西は歌舞伎一般について「戯曲としての文藝性は決して、高いとは言われぬ」( 小西 1993:179) と述べるが、
こうした認識についてはまた、鳥越は絵入狂言本について「先覚とくに国文学研究者によって追及されなかっ
た最大の原因は、それがもつ文学性があまりにも薄弱な為であろう。」( 鳥越 1991:213) と当の歌舞伎研究者か
らもその物語としての価値について疑義が示されている。
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その場その場の主題を打ち出していて、全曲の統一は求めがたい」(松崎1979:98)としているが、

特に京都においては当時の歌舞伎は濡れや笑いを主体とした「その場その場の」感覚的で直截的

な次元での観客受けを狙ったものであることは確かで、一見すると戯曲中に統一したテーマや現

代的な意味での「物語」があるようには見えにくい2。

ただ、一見整合性や脈略に欠ける構成も、観客に訴求することを念頭に置いたものであったこ

とは確かである。狂言制作に参加した狂言作者、座元、役者たちには、決して明文化されること

はなかっただろうが、観客が歌舞伎にどういったものを求めているかという概念を共有していた

と言えよう。そして、その物語は、当時の観客・演者が共有する当時の歌舞伎に関する心性が反

映されたものといえる。

しかし、これまでの研究においてはそうした歌舞伎の物語について関心が払われてこなかっ

た。近年、歌舞伎研究は「資料整備の時代」を経て「新しい歌舞伎史を構想する」時代に入った

といわれてひさしいが3、特に元禄歌舞伎においては、これまで開拓された膨大な資料を一定の

視座より抽象化し、これを解説しようとする試みは少ない。また、歌舞伎には「役者の藝を鑑賞

することが第一義」(小西1993:178)と言う定見があるが、それは歌舞伎の研究史においても同様

で、個々の役者の演技と切り離した形で絵入狂言本に記された物語が検証されることは少なく、

当時大当たりをとった『けいせい浅間嶽』『けいせい仏の原』『けいせい壬生大念仏』や、時折

近松研究の文脈より『仏母摩耶山開帳』『一心二河白道』が言及されることがあるが、概してそ

の他の作品に関する検証は手薄と言える。

こうした作品ごとの検証に対し当時の舞台で演じられた物語について、その戯曲構造等が正面

から検証されたものとしては、『歌舞伎劇戯曲構造の研究』(守随1976)	がその代表的なものであ

ろう。ただ、これは能の序破急という構造を軸に、各時代の歌舞伎がどのような構造を持ってい

たかという通史的考察が主であり、元禄歌舞伎についてはその代表作である『けいせい仏の原』

に関する検証をもって元禄歌舞伎一般の戯曲として一般化されている。戦後では「近松歌舞伎の

戯曲的構造―お家物について―」	(佐々木	1962)	に、三幕続きの各幕にどのような戯曲内容が演

2	 大塚 (2009) やボグラー (2002) は創作論の視点から、ハリウッド映画や現代の小説に、キャンベルの神話理論
やプロップの機能論、ユングの原型理論のコンセプトが援用されていることを指摘する。彼らがこれらの理論
を元に語る創作論は、どのようにして読み手や観客に物語を訴求させるかという視点から、その技法をまとめ
たものであり、その肝となるのはプロットの配置とキャラクターの造形にあるといえる。

	 一方、元禄歌舞伎では、松崎 (1979) が述べる通り、場面ごとの独立性が強く、その物語に連続性が見出しにく
い。おそらくその訴求点は、場面ごとに設けられた見せ場にあり劇団の工夫もその場面場面をいかに見ていて
面白くするかにかかっていたように思われる。また、本論で述べるようにプロットとキャラクターついては同
様のものが繰り返し使われたことから、現代的な「物語」とは性質が異なる訴求構造を持っていたのではない
かと考える。

3	 鳥越・内山・渡辺編『歌舞伎の歴史Ⅰ』( 岩波講座	歌舞伎・文楽	第二巻 ) 巻頭、「第 2 巻の主題と内容について」
に、その基本姿勢として ｢新しく発見、整理された資料を活かして、新しい歌舞伎史を構想する｣ と括弧つき
で言明されている。発刊からすでに 15 年が過ぎた今でも歌舞伎研究の課題と言えよう。
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じられているかという点から近松歌舞伎が分類・整理されている。ただ、発表後既に半世紀近く

過ぎ、これまでの間に新たに近松作品として追加された作品や開拓された資料があるため、全

般的な見直しが必要であろう。以上のように元禄歌舞伎研究全体と比すると戯曲研究は数が少な

く、さらにその数少ない元禄歌舞伎の戯曲研究を概観すると、総論よりも各論が主体と成ってい

る。元禄歌舞伎研究の先行者たちはその物語を巨視的な位置から検証しようという試みをしてこ

なかったと言えよう。

しかしその一方、評判記の表記などから、『けいせい仏の原』など二の替傾城買い狂言が大

当たりをとっていた元禄後期を、歌舞伎史上「希有な『仕組み当り』の季節であった。」(正木	

1997:70)と指摘する研究者もいる。『傾城浅間嶽』に続く、『けいせい仏の原』『けいせい壬

生大念仏』の大当たりが、二の替傾城買い狂言の定着を決定付け、その興隆をうながしたことは

間違いないものと思われる。『浅間嶽』は、初演以来宝暦(1751-64)頃まで、京都を中心に、三

都で再演を繰り返し、享保十六年(1731年)三月、初演以来の各所での上演の評判を収めた評判

記『三ヵ津浅間嶽	二の替芸品定』が出版されている。従来指摘されるように、役者の顔触れは

変わっても、度重なる再演に耐え得るほどの狂言内容を備えた、「仕組当たり」を取った作品で

あったと言えよう4。赤間は、こうした個々の趣向が巧みに配置された「仕組み」の在り方に貞享

期以降の絵入狂言本出版の契機があったと考える(赤間	1998:22)。

歌舞伎の商品化の傾向にも上方と江戸の歌舞伎に対する考え方の違いが垣間見える。現存の絵

入狂言本について江戸と上方を比較すると上方で出版されたものが圧倒的に多く、狂言本の豪華

版ともいえる上下二冊の「上本」が刊行されたのも上方のみであった。松平(1997)は当時の歌舞

伎の役者絵の比較から、上方と江戸の役者に対する、その受容者側の考え方の相違を指摘する。

松平によれば、元禄期の江戸では既に鳥居派が初代市川団十郎の姿を大判の木版画に写しだして

いたが、その頃の上方には一枚の役者絵もなかったという。

つまり、当時の歌舞伎関連の商品の傾向は、歌舞伎が江戸においては視覚的要素が商品化され

ていたのに対し、上方においては絵入狂言本にみられるように物語がその商品として成立してい

た。こうした点から考えても、歌舞伎の戯曲自体が持った訴求力やその物語に対する上方町人の

興味を反映しているものと言えよう。

その一方、当時の歌舞伎の物語を伝える絵入狂言本については、読み物として流通したという

性格から、当時の舞台を考察する上ではその資料的価値に限界があることがかねてより指摘され

てきた。諏訪の指摘にあるように誰が実際に絵入狂言本の文章を書いたかについてさえ未だ不明

なのだ(諏訪1997)5。この点については『元禄十一年日記』の表記より劇団と無関係に狂言本を

作成していたとは考えにくく6、絵入狂言本の表記はある程度当時の舞台を正確に描写したもので

あることは確かだろう。ただ、絵入狂言本のわずか十丁という分量はその表記が実際の舞台で演

4	 また、『仏の原』についても、「殊二當年のかはり、けいせい佛の原、尤しぐみ出來物にて、よく役配り相應し
て、立テものの衆中、何れも当たったでは共、一つは此人近年になき、精の出しやう	」( 役者評判記集成第 3 巻 :	
183) と、当時から「仕組」そのものが評価されていたことが評判記の記事などから推測できる。
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じられた場面や台詞を省略した形で書かれていたことを示している。つまり、舞台に登場する人

物やその構成に関しては狂言本の表記はある程度の信頼が置けるものの、その細部については簡

略・縮約されたものなのだ。

本研究ではこうした問題を鑑みて、絵入狂言本の特にプロットと登場人物を検証することと

し、以下の方法でこの両者を個別に抽出した。

①絵入狂言本冒頭の役人替名を元にした登場人物のリスト化

②登場人物の登場・退出の記録

③その間の出来事について短文によって記録

上記の要領で絵入狂言本の物語を座標化することによって、その構造を把握することとした。

一例として巻末に上記の方法で元禄歌舞伎の代表作とされる『けいせい仏の原』の構造を表にし

たものを参考として巻末に添付した7。

本研究では特に、プロップが『昔話の形態学』で提示した方法論を参考とし8、上記の方法で

プロットと登場人物の関係性やこの両者の個別の分類・整理を行うこととした。そうしたプロッ

5	 諏訪春雄は、「歌舞伎狂言作者」に関する概念があいまいで現状でも次の三種が区別されないでいることを指摘
する (1992:211)。	

	 A 絵入狂言本の文章の作者	
	 B 実際の舞台上での台詞の執筆者	
	 C 歌舞伎狂言の考案・演出者		
	 B と C については同一劇団内にいることもあり、座本・役者・座付作者の間で役割分担がなされていたことが『耳

塵集』や『金子一高日記』並びに役者評判記の表記から窺うことができる。ただ、絵入狂言本については劇団
の外部で流通するものであり、その作者が書肆側の人物か劇団内の人物か、それとも双方と関係を持つ講釈師
や俳諧師のような文芸的芸能者が狂言本を執筆したかなどについて明らかにする資料は未だ管見に入らない。

6	 例えば、当時近松門左衛門とともに坂田藤十郎の立つ舞台の脚本を担当していた、金子吉左衛門の日記「元禄
十一年日記」( 和田 1992) の二月十七日の条には「八文字屋八左衛門方ヱ哥ノ本ヲ持セ遣ス」	(1992:404)	。ま
た同七月二十三日の条には「八文字屋八左衛門ヨリ曾我花洞額ノ狂言本来ル」	(1992:445) とある。ここでの「狂
言本」が劇団外部に流通するもののことを指すかは判断できないが、少なくともここでの表記からは絵入狂言
本の板元である八文字屋と狂言作者の間で書物や資料の行き来があったことが窺える。

7	 構造表を作成する手順として、②登場人物間の登場と退出を記した後に、③その間の出来事について短文によっ
て記録したと記したが、この順序で構造表を作成すると、A ３の紙が 1 枚～ 2 枚必要になる。巻末に添付した
図表⑦『けいせい仏の原』の構造表においては原稿のサイズやその枚数制限の都合上、登場人物の登場と退出
の間の出来事の短文については省略し、「敵対者」の登場と不在によって場面を分け、その場面ごとのあらすじ
を記した。

8	 プロップの方法論の本研究における重要性は、特にプロップが「登場人物の行動領域」である「機能」を物語
の「根本的な構成部分」であるとした点にある ( プロップ	1987:34)。プロップにおいては「登場人物」に関す
る考察は、「機能」のあり方に関する検討に対して副次的なものでしかなく、また初期の物語論における議論は
物語の文法機能としての機能論に集中した観がある。だが、創作や実作の領域では自明のこととされるものの、
登場人物の造形は物語の訴求力を左右する上で重要な位置を占めることは明らかである。
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トと登場人物の関係性を整理する最小単位として、本論では上記の通り登場人物の登場と退出を

記録し、その間の出来事を短文で記録した9。仮にここではこの最少単位を「場面素」と呼び10、

その連続からなる「場面」と区別することとする。無論こうした方法を取った場合、当然一つ一

つの場面素の長短が問題となるが11、絵入狂言本それ自体が一種の要約であるためか、登場人物

の入退場や彼らが物語中どのような行為をするかという点に関しては余計な修飾を廃した形でか

9	 本研究の底本とした『近松全集』の翻刻版においてもその凡例にある通り、読みやすくするために登場人物の
出場と退出を契機として原文にはない改行がなされている。ここになされていた改行から本研究における方法
論を思いついたことを付言しておく。

10	 この名称はレヴィ＝ストロース (1977) が「神話の構造」において用いた用語である「神話素」から名付けた。
レヴィ＝ストロースにおいては、言語学における音素や形態素にあたる神話の構成要素として「できるだけ短
い文によって出来事の継起を」(234) 記した短文を指す言葉である。また、氏は「構成単位 ( 注：神話素 ) の各々
は、関係としての本質をもっている」(234) と述べる。本稿では、こうした要素と要素の関係性を研究の対象
とする手法を援用した。

11	 	『けいせい仏の原』の構造表における場面素では、短いものでは 1 行に満たないものや、長いものでは 20 行近
くのものなど、これらを同列に一つの場面素とする点は、この方法の課題と言える。

図表①対象作品上演年表
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なり明確に記述されている。そのため、特定の登場人物の登場がいかに物語の進行に影響を与え

るかについて観察するに適した方法であると考えた。

また、元禄期に至ると役柄の分化が明確になっており、物語中においても類型的な登場人物を

比較的抽出しやすい。その物語についても作品ごとの偏差が少ないため、それぞれの物語を重ね

合わせることにより統辞的な視点での場面の連鎖の抽出や、場面間の範列的比較が容易と言え

る。

本稿では絵入狂言本の中でも資料の整理や上演時期などの考証が最も進んでいる、近松門左衛

門が作者とされる図表①に示した絵入狂言本30作品を対象に、その登場人物とプロットを個別に

抽出し、その相互関係を精査することによって、元禄歌舞伎の物語における基本的な構造につい

て考察することとしたい。

Ⅱ 元禄歌舞伎における物語とその登場人物について

前述のとおり元禄歌舞伎においては似通った物語が数多く演じられた。『三ヶノ津浅間嶽ニの

替芸品定』京の巻に、「傾城買いの若殿は勘当せられ、国には継母と悪家老が巧みで、一国を横

領せんと企て、忠臣は命を捨て、若殿の為にはたらく仕組」(歌舞伎評判記研究会	1976:532)とい

う記述があるが、何らかの形で御家騒動が描かれる点については今回調査した作品では、切狂言

である『夕霧七年忌』以外の作品に共通するところであった。

図表②は白方(1996:174)が傾城買い狂言の骨子として示した6項目を元にそれぞれがどの幕で

演じられるかを示したもので、図中の曲線は各幕にいて主人公及びその係累が御家の内にいるか

外にいるかという身分的な推移を示している12。図にある通り、まず第一幕で大名家の屋敷を背

景にして御家騒動の開始と御家の分裂が描かれる。第二幕では舞台背景は屋敷の外に移り、廓な

どを背景とする男女の口説や怨霊事等が演じられる。第二幕の最後か第三幕の冒頭で、多くの場

合主人公の家臣の活躍がきっかけとなり悪人は討ち滅ぼされ、最後は御家の復興を寿ぐ総踊りで

劇は終わりを迎える。

ここで見られるように第一幕と第三幕で御家騒動に関係する場面が演じられるが、これらの場

面については、例えば御家の簒奪がなされる際に用いられる策略などに違いがあるものの、御家

の瓦解とその復興という内容が描かれる点については作品間に大きな差異がない。一方、第二幕

は「趣向の場である」（佐々木1962:37）とされ、第一幕・第三幕で演じられる御家騒動とは直

12	 この座標については、大塚における座標を参考にした (2009:39)。大塚においては物語の「基本中の基本は『行っ
て帰る』」( 大塚 2009:26) であり、「世界と世界に一本線を引き、そして、その一方から他方に『越境』し、再
び戻ることでそこに出現するもののことを」(2009:41) 指す。この座標は、主人公の目線に立ち日常→非日常
→日常の移行を表したものである。元禄歌舞伎においては、そうした物語の各局面に主人公が必ず登場すると
は限らないが、一般論として観客は「敵対者」よりも「主人公」の視点からその物語を見る傾向があるものと
してこの座標を援用した。
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接関係が薄いか、時に全く関係のない場面が置かれた。本研究で対象とした作品の中では、『仏

母摩耶山開帳』の公事の場面や『傾城壬生の大念仏』に見られる義理詰めによる子殺し、『水木

辰之助餞振舞』『けいせい三の車』などに見られる怨霊事などのように第二幕で演じられる内容

には多様性が見られるが、その中心は坂田藤十郎のやつし芸に代表される廓を背景とした口説に

あったとされる	(郡司1990:157)。

また、図表②に示されているのは所謂傾城買いの場面が仕込まれることが通例となっている二

の替狂言のあらすじであるが、顔見世や初狂言、盆興行などにおいても御家の分裂からその復興

が基調となっている点において大差はなく、ここに示したあらすじは元禄期の京都で上演された

歌舞伎の物語の一つの典型を示したものであると言っていいだろう。

また、物語間に偏差がそれほど大きくないため、そこに登場する人物は極めて類型化されてお

り、その性質や物語中の行動などを元に登場人物についていくつかの類型を見出すことができ

た。ここでは物語中の行動に多くの類似性を見出すことができる登場人物について、「主人公」

との関係性を元に、「主人公」「敵対者」「忠臣」「正妻」「愛人」「主君」の6種に分類した。

また、こうした分類方法ではとらえられない登場人物を「その他」とした13。本稿で対象とした

作品群の中では、『大名なぐさみ曾我』と『夕ぎり七年忌』、欠丁の多い『上京の謡始』を除く

図表②傾城買い狂言の骨子
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全ての作品で、こうした方法で主要な登場人物の分類とその相関関係の把握が可能であった。図

表③は巻末に構造表を付した『けいせい仏の原』に登場する人物の相関関係を示す図である。こ

の図表に示した登場人物は『けいせい仏の原』におけるすべての人物を網羅しているわけではな

い。だが、これらの人物は登場機会が多く、これらの人物の行動が物語の進行と強く結びついて

いるため、『けいせい仏の原』における主要な登場人物と言ってよいだろう。

無論、歌舞伎に役柄があるのは周知のことであるが、役柄は基本的に性別や年齢など役者の視覚

的特徴によるもので、役者の役柄と物語中の行為を比較すると多少の齟齬が起こることがある14。

13	 このうち「主君」については 30 作品中 8 作品にしか登場が見られないが、その存在が前提となって物語が進
行することが多く、登場する作品ではその人物像が極めて類型化されている為、類型的な登場人物として数に
加えた。御家騒動に関しては主人公と敵対者のどちらに味方するということもなく、どちらかといえば無能な
人物として描かれる。一方「その他」の登場人物としたのは御家騒動に関わりを持たない町人で、大きく分け
ると廓の関係者かそうでない者に分けることができる。『けいせい壬生の大念仏』以降の後期の作品になると、
重要な役回りをすることがあるが、その多くは例えば廓場の冒頭で、主人公が登場して物語が進行を始めるま
での短い間に、女郎屋の主人や女将、遣り手、傾城、禿として登場し、廓場の雰囲気を醸し出す、その場の背
景的な役割のエキストラのような登場の仕方をする場合がほとんどである。

14	 例えば、「主人公」と「正妻」、「愛人」に関してはブレがなく、立役と若女方が務めるのはどの作品も共通して
いる。「敵対者」は主として敵役が登場し、花車方が継母を務めるなどある程度役柄が固定しているが、立役が
主人公と対峙する「敵対者」として登場することが時折あり、『新小町栄花車』『吉祥天女安産玉』に出演した
浅田善右衛門は評判記では立役とされていながら明らかに敵対者として登場している。また、「忠臣」は女性で
ある場合若女方が務めるが、男性である場合は道外から若衆方、立役と多様性を持つ。

図表③『けいせい仏の原』人物相関図
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ここではいったん役柄による分類を停止して、物語における行動に基づいた６つの類型を元に検

証を進めていくこととしたい。

上記に示した登場人物の物語中の行動とその相関関係を元に物語を精査すると、第一幕・第二

幕のそれぞれで、これら6種の人物類型の入れ替えが行われる歌舞伎が散見された。そうした歌舞

伎作品では「敵対者」など一部の登場人物が両方の幕に登場するような重複が見られるものの、

概ね第一幕と第二幕のそれぞれで図表③に見られる６つの人物類型が全て出そろったものであっ

た。

図表④『新小町栄花車』人物登場表
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最も顕著な例は元禄十四年(1702年)十一月に顔見世興行として舞台にかかった『新小町栄花

車』である。巻末の『けいせい仏の原』の構造表を見ると、第二幕に「敵対者」の登場が見られ

ないなど場面設定によってばらつきはあるが、概ね主要な登場人物が第一幕から三幕まで横断的

に登場することが伺える。一方、図表④に見られる通り『新小町栄花車』では第一幕と第二幕で

登場する人物の入れ替えがなされており、各幕でそれぞれ別の騒動が演じられている。さらに、

第三幕では、第一幕・第二幕で登場しなかった人物が突如登場して舞を踊って終幕する。つま

り、三幕の全てで登場人物の総入れ替えがなされている。

かつて、三幕構成の作品におけるそれぞれの幕の内容から近松歌舞伎を分類した佐々木は、御

家騒動が異なる登場人物の元で二度繰り返される歌舞伎の存在を指摘して、その具体例として

『今源氏六十帖』と『吉祥天女安産玉』の二作品を挙げている(佐々木	1962:35)。

ただ、今回調査した限りでは、第一幕と第二幕で二度の御家騒動のプロットがそれぞれ異なる

登場人物の元で演じられる歌舞伎は、上記の『新小町栄花車』や佐々木の提示する二作品のほか

にかなりの数に上ることが分かった。

仮にここでは、一度の御家騒動が演じられるものを「単式御家騒動歌舞伎」、二度の御家騒動

が異なる人物によって演じられるものを「複式御家騒動歌舞伎」と名付け、このどちらにも当て

はまらない作品を「その他」として図表①に反映させている。これを見てみると複式御家騒動歌

舞伎は十一月の顔見世興行、及び新春に興行される初狂言に集中しており、これらより後で興行

される二の替以降の狂言については、ほとんど単式御家騒動歌舞伎が上演されている。

この点について若干の考察を挟むと、当時の京都では三座が歌舞伎の興行をしており、毎年十

月に役者や座付作者が、座の名代の合議などによりこの三座に振り分けられたことが知られてい

る	(服部・富田・廣末編2000:18)。複式御家騒動歌舞伎は、こうした顔見世興行及びその次の興

行である初狂言として舞台にかかったことから、座にどういった役者が所属しているかを観客に

周知するための構成だったと考えられる。また、顔見世・初狂言を経た二の替以降の興行につい

ては、座組がすでに周知されていたため、第二幕に様々な趣向を挿入しうる単式御家騒動歌舞伎

が上演されたのではないだろうか15。

ただ、この点については検証する作品を増やして論じられる必要があるため、ここでは今回対

象とした作品には大きく分けて二種類の構成があることを示唆するに留めて議論を続けたい16。

ここで注目したいのは、6種類の類型的な登場人物を今回検証した作品のほぼ全ての物語に見

出すことができる点である。前出の表は元禄歌舞伎の物語における登場人物を分類するために、

「主人公」と各登場人物の関係性を元に作成したものであった。このうち「主人公」と親子関係

15	 例えば、『新小町栄花車』と、同じ座組で三か月後に上演された二の替狂言『けいせい壬生大念仏』とを比較
した場合、台詞がない端役なども含めると両方の芝居とも同数の 38 人の役者が役人替名に見ることができる。
ただ、その構造表を見比べてみると『新小町栄花車』では図表④にあるように、二度御家騒動を繰り返すことで、
より多くの役者に均等に登場の場を与えることができる。一方『けいせい壬生大念仏』では御家騒動のプロッ
トが一度しか演じられないことから、役者の登場機会に不均衡が起きやすい。このことは、同じ単式御家僧御
堂歌舞伎である、『けいせい仏の原』の構造表からも明らかと言える。



Area	Studies	Tsukuba	34	:	133–160,	2013

144

にある「主君」については登場が見られない作品も見受けられたが17、他の5種類の類型について

はほぼすべての作品にその登場が見られ、複式御家騒動歌舞伎にいたっては、一部に「敵対者」

などの登場人物が両方の幕に登場することがあるものの、図表③の人間関係が二度も同一作品の

中で展開されていた。

このうち、「敵対者」と「忠臣」は、御家騒動のプロットの軸である御家の瓦解からその復興

において物語中重要な働きをし、この二つの人物類型の登場が御家騒動的構造を形作っていると

言って過言ではない。だが、一方で「主人公」と正式な婚姻・婚約関係にある「正妻」と、これ

とは別に一名または複数名の「主人公」の「愛人」が全ての物語に必ずと言っていいほど登場す

る点については、あまり注目されてこなかった。

つまり、「主人公」の恋愛が劇中で重要な位置を占めていたのは、坂田藤十郎の出演作品や二

の替狂言だけではなかったのである。

Ⅲ 「敵対者」の登場と不在

以下では、元禄歌舞伎において御家騒動に関連のある場面と、そうした御家騒動とは関連のな

い場面について個別に検証を加えたい。冒頭で述べたように、巻末の構造表は登場人物の登場と

退出を契機として改行が行われているが、そもそもこうした方法を取ったのは個々の人物類型の

登場や不在がいかに物語の進行に影響を与えるかについて観察する為であった。では、前出人物

相関図に示した人物類型の中で、どの類型の登場が物語に対して最も大きな影響を持つか。本研

究ではこれを「敵対者」としたい。

元禄期になると立役、敵役、若女方、若衆形、道外、花車といった役柄が出そろうのはこの頃

の役者評判記の記述より明らかなことであるが18、こうした役柄は前に述べたように基本的に性

別や年齢など、役者の視覚的特徴による分類と言えよう。だが、これらの役柄の名称の中で一見

16	 こうした視点から考えると、興行の種類が特定されていない『今源氏六十帖』は、主人公を二つ持つ複式御家
騒動歌舞伎であり且つ一月に興行されていることから初狂言である可能性が高いことがわかる。また、上演時
期が特定されていない『まつかぜ』『春日仏師枕時鶏』『傾城金龍橋』は構造的には顔見世や初狂言と近いこと
が指摘しうる。元禄歌舞伎はこの他にも多くの絵入狂言本が現存している。ただ、興行時期やその他について
は不明な点が多く、今回近松歌舞伎を特に選別したのは近松研究の文脈からこれらの作品の興行時期などが比
較的特定されている作品が多い為でもある。無論、本文で示した通り、対象の数を増やして検証を行う必要が
あるが、ここで示したような構造による分類が他の元禄期の歌舞伎の上演時期等を考察する際のヒントになる
かもしれない。

17	 脚注 10 に示した通り、「主君」については 30 作品中 8 作品にしかその登場が見られない。
18	 本稿が対象とした初期の作品にあたる、「今源氏六十帖」が興行されたほぼ同時期の、元禄八年正月に刊行され

た『役者大鑑』( 歌舞伎評判記研究会	1973) には、「立役」「敵役」「若女方」「若衆方」「道外」「花車」「親父方」
の順でその評判が示されており、後の役柄の基本となるものについては既にこの頃には出そろっていたことが
わかる。
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して敵役だけがその物語中の行為に即したものであることは明白である。ただ、続き狂言の生成

からそれほど時代を経ていないこの頃の敵役は、後の公家悪や色悪のような多様性はなく、主人

公及びその係累に加害行為を加えるだけの紋切型の人物像がほとんどであったことが評判記の表

記から伺える19。

また、「敵対者」の加害行為がほとんどの場合御家の簒奪を目的としていることから「敵対

者」の登場している場面は御家騒動のプロットの一部と見ていいものと考えられる。このこと

は、「敵対者」不在の舞台を考察することが、元禄歌舞伎において御家騒動以外に具体的に何が

描かれているのかを検証するのに適していることを示している。

以下では、「敵対者」の登場する場面と不在の場面を個別に抽出することで、双方の場面に見

られる差異について検証したい。図表⑤は、欠丁のある作品及び存疑作を除いた三幕構成の作品

の構造表を元に作成したもので20、主として幕の変り目や背景の転換及び敵対者の登場を元に場

面素の色分けを行ったものである21。

まず、御家騒動に関連のある場面を見て行く。ここでは「敵対者」の登場している場面素は全

て御家騒動を構成するものとして考えた。無論、「敵対者」が御家の覇権を争う場面以外に登場

することもあるが22、これについては例外と考えて表には反映させなかった。また、注釈21に示

した通り「敵対者」の登場の前後にある場面素の内、「敵対者」の策略などにより「主人公」と

その係累が混乱をきたしている場面素についても、同様に御家騒動を構成する場面として考え

た。

表に見られるように、こうした御家騒動に関連のある場面は各作品に漏れなく見られるもので

ある。だが、「敵対者」は劇中、始終舞台の上にいるわけではなく、例えば巻末にその構造表を

19	 例えば『けいせい仏の原』で藤川武左衛門が演じたいぬい介太夫は、劇の最後に改心して主人公の味方をするが、
これについて元禄十二年刊行の	『役者口三味線』は「白髪鬘をかけて、助太夫といふ浪人、子を思ふ心の闇に
迷ひ悪道に与し、老人の敵方ようしめさるる。四番目の詰めに善心へ立ちかへり、因果の道理をわきまへ、得
心せらるるところ、大体の敵役のならぬ所」( 歌舞伎評判記研究会	1973:192) と評している。逆に言えば、こ
こでの表記は当時の敵役が「善心に立ち返る」ことや「因果の道理をわきま」えることが珍しかったことが伺え、
事実、敵役の改心は今回対象とした作品の中では、上記『けいせい仏の原』の他では『あみだが池新寺町』『け
いせい三の車』の二作品に登場するのみであった。

20	 登場人物の出場と退出というわかりやすい基準の元、厳密にこれを計測したつもりであるが、例えば、表⑤の
グラフの横軸の長さ、つまり、いくつの場面素を抽出するかといった点についてはおそらく観測者によって多
少のブレが生じるのではないかと思われる。また、こうした数値は上本か否か、狂言本がどこの版元から発行
されたかといった点にも影響を受けることが予測される。図表での場面素の数をそのままデータとして検証す
ることも考えたが、こうした揺れに配慮して今回は取り上げなかった。

	 ただ、印象として、またグラフを概観した限りでも、後年の作品であればあるほど場面素の数が多くなる傾向
にある。この点は図表①で示した通り、登場する役者の数が後年の作品になるほど増える傾向にあることから、
場面素の数と全く無関係ではないことは確かだろう。こうした役者数・場面素の相関関係を、対象作品を増や
した形で興行の種類などを元に検証することで当時の上演時間の長短やその演出のされ方等、舞台の変遷を見
ることが可能なのではないかとも考えるが、この点は後日を期したい。
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21	 図表⑤については、複式御家騒動歌舞伎のタイトルをグレースケールで示した上で、「敵対者」の登場と不在を
軸に以下の①～⑧手順で場面素の色分けを行った。

	 ・幕の区切りは太線で場面の転換は点線で示した。
	 ・御家騒動に関連のある場面として、
	 ①「敵対者」が登場する場面素の抽出
	 ②「敵対者」の登場する場面に挟まれるかその前後にある場面素の内、「敵対者」の登場しない場面素で「敵

対者」の登場やその策略により、「主人公」とその係累が混乱をきたしている場面
	 ・それ以外の場面は以下の通りに分類した。
	 a,	人の色恋を描く場面
	 ③廓を背景とする場面の抽出
	 ④「主人公」「正妻」「愛人」の恋愛関係が描かれている場面
	 ⑤主人公は登場しないが、主として「忠臣」間の恋愛が描かれている場面
	 b, その他の場面
	 ⑥幽霊やその他、超自然的存在が現れる前触れ、及び登場する場面
	 ⑦これ以外のもので、多くの場面作品に見られる「導入」「参詣」「総踊り」については、そのまま記入した。
	 ⑧上記のすべてに当てはまらない場合は「その他」としたが、愁嘆場・義理事等その場面素の連続に明確なテー

マが見られる場合はそれをカッコつきでこれを示した。

図表⑤	敵役の登場、不在
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示した『けいせい仏の原』の場合53の場面素の内、「敵対者」が登場するもしくはその登場と関

連のある場面素は25を数えるのみであった。ただ、これは敵対者の登場が多い作品の部類に入る

らしい。作品によっては『けいせい壬生の大念仏』のように全79の場面素の内、「敵対者」の登

場及びそれに関連のある場面を加えても23の場面素を数えるのみの作品もあり、全場面素の内敵

対者が登場する、もしくはそれと関連のある場面素の数は作品中の全ての場面素の1/3から1/2の

間に分布するものと考えていいようだ。

その他、多くの作品に共通して見られる場面として、「導入」「参詣」「総踊り」の三つの場

面を図中に示した。「導入」に関しては冒頭で、御家騒動の開始時点における御家の状況が登場

人物によって語られる。図中には反映されないが、こうした導入部が「敵対者」によって語られ

ることもある。また、当時の狂言は何らかの形で、寺社の仏事等を当て込んで興行されることが

あるが23、「参詣」はそうした寺社へ登場人物が詣でる場面である。また、「総踊り」は通常第

三幕において御家騒動が完了したことを寿いで、登場人物等によって舞が舞われる。これについ

ては表記があるもののみ図中に明記したが、こうした表記がない場合でも挿絵に登場人物による

舞踊の模様が示されることがあることから、実際には図中に示したより多く作品で何らかの舞踊

が見られたかもしれない24。

ただ、御家騒動に関連する場面に上記の「導入」「参詣」「総踊り」の三つの場面を加えて

も、多く作品では、作品中の場面素の半分に満たない。先行研究等でよく言及される義理事、怨

霊場、または廓場などは表に見られるようにすべての作品に見られるような一般的なものではな

く、他の作品との差異を出すことを目的に挿入される「趣向」であり、興行時期やその種類と関

連して各作品に個別に設けられた見せ場ととらえるのが正確であろう。

22	 	『けいせい仏の原』では、その冒頭、「敵対者」である介太夫が、「愛人」である傾城今川と親子関係にあるこ
とが示され、この設定が第二幕の廓場において愁嘆場を形成するその伏線となる。この冒頭の場面は、女郎屋
に連れられた傾城今川が、介太夫と泣く泣く別れる愁嘆が主題となっているように思われるが、図表⑤では他
の敵対者の登場する場面と区別がつかない。ただ、「敵対者」が主人公及びその係累に対する加害行為以外の行
動することはまれであり、『けいせい仏の原』の冒頭の場面は、非常に例外的であると言っていいだろう。

23	 	例えば、『けいせい仏の原』は京都月窓寺開帳を当て込んでおり ( 服部・富田・廣末編	2000:158)、第三幕に
おいて月窓寺くつはきの弥陀如来の開帳が描かれる。『けいせい壬生の大念仏』は壬生地蔵の開帳を当て込んで
いて ( 服部・富田・廣末編	2000:158)、開帳物の通例として第三幕に壬生寺の開帳が描かれるだけでなく、壬
生地蔵の霊現譚や壬生狂言がうまく話の筋に取り込まれている。このように、当時の歌舞伎は、その折々にあ
るイベントの話題性を利用しつつ、それを話の筋に挿入することで集客を試みたらしく、外題はその興行時に
当て込んだ寺社の仏事等が反映されていることが多い。図表⑤で「参詣」としたのは、そうした寺社を背景に、
登場人物の登場を描く場面であり、多くの場合、複数の登場人物が連れ立って舞台上に現れる。

24	『福寿海』の最後の一文は「悪人をほろぼし、各巡り合い給ひ喜び祝ひとて大福踊りを始めける。」(『近松全集』
15 巻 :394) と有り、登場人物が何らかの舞を舞ったことが明確に記されているものもあるが、例えば『けいせ
い壬生の大念仏』では、総踊りに関する何の表記もないにも関わらず、挿絵には、登場人物の舞が描かれており(近
松全集刊行会 .	1990	（影印編）:123)、本文中の言葉からだけでは総踊りが実際にあったかどうかについて判断
がしにくい。図表⑦では本文中に何らかの舞が舞われたという表記がある場合に限り、その場面素を「総踊り」
とした。
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では、残りの半分以上の場面では一体何が描かれているのか。実際には「敵対者」が登場しな

い場合、その大部分は登場人物同士の恋愛が描かれていると言ってよいだろう。図表⑤では登場

人物同士の恋愛を描く場面については、「主人公が登場する場面」「主人公が登場しない場面」

「廓を背景とする場面」の三つに分けて抽出したが、今回検証の対象とした30作品全てにこのう

ちのどれかを見出すことができた。

また、こうした登場人物間の恋愛を描く場面では特に「主人公」の登場が目立った。図表③人

物の相関関係図に見られるように「主人公」には婚姻・許嫁関係にある「正妻」と恋愛関係にあ

る複数の「愛人」が見られるが、図表⑤に示した「主人公が登場する場面」においては、この

どちらかの登場人物が「主人公」と睦み合う様や、三角関係によって諍いを起こす場面が見られ

た。さらに二の替狂言に挿入される「廓を背景とする場面」を含めると、「主人公」を主体とす

る恋愛の場面はほぼ全ての作品に見出すことができる。

こうした登場人物間の恋愛を描く場面は「主人公」にまつわるものだけではなく、「忠臣」と

その他の女性の登場人物が睦み合う場面も見られ、衆道の関係にある登場人物も散見された。ま

た、このような登場人物同士の恋愛を描く場面は興行時期や単式および複式御家騒動歌舞伎の区

別に関係なく今回対象とした作品すべてに見出すことができた。

以下では、敵対者の登場が見られる御家騒動に関連する場面とそれ以外の場面について、具体

的な作品を参照しながら個別に論じていくこととしたい。

1 「敵対者」の登場する場面について
通常、「敵対者」の物語中の機能は、「主人公」に対する加害行為であり、こうした加害行為

はほぼ全てが御家の横領を目的とするものであることは既に述べた。ここでは、「敵対者」が具

体的にどのような加害行為を行うか、またそれについて「忠臣」がどのような反応を見せるかを

見ていきながら元禄歌舞伎における御家騒動に関連するプロットについて検証したい。

「敵対者」の登場する場面を子細に見て行くと、そこに見出せるのは(1)策略(2)策略の露見

(3)乱闘(4)主人公の係累の逃亡(御家の瓦解)(5)「敵対者」の死(御家の復興)の順序で現れる場面の

連鎖であった。以下この番号の順で上記(1)～(5)について見ていくこととしたい。

(1)策略

まず、「敵対者」は、例外なく何らかの策略を廻らせることによって御家横領を謀る。

こうした御家横領を目的とした策略は「変装」「文書のねつ造」「虚偽の情報」の三つに大き

く分けることができる。このうち最も一般的に見られるのが変装で、「主人公」に変装すること

で「敵対者」が「正妻」と関係を結ぶことで御家を乗っ取ろうとするものや(『今源氏六十帖』

『水木辰之助餞振舞』『けいせい壬生の大念仏』)、「主君」に化けて「主人公」や「忠臣」を追

放しようとするものなどがある(『仏母摩耶山開帳』『今源氏六十帖』)。また、文書のねつ造は作

品によって謀反の書類(『仏母摩耶山開帳』『御曹司初寅詣』)、「正妻」の不義をでっちあげるも

の等が挙げられ(『新小町栄花車』『吉祥天女安産玉』)、またこれと関連して、讒言や虚偽の情報
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を流すことによって登場人物間の離間を謀る「敵対者」を見ることができる。上記の他では、調

伏やだまし討ち等も行われるが、ここに挙げた方法のどれか一つが用いられるわけではなく、い

くつかの方法が組み合わせられた形で、御家簒奪が謀られることが多いようだ。

『けいせい仏の原』ではまず、梅永文蔵(主人公)から「去り状」が届いたとして、文蔵の許嫁で

ある立花主計の娘竹姫(正妻)が、その家臣である藤わき一角(忠臣)と共に梅永家に現れ、望月八郎

左衛門(忠臣)に詰め寄る場面が描かれる。これについてはその去り状が文蔵の筆跡ではないとの八

郎衛門の指摘によりいったんその場は収まるが、次の場面では、いぬい介太夫(敵対者)が立花主計

の家臣藤わき玄蕃に成りすまして梅永文蔵(主人公)に架空の借金の取り立てを行い、それを別の文

蔵弟梅永帯刀(敵対者)が国主梅永刑部(主君)に讒訴することによって、「主人公」梅永文蔵は阿呆

払いの処置を受ける。

ここではまず、「主人公」といつわる何者かによって、その許嫁に去り状が送られ、次に「敵

対者」が変装して「主人公」に無実の罪を着せて、別の「敵対者」の讒言によって「主人公」が

追放される。このように、上記した方法のいくつかが組み合わされて、「主人公」とその係累に

対して何らかの加害行為が行われる。ただ、少なくとも「敵対者」は騒動の渦中となる御家の内

部の人間か、その内部の人間と何らかの関係を持つ人物であり、御家の外部からその簒奪者が現

れるようなことはない。また、ここで見られるように何らかの形で「主人公」を陥れようという

策略がまず用いられ、初めから直接的な示威行為によって御家の横領が図られる作品は見られな

かった。

(2)策略の露見

『けいせい仏の原』では、まず第一に去り状のねつ造が行われ、その次に変装した敵対者に

よって讒言が行われるが、これらの策略は多くの場合「忠臣」によって見破られる。

以下、「敵対者」が御家横領の為に用いる①変装②文章のねつ造③虚偽の情報に対して忠臣が

どのように対応するかについて、具体例を挙げながら見て行く。

①変装

・船が難破し北京・朝鮮に三年いたと語るにせの「主君」(敵対者)に、「忠臣」が「朝鮮のこと

ば」として「あるへいとうらくがん」と尋ね、その返答に対して先ほどの言葉が菓子の名前で

あると明かして相手の正体を見破る(『仏母摩耶山開帳』)

・長らく行方不明の「主人公」の姿絵から抜け出したかに見せかけてその「正妻」と密通をしよ

うする「敵対者」に、「忠臣」が、からくりによって絵の中の人物が消えることを示して「敵

対者」の正体を暴くもの(『今源氏六十帖』)

②文書のねつ造

・「敵対者」より「正妻」に対して送られた偽の去り状に対して「忠臣」が「主人公」の筆跡と

違うことを指摘するもの(『けいせい仏の原』、『水木辰之助餞振舞』)

・「敵対者」が「正妻」にとって不義の証拠となる起請文を「正妻」に無理に書かせようとする

のを、「正妻」が偽って「忠臣」の妹に自分の名前と宛名を書かせるもの(『新小町栄花車』)
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③虚偽の情報

・継母(敵対者)を調伏しようとしたと責められる「正妻」を守る為、「忠臣」が人形に「敵対者」

の名前を書いた札を入れたと偽ってその目の前で人形にくぎを打ち、苦しむ「敵対者」に実は

自身の名前を書いた札を入れたことを明かし、調伏がまやかしであることを明らかにするもの

(『水木辰之助餞振舞』)

・「敵対者」がもう一人の「敵対者」をたぬきが化けたものであるとして鉄砲で撃ち殺し、「正

妻」もその仲間であるとして撃とうとするときに、「忠臣」が先ほどの弾が空砲であることを

見抜き、改めて弾を込めて倒れている「敵対者」を撃とうとして「敵対者」の芝居を白状させ

るもの(『福寿海』)

「敵対者」の策略に対して、その他の登場人物は同様に知略を持ってそれを暴こうとする。言

い換えるなら、御家の主権を巡る闘争において主として見られるのは知性を用いた闘争であり、

そうした描写に御家騒動の場面の多くが割かれる。また、こうした(1)策略と(2)その露見という連

鎖は図表⑤で取り上げた作品においては、『一心二河白道』において明確なものが見られないほ

かは全ての作品に見ることができ、その多くはこの連鎖を二度以上繰り返すものであった。

(3)乱闘

上記(1)策略と(2)その露見という場面の連鎖の二度目の策略の発覚がきっかけとなり、「忠臣」

と「敵対者」入り乱れての乱闘となる。

「某は玄蕃ではない。いぬい介太夫といふもの。帯刀殿にたのまれた。」と切ってか

かるを帯刀下知をなし、入り乱れて戦いしが、八郎左衛門に切りたてられ皆城内に逃げ

入りたり。一角追っかけんとはやるを八郎左衛門とどめて、竹姫の御供し屋しきへこそ

はかへりけり。(『近松全集』15巻:277『けいせい仏の原』)	25

彦六は心安しと大太刀振って、大勢をまくりたて、蜘蛛手加久縄十文字、切立切立侍

どもがくび切り飛ばし、残りしやつばら追っ払い、心静かに立ち退きしは、あっぱれ武

士の鑑なり(16:112『けいせい壬生の大念仏』)

『けいせい仏の原』では、いぬい介太夫(敵対者)の正体の露見から乱闘に移る模様を上記のよう

に描く。ここで「八郎左衛門に切りたてられ皆城内に逃げ入りたり。」と書かれているように、

こうした乱闘においても「忠臣」の勝利が描かれる。また『けいせい壬生の大念仏』で、「彦六

は(中略)大勢にまくりたて、」と有るように常に多勢に無勢の戦いとして描かれ、また、同引用に

25	 以下『近松全集』からの引用の場合、巻号・ページ・作品名番号の順で記載し、前週に補足されているカギカッ
コや漢字を反映させた形で引用した。また、文字の脱落等がある場合も引用元である『近松全集』の表記に従
うこととする。
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おいて忠臣三宅彦六の活躍について「あっぱれ武士の鑑なり」とある通り、通常特定の「忠臣」

の活躍により乱闘に勝利する様が描かれる。

(4)主人公の係累の逃亡(御家の瓦解)

こうした乱闘をきっかけとして「忠臣」及び「正妻」はその場を去り、事実上御家が瓦解す

る。作品によっては「一家中は兵ごに一味したれば、一先国をひらきかさねて本望をとげんと、

皆打ちつれ立退き給ひける」(15:83『けいせい阿波のなると』)、「そちたちは手おひゐる。や

はりにげばにがせ。皆屋敷一味なれば、先ず此所は立ち退き給へと人々いさめ御供申立ち退きけ

る」(16:431『壬生秋の念仏』)と、家中が「敵対者」の「一味」になっているため、その場を去

るという表記が見られる作品もあり、乱闘に勝利したはずの「忠臣」及び「正妻」が御家を去る

のは家中に味方がいないことが前提となっているせいであろうと考えられる。

(5)「敵対者」の死(御家の復興)

こうした御家騒動は常に「敵対者」が討ち滅ぼされるか降伏することで終了する。『けいせい

仏の原』では、梅永帯刀(敵対者)が殺されることによって御家騒動は終了する。

文蔵八郎左衛門しのび入、介太夫と戦うを、今川かけ出様子を語れば、介太夫はと驚

き、「む□殿□し□いで悪事をした」と嘆く。かかるところへ帯刀来るを、介太夫たば

かり取って伏せ刺し殺し、「扨文蔵殿、某を切給え」といへば、「親の敵覚えたか」と

大刀のむね□て打真似し、「さあ、敵は討った」と[ ]

おうしうは、竹姫一かく、もろとも来り、皆々つきせぬ縁也と、介太夫へも礼儀を述

べ、二度おさまる梅永の家(15:289『けいせい仏の原』)

ここでは文蔵が娘今川の愛人であることが分かった介太夫の改心によって帯刀が討たれるが、

注19に示した通りこれは特殊な例である。時に「敵対者」の降伏等により劇が終わることがある

が、ほとんどの場合「敵対者」が殺害されることで終劇となる。

ここで見られる(1)策略(2)策略の露見(3)乱闘(4)主人公の係累の逃亡(御家の瓦解)(5)「敵対者」

の死(御家の復興)といった御家騒動に関する場面の連鎖は、単式御家騒動歌舞伎においては第一

幕において(1)と(2)が複数回繰り返された後、(3)と(4)が連続して現れ、その後第二幕の後半か第

三幕において、(5)「敵対者」が討ち滅ぼされることにより御家騒動が終結する。一方第二幕は従

来、趣向の幕とされてきた通り、興行の時期などに関連して廓場や怨霊事が挿入されたため、第

二幕における「敵対者」の登場が限定的である様子が前出図表⑤にも伺える。

一方、複式御家騒動歌舞伎においては、こうした御家騒動のプロットが異なる登場人物によっ

て二度繰り返され、上記(1)～(4)が第一幕と第二幕、それぞれの幕で異なる登場人物によって繰り

返された後、第二幕後半か第三幕において(5)敵対者が討ち滅ぼされることで大団円を迎える。た
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だ、図表⑤に上げた中では『御曹司初寅詣』『新小町栄花車』『吉祥天女安産玉』では(1)～(5)の

プロット全てが第一幕と第二幕の幕毎に完結していた。

ここで特に注目したいのは、「敵対者」が登場する場合、言い換えれば御家騒動が描かれる場

合、ここでの(1)～(5)の場面にはその場面間に明確な連鎖が見られる点である。これは後述するよ

うに、御家騒動がその趣旨となっていない場面においては他の場面とプロット上のつながりが希

薄であることと比べると大きな違いと言えるだろう。

武井は敵役の発生について「『続き狂言』の発生とともに、この時期、歌舞伎がドラマとして

深化をとげることを示す、重要な事項」(武井	1997:51)であるとしており、歌舞伎の戯曲として

の発展と敵役の生成が軌を一にしていることを示唆する。しかし、同時に正木が指摘するよう

に、こうした御家騒動の構造がいかなる過程を経て、歌舞伎制作の作法として自覚的に導入され

るようになったかという問題については、十分明らかにされていない(正木	1997:67)。ただ、こ

れまでの元禄歌舞伎研究の蓄積から考えると、おそらくは当時の歌舞伎が度重なる禁止の末、戯

曲として成立する必要に迫られたことにより、旧来寸劇的に演じられてきた傾城買い狂言が、御

家騒動のような場面間の連続性を必要とする戯曲構造の中に組み込まれることで禁令を免れた。

つまり、御家騒動的な構造が興行上都合よかったと考えるのが歌舞伎研究の発展史から考えて整

合性があると言えよう。

また、「敵対者」の加害行為が策略を旨とするものである点も興味深い。ここで例に挙げた

『けいせい仏の原』においてもそうであるが、多くの場合こうした(1)策略(2)策略の露見という

場面の連鎖が同一の歌舞伎作品の中で少なくとも二度以上繰り返される。さらに、そられは通常

「忠臣」の知略によって明るみに出る。こうした知性を使った闘争が、おそらく当時の観客に訴

求した側面があったのだろう。

2「敵対者」の登場しない場面
一方、「敵対者」の登場しない舞台では何が演じられるのか。それは、前述の通り、登場人物

間の恋愛が主体となっていると考えていいだろう。こうした場面は図表⑤にあるように単式御家

騒動歌舞伎における第二幕のみに見られるものではなく、単式/複式御家騒動歌舞伎といった形式

を問わず前出の(1)～(5)の御家騒動のプロットの進行を停止する形で細かく挿入されているのを見

ることができる。

また、登場人物の恋愛を描く場面の他にも、怨霊事や義理事等が興行時期やその種類に応じて

趣向として挿入されている様が図表⑤からは見て取れる。以下では登場人物の恋愛関係を描く場

面と、それ以外の場面に分けて具体例を引きながら検証していきたい。

(1)登場人物間の恋愛を描く場面

登場人物間の恋愛が描かれる場面で、主に登場するのは「主人公」である。それは、前出図表

③の人物相関図に見られるように、単式/複式御家騒動歌舞伎といった形式を問わず「主人公」に

は許嫁もしくは婚姻関係にある一人の「正妻」と恋愛関係にある一名以上の「愛人」が各作品に
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見られることからも伺える。

扨も佐藤忠信は義経の跡をしたい都なれや東山四条河原中島辺に徘徊し、四方を詠て

ゐたりける。しかる所へ梅津宰相の娘少納言は、腰元少々召しつれ給ひ、祇園参りの帰

るさに、吉弥が店に腰をかけ、忠信とかほを見合じつとしたる目の内に、互いに恋を含

ませて、様々戯れ給う所へ(16:19『御曹司初寅詣』)

名酒之介座敷へ入給ひ、君が代姫の美しいに心をうつし、主水を呼び「是にせふ、は

ま松を暫くの間借家を借りて出してをかふ程にさう言うてたもれ」と言えばながへの介

は腹を立て内に入れば(15:386『福寿海』)

上記の引用はいずれも各作品において「主人公」が初めて登場する場面であるが、いずれの

「主人公」も初めて会った女性に惚れ、積極的に接近を試みる様が描かれている。前者『御曹司

初寅詣』の引用では佐藤忠信(主人公)は「梅津宰相の娘少納言」(正妻)と、初対面にも関わらず

「様々戯れ給う」様子が描かれている。また、後者『福寿海』の引用は、名酒之介(主人公)がはま

松姫(正妻)との祝言を、まさに挙げようとする場面で許嫁として突如現れた君が代姫(愛人)の美し

さに心を奪われ、はま松姫に借家で住むように告げるよう主水(忠臣)に頼む場面である。

白方は「近松歌舞伎の意義」について「島原狂言以来の伝統」に基づいて「やつし事におい

て、文蔵・民弥に代表される色好みの英雄を作り上げたこと」(白方1996:176)としているが26、

こうした好色の「主人公」は上記の引用に見られるように女性に対して積極的であり、同時に女

性に非常にもてる。また、その感情の表出のされ方は「かほを見合じつとしたる目の内に、互い

に恋を含ませて、様々戯れ給う」(『御曹司初寅詣』)といった表現や、また、後者の例で一目ぼれ

をした相手の為に結婚相手にその場で借家住まいを命じるなど、相手に対する直接的な欲望を反

映させたものであることが多い。

ただ、こうした登場人物の好色を描く場面は「主人公」にまつわるものだけではなく、中には

その「忠臣」と他の女性の登場人物が睦み合う場面を見ることができる。

ここに井戸掘り仁介孫作は、お屋敷や来たり井戸を掘っている所へ、御台の妹おいは

出給ひ、仁介孫作をよび「をれはあの井戸のもとへ身を投げて死ぬる」「それはなぜ死

なせ給ふ」「されば恋があれ共かなはぬゆへ死ぬる」(中略)といふ所へ、うたの介来り、

「是は井のもと堀りなら、井のもとは掘らいでなぜきた。いそいであれへゆけ」畏まっ

て立のけば、おいはあとにて「ゑゝ、つれない。おまへゆへ私は死にまする」と様々く

26	 白方 (1996) の引用部にある「文蔵」は『けいせい仏の原』の主人公梅永文蔵で、「民弥」は『傾城壬生の大念仏』
の主人公高遠民弥を指す。
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どき給へば、「扨は其心底か。そんならかう」とささやき、打つれ奥へ入り給へば、

(15:14,15『仏母摩耶山開帳』)

屋敷の奥には歌や三味線にて酒宴。小はる見やり眺めゐる所へ、吉松姫、とみの丞

を追いかけ出濡れかゝり、「こゝへきて寝や」「はてわけもない。寝てどういたしま

す。」「あがみとおれとしつほり抱かれて寝る」「益体もない事おつしやります。人が

心中じゃと申しましょ」といへば(中略)、小はる「二人の中の恋を取り持たん」と言え

ば、吉松姫よろこび手をあはせ頼めば取り持ち、(16:238『吉祥天女安産玉』)

前者『仏母摩耶山開帳』の引用では、「正妻」の妹おいわがうたの介(忠臣)に惚れて、井戸掘り

の仁介と孫作に仲立ちを頼む場面で、途中うたの介本人が現れることでおいわは「ゑゝ、つれな

い。おまへゆへ私は死にまする」と掻き口説き、うたの介は「扨は其心底か。そんならかう」と

応じて、二人は内つれて奥へと去る。後者『吉祥天女安産玉』の引用では、酒宴の最中、「主人

公」の許嫁である吉松姫がその家臣とみの丞を追いかけて現れる。その表現は両者とも「おまへ

ゆへ私はしにまする」(『仏母摩耶山開帳』)	「あがみとおれとしつほり抱かれて寝る」(『吉祥天

女安産玉』)等、主人公の登場するときと同じように直接的で、その登場人物の好色が色濃く表れ

たものであったことが伺える。

注目したいのが上記の二つの例においては、女性の方が色事に積極的である点である。前者で

は「正妻」の妹が「主人公」の弟に、後者では「主人公」と許嫁関係にある姫が、嫌がる家臣を

追いかけて同衾を迫る。このように「主人公」以外の登場人物間の男女の恋愛が描かれる場面で

は、女性から男性に向けて接近が試みられることは、上記の例に限ったことではない。「敵対

者」の横恋慕を例外として、接近を試みるのは基本的に女性であり、これに対し男性の登場人物

は受け身か、時に上記『吉祥天女安産玉』におけるように逃げ回る事さえある。

また、こうした好色の発露は男女間に限ったことではなく、衆道にも見出すことが出来る。

「これ、たきの進。其方は聞こへぬ。誠にそちを大切に思へばこそ人めを忍び、そな

たの非番の時は隅櫓の高へいをこへて、桜の馬場の砂の上をはだしで通ひ、雨風にあ

ひ、有時は忍びがへしの大くぎで足を破り、さまざまの難儀をしたも、そなたを大切に

思へばこそ。それに又外の若衆と念比をする。あの不心中な念者め。」(15:132『姫蔵大

黒柱』)

これは主人公の弟(忠臣)が御家の家老布引たきの進(忠臣)に衆道の因縁から恨みを述べたその

台詞の引用である。「そちを大切に思へばこそ人目を忍び」、「さまざまの難儀をしたも、そな

たを大切に思へばこそ。」と繰り返し相手への慕情が述べられ、「それに又外の若衆と念比をす

る。あの不心中な念者め。」と嫉妬の情が率直に表出されていることがわかる。

こうした恋愛感情の表出のされ方は、あくまで舞台上で描かれる虚構でしか見ることのできな
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いものであったに違いない。特に女性から男性に向けられた、また、男性から男性に向けられた

恋愛感情は日常の世界では、殊更表に現れることが少なかったものだと考えられる。こうした虚

構の在り方、あらゆる形の好色が解放的に描かれる点については当時の観客が歌舞伎に何を期待

していたかを示すものであるように思われる。

(2)登場人物の恋愛感情を描かない場面

御家騒動と関連がなく、且つ恋愛が描かれていないその他の場合においても、人の感情の表出

される場面を多く見出すことができる。

図表⑤では「御家騒動に関連のある場面」と「人の色恋を描く場面」の他に、「幽霊などが登

場する場面」を個別に抽出したが、こうした怨霊や生霊等の登場はほとんど全ての作品で見られ

た。図表⑤は主として「敵対者」の登場と不在を中心に作成したものであるため、御家騒動に巻

き込まれて命を落としたものが「敵対者」に恨みを晴らすために登場するなどした場合、その場

面素には当然「敵対者」も同時に登場している為、こうした幽霊の登場が表に反映されることが

ない。だが実際は図表⑤に掲載した18作品中でそうした幽霊等が登場しない作品は3作品にとど

まり、そのうち2作品においても偽の幽霊が登場することから、ほぼ全ての作品に何らかの形で幽

霊かそれに類似したものが登場すると考えていい。

こうした超自然的存在が登場する理由は何か。例えば、『仏母摩耶山開帳』の第三幕において

は「敵対者」をとりころす龍が登場し、また、『新小町栄花車』では鴛鴦に化けて「主人公」に

味方するものが登場する。また、『水木辰之助』や『けいせい三の車』に見られるように、「敵

対者」に殺された恨みを晴らすために登場する幽霊もあった。ただ、そのほとんどが「主人公」

への嫉妬によって現れる「正妻」や「愛人」の生霊や死霊であった。一方、男性が生霊や怨霊等

の超自然的な存在となって登場する例は『一心二河白道』『新小町栄花車』『女郎来迎柱』に見

られるのみで上記のように動物が化ける例がいくつか見られる他は、概ね女性の幽霊が登場する

と考えてよいものと思われる。

『女郎来迎柱』では自分の元を訪れない高遠民弥(主人公)に対し、「正妻」のかつ姫が、「忠

臣」三宅彦六を民弥に見立てて恨み言を述べる。

「なふ民弥様、聞こえぬ。道しば故に云名付の私をおすてなされ、流浪の身とならせ

給ひ、私が所とも知らず、糟買いの姿で御入なされた。何とぞ留めませんと色々と申

す。夫婦と云しるしに一度あふて下されと申したれば、其言葉か有と有て、私が部屋へ

一度ならでは御入りなされぬ。それはあまり胴欲じゃ。面へこそあらはさね内心は蛇に

成てゐまするはいの」とにらみ給ふ目つきすさまじく、彦六気味悪く太刀に手をかけゐ

る所に、たちまち頭に角出れば、るり姫女房は「なふ、こわや」と奥へ逃入る。(16:156

『女郎来迎柱』)

この作品は『けいせい壬生大念仏』の大当たりを受けて、書かれたとされる後日狂言であるた
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め、前作と登場人物がほとんど同じである。前作では「主人公」民弥は「糟買いの姿」に身をや

つしてかつ姫の元に訪れ親しんだ。だが、前作と引き続き「愛人」である道しばに親しみ、自分

の元に訪れない民弥への「面へこそあらはさね内心は蛇に成てゐまするはいの」という嫉妬が

「たちまち頭に角出れば」とるり姫を人外の姿に変身させる。

このように、生きながらにしてその姿を変えるものもあれば、死んだ後にその嫉妬のために姿

を現すものもある。

浄瑠璃御前の幽霊あらはれ、執念顔にて睨まへ給へば、静申すは「扨はこなたは浄瑠

璃御前殿か。朝夕法華経かき手向けますに、卑怯にござるぞや」「あらうらめしな。其

方故義経様には見捨てられ、今奥州へ下り添ふとな。いかで放ちやるべき。」と追っか

け給ふを伊勢の三郎もろ共、法華経を読みゐる所へ(16:18『御曹司初寅詣』)

	ここでは、劇開始時点ですでに病の為に死んでいた浄瑠璃御前(愛人)が、伊勢の三郎(忠臣)と共

に奥州に落ち延びた義経を追いかけようとする静御前(正妻)の前に現れ、恨みを述べる場面であ

る。やはり、ここでの登場の理由も「其方故義経様には見捨てられ」とあるように、静御前への

浄瑠璃御前の嫉妬の念であることが伺える。

白方がこうした蛇身への変身や怨霊の出現について、「女性の情念が解放される方法」として

いる通り(白方1996:176)、女性が何らかの超自然的な存在となって現れる場合は、「主人公」に

対する嫉妬や強い恋慕の情によるものが基本である言っていいだろう。

こうした怨霊事以外の場面においても、同様に登場人物の情念が発露される場面は多く見ら

れる。図表⑤ではその脚注に示した通り、「敵対者」が登場せず、怨霊事でも登場人物間の色恋

を描くものでもない場面については「その他」とし、その場面素の連続に明確なテーマがある場

合についてはカッコつきでそれを示した。こうした場面について詳細を示すと、

・廓との公事に負けた「主人公」が「愛人」と引き裂かれる場面(『仏母摩耶山開帳』)

・目が見えなくなり継母から捨てられた少女が実の母(愛人)と再会する場面(『御曹司初寅詣』)

・盗人の濡れ衣を受けた「忠臣」が、大勢に取り巻かれて散々殴られた後に疑いが晴れたにも関

わらず、「主人公」が廓の代金が支払えず揚屋に押し込められている為にわずかの金を受け

取って悔し涙を流しながらその場を立ち去る場面(『けいせい富士見る里』)

・「主人公」がその馴染みの遊女を身請けするための金を用意するために、「忠臣」が廓の禿を

殺して金を手に入れるがのちにその禿が自分の娘であることが発覚する場面(『けいせい壬生の

大念仏』)

・「主人公」の「正妻」が、国が乱れているにも関わらず廓に入り浸る「主人公」を国本に帰す

ため、自分自身を廓に売った金で馴染みの遊女を請け出すことを、その遊女に告げる場面(『傾

城金龍橋』)

「その他」に分類したものの中には可笑味を狙った寸劇や、珍しいものでは『からさき八景屏

風』における劇中劇が含まれる。ただ、ある程度の場面素のまとまりを持つものでは、上記のよ
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うに別れや再会を描いた愁嘆の場面や、主従や夫婦といった人間関係のために登場人物が葛藤す

る場面が多く見受けられ、主として別れや人間関係にまつわる苦悩が描かれていることが分か

る。

ある種の情念が発露されている点においては、こうした怨霊事も、人の好色が描かれる場面と

同様であると言えよう。

Ⅵ まとめとして

ここでは近松門左衛門を作者とする絵入狂言本を対象として、プロットと登場人物の関係性を

手掛かりに、元禄歌舞伎の物語における構造について考察した。まず、類型的な登場人物につい

て整理した上で、単式御家騒動歌舞伎と複式御家騒動歌舞伎という二種類の形態を指摘した。そ

の上で、人物類型の一つである「敵対者」を取り上げ、その登場する場面と不在の場面の差異

について検証した。本稿では「敵対者」の物語中の行為が、「主人公」とその係累に対する加害

行為であり、そうした加害行為が主として御家の横領を目的としたものであることから、「敵対

者」の登場を以て、御家騒動と関連のある場面とし、その不在の場面を御家騒動と関連のない場

面であるとして個別に検証した。

ここで再度注目したいのはこうした二つの場面の差異である。御家騒動に関係する場面では、

直接的な武力衝突だけではなく、策略を仕掛ける「敵対者」とそれを見破る「忠臣」の知性を

使った攻防に、多くの場面が割かれていた。一方、「敵対者」の登場が見られない、御家騒動と

関連の薄い場面においては、登場人物間の恋愛が主体となっており、その他では怨霊事や人物の

義理詰めなど、何れも好色や嫉妬、主従関係や婚姻関係にまつわる葛藤といった人の情念が発露

される様を見ることができた。前者が幕を超えて場面間に明確な連続性を見ることができるのに

対し、後者は場面ごとの独立性が強く、前者の場面の連鎖を停止する形で挿入されており、こう

した二つの場面については興行の時期やその種類、及び単式/複式御家騒動歌舞伎の区別に限らず

見出すことができた。

例えば、シェイクスピアの祝祭喜劇における宮廷―森―宮廷という基本構造は、西欧文学の伝

統の一つである「牧歌(pastral)」との影響関係の元、「宮廷」と「森」という場面の差異そのも

のについて様々な解釈がなされてきた27。作品中に見られる場面のコントラストは、近松の世話

狂言においても見ることができる。二の替狂言が御家騒動→廓場→御家騒動という大きく分けて

三つの構成を持つのに対し、心中物は道行を橋渡しとして「日常の世界」と「心中者二人だけの

27	 マリエリ (1973) は、牧歌の中心的な思想として「複雑さを逃れて単純さを求める探究」であるとして、「宮廷」
から「田園」へと逃れる逃避そのものに、観客と登場人物とが共有する問題点を指摘する。同様に、西原はこ
うした牧歌における二項対立について、「自然の風景や羊飼いの生活が描かれる森の場面は、権謀術数のうごめ
く宮廷の場面とは対極をなしていることから、宮廷社会または都会生活にたいする批判的視点を潜在させてい
る。」( 西原 2008：152) と述べる。
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図表⑥『けいせい仏の原』構造表
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世界」という、大きく分けて二つの場面しか持たない。坪内は『心中天の網島』を「義理と情と

の衝突より起る悲劇」(坪内・綱島1900:177)とし、こうした近松の世話物を義理と人情の葛藤と

いう形で分析した。これに対し田口は世話物だけではなく歌舞伎作品全体に「恥と情」という二

つの価値観が基調となっていることを指摘する(田口2011:13)。

今回分析した歌舞伎作品において見ることが出来る二つの場面の対照を、例えば「知性」と

「情念」、「複雑」と「単純」のような言葉で記述することや、こうした構造の在り方を芸能の

発展史の中で説明することが本稿の目的ではない。ただ、元禄期までの物語や芸能の蓄積の中か

ら、おそらくは観客の嗜好を反映する形で、この二つの異なった趣旨を持つ場面が選択されたそ

の事実を、本稿は提示するのみである。本稿が議論の俎上に置きたいのは、この二つの場面が並

列的に並べられることによって観客の側に発生する意味である。この二つの場面のコントラスト

そのものに、これまで看過されてきた、元禄歌舞伎の物語の意味があったのではないだろうか。

つまり、片方が人の情念を見せる時、もう一方が御家騒動でなければならない構造的な理由が

あったのではないだろうか。

さらなる論の深化を後日に期したい。
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Abstract

	 In	 this	paper,	 I	consider	how	the	principle	of	organizing	 traditional	 female	

groups	changed	during	Japan’s	 turning	point	period	of	rapid	economic	growth.		

From	1955	to	1973	the	Japanese	economy	maintained	a	high	growth	rate	which	

annually	exceeded	10%.		Moreover,	by	the	end	of	this	period	Japan’s	GNP	ranked	

second	in	the	world,	while	primary	industry	stagnated	during	the	same	period.	For	

this	reason	village	populations	decreased	through	flows	out	to	urban	centers.	 	 In	

recent	years,	 there	has	been	 increased	concern	within	 the	discipline	of	 folklore	

studies	 in	 regard	 to	 the	 influence	of	high	economic	growth	on	village	society.	

Previous	research	(Cf.	National	History	Museum,	2010)	has	examined	the	change	of	

villages	from	the	perspective	of	political	policy	and	economy	in	relation	to	national	

or	 local	 levels	of	government.	However,	 in	what	follows	I	focus	on	the	process	in	

which	women	performed	inter-social	choices,	taking	particular	social	relations	and	

leaving	others,	whose	decisions	were	 influenced	by,	 for	example,	enrollment	or	

employment	during	the	period	of	rapid	economic	growth.

	 Every	village	on	the	Oshika	Peninsula	of	Miyagi	Prefecture	that	is	discussed	in	

this	paper	has	a	social	structure	called	nenrei	kaitee 	or	an	age	grade	system.	There	

was	men’s	group	called	Keyaku-ko 	and	women’s	group	called	Jo-kochu 	 in	every	
village	in	the	Oshika	region,	and	only	a	family	successor	and	his	wife	were	able	to	

join.	That	is	to	say,	there	were	clearly	wives	who	“can	join”	and	wives	who	“cannot	

join”	 the	village	Jo-kochu .	This	was	a	 long	standing	 tradition,	but,	as	 I	herein	

discuss,	the	attitude	of	the	wives	towards	the	exclusiveness	of	the	Jo-kochu	begins	
to	change	from	the	1960s	on.	Family	circumstances	were	the	main	precedent	to	the	

「入れない嫁」から「入らない嫁」へ
―高度経済成長期の牡鹿半島における女性集団の変化―
The	Process	of	Change	from	wives	who	"cannot	join"	to	wives	who	

"do	not	join"	Jo-kochu	groups:	A	case	study	of	Oshika	Peninsula	villages	
during	times	of	high	economic	growth

戸邉 優美
TOBE	Yumi
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social	order	of	country-side	fishing	town	villages	such	as	Oharahama,	because	the	

villagers`	occupations	were	various.	Moreover,	 in	order	for	any	women	to	join	the	

group	a	mother-in-law`s	permission	was	required.	Therefore,	Oharahama	villagers	

came	to	emphasised	the	home	and	individual	more	than	the	village	system.	It	 is,	

so-to-speak,	the	awakening	of	individualism.	When	the	number	of	married	women	

working	outside	of	 the	home	increased	from	around	1960,	they	often	chose	not	

to	 join	the	group.	These	working	wives	often	chose	“does	not	to	 join	Jo-kochu	“.	
Nevertheless,	more	 “typical”	 fishing	villages	 such	as	Kybunhama	and	Kobuchi	

maintained	traditional	rule	 for	 the	group.	However,	 from	around	1965,	 fishery	

management	began	to	diversify;	for	example,	one	might	run	a	guesthouse	as	a	side	

business,	or	change	to	aquaculture	as	a	means	of	 income,	etcetera.	The	work	of	

unpaid	wives	was	qualitatively	altered	by	these	shifts.	This	generation	of	women	

began	to	have	the	premarital	experience	of	going	to	school	or	working	 in	urban	

areas	for	a	daily	wage	while	wives	born	before	the	Second	World	War	generally	

did	not	have	such	experiences.	Thus,	wives	born	after	the	second	World	War	found	

meaning	 in	going	 to	work	and	meeting	 friends	outside	 the	 traditional	confines	

of	the	Jo-kochu	system.	For	many	of	them,	village	society	relationships	could	be	

accompanied	by	some	tense	relations.	 It	made	them	think	that	 they	 liked	to	do	

something	good	for	village	at	their	gatherings.

	 Both	of	the	change	from	wives	who	“cannot	join”	to	wives	who	“do	not	join”	and	

the	process	whereby	voluntary	activity	within	the	village	system	transformed	from	

Jo-kochu	are	that	into	the	group	of	a	voluntary	activity	of	the	village	system	from	

a	group	are	the	change	of	wives’	motivation	to	 living	in	a	village.	These	changes	

are	based	on	based	on	various	factors	such	as	demographic	shift	and	change	of	

personal	experience	of	women.

Ⅰ，時代・村・女性

１，高度経済成長期の村落社会―女性の暮らしと生活革命―
フィールドで年配の女性に出会うと、嫁ぎ先での暮らしの大変さについてお話を伺うことがし

ばしばある。朝は忙しいので洗濯は夜のうちに洗い干しておいたとか、薪の数が少なく人に分け

てもらったとか、電化される以前の家事の苦労話が多い。このような経験を持つ話者は1945（昭

和20）年頃までに生まれた人びとが多く、一方で、戦後に生まれ、昭和50年代に嫁いだ女性が家

事は重労働だったと語ることは稀である。白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫の普及―1950年代後半

の「三種の神器」登場、ライフラインの整備等のいわゆる生活革命は、都市だけではなく地方の

人々の生活を大きく変えていった。家事を担う女性にとっては、洗濯機の登場や水道・ガスの整
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備によって労働量が大きく軽減されることとなった。したがって、世代によって嫁の家事労働に

対する考え方や経験値にも当然違いが出てくる。

世代間の価値観の違いは、技術決定論的な範囲にとどまらない。新制教育下で女子の進学率が

向上し、結婚するまで家の外に働きに出るライフコースが一般化していった。娘時代と嫁入の間

に社会経験が挟み込まれることは、実家と婚家以外の社会における経験と知識を女性に得させる

こととなった。昭和初期生まれの農家の女性が筆者に「私らは若いときシュウト（姑）さ仕え

て、今は嫁さ小さくなってる」と語ったことがある。彼女と嫁の間にあるギャップは、こうした

あらゆる経験の違いをひっくるめて表れたものといえるのだろう。

高度経済成長期を挟んだ世代間の違いは、個々人の問題だけではなく、人と人の結びつきやつ

きあいにも及んだ。関沢まゆみは、歴博フォーラム「高度経済成長と生活革命」（国立歴史博

物館	2010）の討論において、“専業主婦の大衆化”を指摘している（国立歴史博物館	2010:146-

148）。それは、電化製品を購入したことで、時間的・経済的に余裕の出た「新しい主婦たち」

の生活に、「遊び」「趣味」の部分が膨らみ、それが個人や友人たちとの交際の中で日常化し

た、というものである。関沢の発言の趣旨は、女性の時間の使い方の変化についてだが、女性が

「家」「村落」におけるつきあいと「友人たち」との交際を区別し、後者を楽しむようになった

ことにも触れている。嫁・主婦の肩書で参加するフォーマルな関係と、個人として付き合うイン

フォーマルな関係と言い換えることもできよう。しかし、女性のつきあいや集団を単純にフォー

マル・インフォーマルで二分化してしまうことは難しい。例えば、漁師町である千葉県南房総市

和田町和田では、長期留守がちな夫に代わって、女性が寄合に参加する。女性はあくまで代理で

あり、直接役員になったり投票をしたりはしない。ただし、女性同士の雑談で大体の候補者を決

め、それを夫に伝えると、夫はその通りに投票する。女性の方がつきあいの状況などをよく理

解しているからである（和田	2008:243-245）。このように、インフォーマルな結びつきの中で

フォーマルな事項を演出することもある。本稿では、フォーマル性とインフォーマル性が混ざり

合う女性の結びつきや集団を、昭和20～40年の時代の経過とともに追うことで、急激な価値観の

変化による実態の変容を明らかにしたい。

民俗学的視点からの高度経済成長期の村落に関するまとめは、国立歴史民俗博物館『高度経済

成長と生活革命』（2010）や田中宣一（編著）『暮らしの革命	戦後農村の生活改善事業と新生

活運動』（2011）があり、女性の変化については、生活様式の変化や生活改善運動における意識

の高まりについて明らかにされている。また靏理恵子も、昭和20年代から現代までの農村経済を

背景に、農家女性が「テマ」から「労働の主体」となり、農村に新たな社会集団を生み出してい

くエンパワーメント性について述べている（靏	2007）。これらは、国や地方の政策・経済との

関わりあいから村落の変貌を明らかにしている。他方本稿では、同じ時代の変革期において、既

存の社会関係の取捨選択が行われていく過程をに注目する。本稿で取り上げる宮城県牡鹿半島の

諸集落は、同族集団や擬制的親子など上下関係の生じる結びつきのほか、契約講をはじめとする

年齢集団秩序、フラットな関係性が重なり合っていた。女性の年齢集団である女講中が、女性た

ちの置かれた状況や意識によって、その位置付けを変容させていく過程を中心に、牡鹿半島女性
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の結びつき・集団について考察する。

２，漁村の村落構造の変容―牡鹿半島村落の昭和20～40年代―
宮城県牡鹿半島は、世界三大漁場に数えられる三陸沖に面した三陸海岸の最南端に位置する	

(図：牡鹿半島)。藩政期には仙台藩を支える重要な漁業地帯であった。近世から近代にかけて、回

遊魚の多い半島西岸の表浜では定置網（大謀網）が発達する一方で、典型的なリアス式海岸であ

る太平洋側の裏浜では釣漁や採貝藻がおこなれた。また、南端の鮎川浜は大正初期～昭和後期に

かけて捕鯨根拠地として栄えており、表浜・裏浜・鮎川浜という地域性は藩政期から現在まで行

政区画として分けられたことはないものの、町村合併の繰り返された牡鹿半島において一貫して

いると考えられる。

図：牡鹿半島

本稿では特に、大原浜・給分浜・小淵という表浜の3つのムラをとりあげる。1955（昭和30）

年に鮎川町と大原村が合併、牡鹿町が誕生した。大原浜・給分浜・小淵は旧大原村に含まれる。

本稿では集落と行政村が混在するので、以降、大原浜等の集落はムラと表現し、行政村は村名で

表記する。なお、牡鹿町は2005（平成17）年に石巻市に合併され、現在は女川町を除いた牡鹿半
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島全域が石巻市である。

この3集落は隣接しており、小学校区も同じである。ただし、昭和30年頃の職業別戸数をみる

と、小淵住民のほとんどが漁業関係者であるのに対し、大原浜は「その他」（勤め人など）や製

造工業・商業の比重が大きく、在町的性格のムラであるといえる（表：職業別戸数）。小淵の本

郷である給分浜は戸数比が小さいため、ムラとしては大原浜・小淵より産業規模が小さい。これ

らのムラでは近世より大謀網を所有してきた。大謀網は村網であり、ムラ人は網漁に直接参加し

なくても、網株を有していれば配当を得ることができた。1949（昭和24）年の表浜漁業協同組合

発足に伴い、定置網は漁協に移譲されたが、共有林などムラの入会地利用についても株の所有が

不可欠だった。株を持つのは旧戸・旧家と呼ばれる家であり、分家や別家、転入によって新たに

生まれた新戸1)は譲渡や購入によって株を得た。

表：1954（昭和29）年の旧大原浜の職業別戸数（宮城県水産試験場	1958：221-222）

また、3集落に限らず牡鹿半島の初集落では、マキ・シンルイなどの同族関係、エボシオヤ・ナ

1	 家を継がない実子の独立を分家（ブンケ）、養子や奉公人の独立を別家（ベッカ）と呼ぶ。牡鹿半島では超世代
的本分家意識が低く、分家というときは三世代以内の親戚を指していることが多い。大原浜では、明治期に分
家して発生した家も、初代か、少なくとも次の世代までに契約講に加入しており、非成員差別は比較的早く解
消されていたといえる。なお、竹田旦は牡鹿半島のシンルイやマケなどの結合は本家分家関係を根幹とした同
族結合と述べており、超世代的本分家関係が強固であるとしている（竹田 :1969）。

農業 林業 漁業 製造工業 商業 その他 合計

裏

浜

大谷川 10 3 13 3 2 31

鮫浦 1 23 2 3 1 30

前網 25 3 1 29

寄磯 72 7 1 9 89

谷川 18 18 27 7 5 16 91

泊 5 54 6 6 71

新山 30 3 1 3 37

表

浜

小網倉 4 7 36 3 5 6 61

小淵 6 2 105 8 3 20 144

給分 3 1 35 5 8 10 62

大原 16 9 22 14 15 53 129
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モライオヤなどの擬制的親子関係、契約講など年齢集団等の社会関係が重なり合って成立してい

る。ムラによって分布や濃淡、組織性に違いはあるものの、家や個人が強く結びつくことで、ム

ラの生活を確かなものにしてきたといえる。同族関係や擬制的親子関係は、ムラの階層性とも強

く関連している。例えば、新戸がシンルイとなる家を探す場合、網元など富裕且つ権威のある家

にタノマレシンルイになってもらう。シンルイは基本的に対等な結びつきだが、複数のシンルイ

を持つ場合、イチシンルイ、ニシンルイというようにシンルイに序列が生じる。擬制的親子関係

であるエボシオヤ、ナモライオヤの場合は、個人の資質もからむが、やはり富裕な家にオヤを頼

むことが多い。このように経済活動と社会関係、家連合の序列が重層する中で、性と年齢の秩序

に基づく契約講は最もフラットな社会関係といえる。

契約講は、宮城県・山形県など東北地方を中心に分布する互助協同組織であり、牡鹿半島の場

合は一般的な戸主会形式に加え、年齢による加入区分がある。家の後継ぎとなるカトクの男性

は、18歳で実業団（契約講）に加入し、42歳で脱退した2)。給分浜などでは実業団の上位にも庚

申講などの年齢集団があるが、実業団がムラの中心組織として寄合の機能を持っていた。

このような年齢階梯集団は女性の側にもあり、女性は結婚してから38歳まで女講中に加入し

た。牡鹿半島の女講中は、地蔵講と山神講3)の信仰集団であり、縁日に講を催すほか、若い講員を

中心に旧小牛田町（現美里町）の山神社に参詣してきた。講や集団での参詣は、嫁たちにとって

精神的な支えであるだけでなく、楽しみの一つでもあった。こうした信仰的講集団という性格の

ほかに、ムラによって様々な役割や機能を持っていた。例えば、産婆がいた大原浜では、女講中

と産婆の関係が強く、「御年始」として礼金を渡す慣習があった。小淵では昭和初期頃まで、祝

い事のある家で踊りや唄を披露するオメツキがおこなれていた。このオメツキは、三陸沿岸部の

漁村で不漁時に縁起を担ぐタル入れという宴会の形態の一つと思われる。このようなムラ固有の

役割のほか、牡鹿半島一円で共通していた機能として、婚礼衣装やお膳の貸出や、嫁入道具の運

搬がある。お膳の貸出は、他の三陸沿岸部漁村や宮城県内の内陸農村では、契約講の役割になっ

ているところが多く、牡鹿半島女講中の地域的特徴であるといえる。

このように、女講中は信仰や娯楽のための集まりとしてだけではなく、機能的役割を持ってい

た。ただし、最初から様々な機能や制度を備えた組織として始まったわけではないようである。

講集団としての始まりは、大原浜の山神塔に「大原濱/享和三年/二月吉日/女連中」あることか

2	 多くのムラが、昭和 20 年代に 18 歳（あるいは高校卒業後）～ 42 歳を年齢区分として規約に明文化しているが、
18 ～ 45 歳という年齢区分を採用しているムラ（小淵浜）もあり、必ずしも一様ではない。また、少子高齢化
と過疎化が進むムラでは、脱退年齢を延長しているため、組織の平均年齢が高くなっている。

3	 本稿では、牡鹿半島における年齢集団のうち、結婚した女性が最初に入る集団を女講中と呼ぶ。女講中とは、
表浜の大原浜、給分浜などで記録として表れる呼称であり、これらのムラでは「女講中」とも言うが、口頭で
は「ジゾッコウ（地蔵講）」と呼ばれることが多い。しかし、この講集団は地蔵講だけではなく山神講としても
機能しており、組織体として見る本稿においては、混乱を避けるため女講中で統一する。なお、鮎川浜北では、
地蔵講も山神講も組まれず「定義講」が存在し（牡鹿町誌	1988:247）、谷川浜・大谷川浜では山神講が組まれ
ず「ズゾコウ（地蔵講）」だけであるが、いずれも年齢による加入上限がある。
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ら、藩政期末にはすでにムラごとに嫁集団が組まれていたと思われる。また、大原浜女講中所有

の食器具のうち、最も古い飯椀・吸物椀の外箱には「大正拾壱年/旧正月十二日/地蔵講中」とあ

ることから、膳腕貸出等の役割は大正期に始められたと見られる。ムラの女性の紐帯として、ま

た村落集団として機能してきた女講中は、昭和40年代後半より衰退し始め、平成10年代前半まで

に、牡鹿半島のほとんどのムラで解散した。戦後、高度経済成長期の時代において、牡鹿半島村

落の女性集団はどのような結びつきの形を選択していったのか。昭和20～40年代の大原浜・給分

浜・小淵における女性集団と個々の女性のライフコースの変容から、嫁たちのムラとの関わり方

を明らかにする。

Ⅱ，嫁のライフコースの多様化―女講中への加入を基準として―

１，制度としての「入れない嫁」―女講中の組織原則―
牡鹿半島の年齢集団は、男女それぞれ契約講と女講中を始まりとして、年齢ごとに上位組織

（女性であれば女講中→観音講→念仏講など）に移っていく。上位組織になるほど加入は任意性

が強くなる。ただし、最初に加入する契約講と女講中は、次の条件を満たすと加入することが義

務付けられていた。その条件とは、1つは年齢、もう１つはカトク（家督）及びその妻であること

である。

分家や別家などの新戸はカトクとは見なされない。契約講では「二三男も独立して世帯を持っ

たばあいは講員の了解をえて加入金をだせば加入できる」（給分浜）（平山	1969:98）などの取

決めがなされ、特別に加入が許された。契約講への加入は村落成員資格を得るのと同義であり、

漁業や共有林の管理、寄合、道普請などを行うムラの中心組織だった4)。女講中も、カトク以外に

嫁いだ者は基本的に加入できなかった。つまり、ムラには契約講や女講中に「入れる」者と「入

れない」者が混在していたといえる。ただし、男女の年齢集団は独立しており、夫婦揃いとして

扱われたわけではなかった。例えば、新戸の世帯で夫が契約講に入る許可を得られなくても、女

講中が許せば妻は仲間入りすることができた。このため、ムラの女性社会において女講中は最も

中心的な位置づけであり、独自の裁量権を持ち、制度や機能はムラによって異なっていた。嫁は

女講中で嫁ぎ先のムラでの暮らし方を学び、ムラの女性社会をリードする存在となるべく教育さ

れていたといえる。

小淵では、1955（昭和30）年頃まで、カトクの妻に女講中への加入を義務付け、一方で、新

戸の妻には加入の制限をおこなっていた。藩政期の小淵は、江戸廻米船をはじめとする廻船の寄

港地であり、明治期の大謀網漁では気仙地方から大網子を雇い入れていたため、外部からの人の

出入りが激しかった。もともと小淵は給分浜の端郷だったが事実上独立しており、昭和に入って

からは特に人口の増加が著しく、1935（昭和10）年：91戸628人、1950（昭和25）年：140戸

4	 漁業組合や林野組合、区会など行政の末端機関として各機能が独立していったことにより、現在は祭祀組織と
しての役割のみをとどめている
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960人、1965（昭和40）年：177戸1035人と、平成に入るまで戸数は漸次増加してきた5)。女講

中の加入に明確な区別をつけ、昭和中頃まで維持していたのは、こうした歴史的背景も関連して

いると思われる。

ちよ子さん（仮名）は、女講中に「入れなかった」1人である。ちよ子さんは1936（昭和11）

年に小淵の漁師の家に生まれ、20歳のとき結婚した。夫は小淵漁師の二男で、家は長男である兄

が継いだため、小淵に居を構えたちよ子さん夫婦は、分家という位置付けになった。ちよ子さん

に女講中への誘いがくることはなく、ちよ子さんは小淵の村落集団に入ることがないまま現在に

至っている。

他方、ちよ子さんの幼なじみ・花代さん（仮名、1940（昭和15）年生）は、すぐに女講中に仲

間入りしている。花代さんもちよ子さんと同じく小淵の漁師の家に嫁いだが、夫は長男でカトク

だったためである。花代さんは女講中でトメチョウ（当前長：小淵における女講中の代表）を務

め、脱退後も観音講や婦人会など上位の女性集団に加入した。

ちよ子さんと花代さんは、嫁入後、ムラにおいて異なる暮らし方を送ることとなったが、両者

の交際が「入れた」者と「入れなかった」者とに変化したわけではなかった。ムラにおける嫁

たちのつきあいは、女講中の仲間にだけ生じたわけではないからである。2人が嫁いだ昭和30年

代、小淵には水道やガスが整備されておらず、水汲みや枯れ枝集めは嫁の仕事だった。特に、水

揚げされたシラスを釜茹でにするため、燃料となる枯れ枝を大量に貯えておく必要があり、漁家

の嫁たちは女講中の加入に関係なく、同じ年頃の者たちで連れ立って山へ入った。許されている

共有地に適当な枯れ枝がないときは、嫁たちはこっそりと立ち入り禁止の山に入ることもあり、

このような秘密も、女講中ではなく同世代の私的な仲間たちの間で共有されていた。ちよ子さん

と花代さんの場合、結婚前から親しい仲だったこともあるが、女講中だけが嫁たちの交際の全て

ではなかったといえる。

ムラの嫁たちを2つに分ける秩序について、嫁たちはただ規則として従っていたのではなく、

カトク・新戸それぞれの嫁のある条件の違いによって納得していた。その条件とは、姑との同居

である。昭和30年代の牡鹿半島の嫁の仕事は、陸仕事・田畑の管理・家事、そして育児だった。

小淵では加工までが女性の仕事であり、水揚げされたエビやシラスは、天秤棒で各家に持ち帰

り、釜で茹であげたのちに天日で乾燥させ、石巻の水産業者に引き渡した。田畑の管理には男性

は関与せず、農繁期の人手の確保まで嫁が仕切った。一方で、女講中は地蔵講や山神講としての

集まりのほか、婚礼道具の貸出など様々な役割があり、なかなか多忙だった。ムラによって異な

るが、講行事も年6～12回程度あり、そのたびに食事の支度も休まなくてはいけない。したがっ

て、女講中講員の嫁には姑の協力と理解が欠かせなかったのである。花代さんの場合、講のある

日は姑が仕事を代わってくれ、宿が回ってきたときは、料理を作るのも手伝ってくれたという。

5	 『牡鹿町誌』上巻によるが、人口の原資料は 1935 年のみ「斉藤報恩館時報」126 号、1950 年以降は国勢調査
とある（牡鹿町誌	1988:493）。また、産業別就業人口の原資料は 1935 年は昭和 27 年度「大原村村勢要覧」、
1940 年以降は「町役場文書」とある（牡鹿町誌	1988:494）。
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夫婦2人の世帯ではこうした助力が得られないため、たとえ規則がなかったとしても、現実的に加

入することが難しかった可能性がある。

給分浜のフミ子さん（仮名、1950（昭和25）年生）も、女講中に入ることができなかった6)。

フミ子さんは仙台の高校を卒業し、石巻に就職したが、20歳の時給分浜の実家に帰り、同年裏浜

出身の男性と結婚して、給分浜に居を構えた。したがって、フミ子さんも女講中加入資格のある

“カトクの嫁”ではなかったことになる。ただし、フミ子さんが結婚した昭和40年代の給分浜女講

中は、規則的にはすでに嫁は誰でも入ることができるようになっており、1952（昭和27）年に

給分浜の男性（次男／カトクではない）と結婚した女性は女講中に入っている。フミ子さん自身

も、子供の手が離れた頃に女講中に入ろうとしているが、「子供のための集まり」と感じて諦め

ている。自分には子供の面倒を見てくれる人がいない、だから結婚してすぐに女講中に入ること

はできなかった、とフミ子さんは説明する。更に、女講中への加入は、姑とともにトガシラ（当

頭：給分浜における女講中の代表）仲間入りのお願いをし、姑に付き添われて最初の講に参加す

る。カトクの妻という加入資格は、嫁が女講中で活動するにあたり不可欠な姑の存在と一体的

だったといえる。

昭和30～40年代の小淵・給分浜の嫁には、女講中の講員だけではなく、ちよ子さんとフミ子さ

んのように制度的・状況的に「入れない嫁」が少数派ながらいた。女講中の講員は、花代さんの

ようにトメチョウなどを経て、ムラの女性のリーダー的な存在として経験を積んでいくが、女講

中に入れない嫁は、社会関係や権利が阻害されるわけではないものの、こうした機会が少なくな

る。フミ子さんは、後に婦人会長である叔母の誘いを受け、婦人会に加入するが、このようなム

ラの一員としての活動は育児が一段落するのを待たねばならなかった。

２，「入れない嫁」の過渡期―制度から姑個人の判断へ―
先項の「入れない嫁」は、女講中の制度上生じる「入れない嫁」だった。そして更に、女講中

で活動していくためには姑の存在が重要だった。給分浜・小淵の女性は、ムラの女たちの決まり

事として女講中の制度に従ってきたといえる。他方、大原浜では、女講中加入をめぐって、姑の

判断により重きが置かれていた。

大原浜は旧大原村の中心地で、表浜地域の在町である。藩政期には伊達家の御仮屋や御制札場

が置かれ、大原馬の産地として駒市が開かれてきた。1889（明治21）年に大原村が発足すると村

役場や小学校等が置かれた。近世には大謀網漁で栄え、階層化が進んだが、明治以降は小売店や

問屋、勤め人が増えた。このため、牡鹿半島や周辺の漁師と縁組をする小淵などの漁村に比べ、

大原浜は婚姻圏が広く、農家などから嫁を迎える傾向があった。

逸子さん（仮名）も、1933（昭和8）年に河南町（現石巻市）の農家に生まれ、1956（昭和

31）年に大原浜有数の網元の家に嫁いできた。義父は既に鬼籍に入っており、勤め人の夫が戸

6	 2008 年 2 月、狩野春江氏の聞き取り調査による。
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主となっていた。したがって逸子さんは“カトクの妻”として女講中に入ることのできる立場だっ

たが、姑は女講中や婦人会などの集まりを嫌がった。嫁である逸子さんに対して、家の中で、家

事、田畑仕事、子育てに専念することを望んだためである。1931～1965（昭和6～40）年につ

けられた大原浜女講中の会計簿には、逸子さんの姑の名前が散見され、女講中の活動への関与が

窺えるが、逸子さん本人の名前は出てこない。このことは、逸子さんが女講中として活動しな

かっただけではなく、道具の貸出など女講中の事業についても、逸子さんが利用しなかったこと

がわかる。

同じく大原浜の智恵子さん（仮名、1933（昭和8）年生、仙台出身）7)も、姑に止められて女講

中へ加入しなかった。夫は竹細工職人で、住み込みの弟子を含めると、嫁いだ時は11人家族の大

所帯だった。夏には20人近くまで増える年もあり、姑は智恵子さんに女講中より大家族の切盛り

を優先することを求めた。智恵子さんは姑の意向に従い、女講中には入らなかった。

住民の多くが漁業に関与する小淵・給分浜と違い、逸子さん・智恵子さんのように、大原浜の

家業は多様であり、勤め人の割合も高い。したがって、姑が嫁に求める価値観も家ごとに異な

り、昭和30年代の大原浜では家の事情による任意性が強くなっていた。大原浜では、牡鹿半島的

社会に共通する秩序である年齢集団より、家や個人の都合（姑）が比較的優先されやすくなって

いたといえる。

３，仕事と女講中―ライフコースの固定から選択へ―
漁業のさかんな牡鹿半島では、男性は漁、女性は陸仕事というように明確な役割分担が為され

てきた。田畑を守り家事を行うのが一般的な嫁の生き方だった。都市や内陸農村から距離がある

ため行商もさかんではなく、嫁が個人で収入を得ることがなかった。他方、昭和初期既に女性が

家の外で職に就く機会はあり、『牡鹿町誌』上巻に「昭和九年に[郵便局に]増築された二階建ての

電話交換室は今だに概観は損なわれずに残されて居る。戦時中はこの二回で遠藤（旧姓石森）ま

さ子さん（寄磯浜）、吉田こと子さん（大原浜）、佐々木フミ子（故人）等のうら若き交換手た

ちが、空襲に脅えながらも二〇数個の加入電話を守り続けていた」〔牡鹿町誌	1988:548〕と記

述されているように、大原浜で電話交換手として働くほか、役場や郵便局、鮎川浜の捕鯨会社な

どへ勤める者もいた。ただし、多くは小学校高等科もしくは中学校卒業から結婚するまでの数年

間だけであり、結婚後も仕事を続ける女性は昭和20年代にはきわめて稀だった。

小学校教員だった恭子さん（仮名、1930（昭和5）年生）は、小淵・給分浜・大原浜周辺では

唯一の、昭和20年代に嫁と勤めを両立させた女性と思われる。恭子さんは高等科卒業後、石巻

実科高等女学校に入学した。看護婦になりたかったが、小柄で丈夫でなかったため教員を目指し

た。しかし、太平洋戦争終盤だったため授業は満足に行われず、終戦後、まともに授業を受ける

こともないまま卒業し、給分浜の実家に帰った。学歴の高い女性が少なかった当時、恭子さんは

7	 2007（平成 19）年 10 月、松岡薫氏、横山美有寿氏の調査による。
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代用教員として勤務することになり、職務の傍らで正式な教員免許を取得した。改めて教員とし

て赴任した大原小学校で夫に出会い、結婚することが決まると、恭子さんは引き続き教員として

働くことを希望した。同じく教員の夫と舅・姑がこれを受け入れたので、恭子さんは勤務校を変

え、50歳で退職するまで嫁と教師の二足の草鞋をはくこととなった。退職後も大原浜の婦人会に

は入らずに、牡鹿町の少年更生運動に従事した。

恭子さんは、女講中へは一度も入らなかった。嫁として家事を行うのと学校勤務で忙しく、日

中に行われる講行事には参加できなかったからである。当時、手に職を持つ既婚女性は産婆や裁

縫の先生などで、恭子さんのように勤めている者はいなかった。

昭和20～30年代に女講中加入年齢だった大原浜女性たちによれば、女講中とは「特に支障がな

ければ入るもの」であり、同時期の小淵の女性が「必ず入るもの」と語るのには温度差がある。

こうした大原浜女講中の認識に、姑の判断による「入れない嫁」や恭子さんのような働く女性の

存在があったことは無関係ではないだろう。昭和30～40年代にかけて、女講中を嫁の唯一のラ

イフコースではなく選択肢の一つとして見なす傾向が、大原浜においてはより当たり前となって

いった。昌子さん（1947（昭和22）年生）や、美奈子さん（1950（昭和25）年生）らが大原浜

に嫁いできた昭和40年代には、働く嫁が珍しくなくなっている。鮎川浜出身の昌子さんは、電話

交換手として大原浜に通勤し、郵便局に勤めていた大原浜の男性と知り合い結婚した。結婚後も

郵便局に勤務し、女講中には入らなかった。美奈子さんは最初の2～3年だけ女講中に入ったが、

平日の講行事に参加することができず、やめてしまった。ただし、美奈子さんは退職後婦人会に

入っており、大原浜婦人会の会長を務めた。

恭子さん、昌子さん、美奈子さんが嫁いだ家は、舅の代からすでに勤め人である。姑は家にお

り、嫁の家事や育児を手助けすることができたため、彼女たちは勤めに出ることができた。漁業

を生業とする家では、労働を家族成員で分担するため、嫁は貴重な労働力であり、勤めに出るこ

とは難しい。同時代の小淵・給分浜と大原浜で、女講中の加入状況が異なるのは、先項で触れた

村落秩序意識の程度に加え、婚家の家庭環境による嫁の労働内容の違いもあるといえる。

Ⅲ，帰属集団の選択の多様化―役割集団としての婦人会と嫁のネットワーク―

１，女講中の意義のゆらぎ―漁村女性の生業の変化との関連性―
前章では、昭和20年代、在町である大原浜と漁村である小淵・給分浜の女講中加入をめぐる差

異を、家と嫁の関係から述べた。大原浜では講より家が優先される傾向があった一方で、小淵・

給分浜ではカトクの妻を女講中に行かせることは姑にとっても義務だった。講のある日は、嫁を

早く仕事から上がらせ、その日の炊事を代わるなど、嫁が講に参加できるよう計らった。こうし

た姑の態度は、姑が嫁の仕事を把握し交代することができるからこそ可能であり、ムラではごく

当たり前に行われた嫁姑関係だった。しかし、大原浜で嫁が勤めに出ることで女講中加入の任意

性が強まったように、小淵・給分浜でも昭和40年代から嫁の仕事に変化が生じ、姑がそれを代わ

ることが難しくなっていった。それは、旧牡鹿町が進める事業との関連から起きた。
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リアス式の入り組んだ地形のため、牡鹿半島の陸路は困難な山道であり、裏浜では戦後まで巡

航船が石巻・女川への主要な交通手段だった。昭和初期からバスが運行し始めた表浜も、悪路の

ため自動車の普及が進まず、流通を妨げていた。鮎川浜に至る金華山街道の改修工事は、牡鹿半

島だけではなく石巻や渡波等周辺町村の長年の課題だったといえる。1955（昭和30）年に鮎川町

と大原村が合併し、牡鹿町が発足すると、町は半島全体の交通格差をなくすため、町道の建設・

延長を進めていった。そして、町の産業に漁業と観光を掲げ、1968（昭和43）年、女川町と鮎川

浜を結ぶ有料道路・コバルトラインの整備が着工された8)。

コバルトラインの開通は半島を挙げての大事業だったが、もともと観光地ではなかった各ムラ

には工事関係者の宿泊施設が圧倒的に不足していた。そこで、旅館のない小淵や給分浜で民宿を

開業する家が現れ始めた。小淵出身の利子さん（仮名、1953（昭和28）年頃生）の嫁ぎ先も、こ

の時期に民宿経営を始めた一軒である。

利子さんは18歳の時、養殖・定置網等漁業と民宿旅館を営む給分浜の元網元の家に嫁いだ。民

宿経営は、1969（昭和44）年に家を新築した折、コバルトライン建設に携わる作業員の民宿を

作ってほしいと打診され、大姑と姑がこれを受けたのが始まりだった。利子さんは、漁家の嫁が

してきた仕事に加え、食事作りや掃除など、民宿のサービスにも関わることになった。利子さん

が嫁いだ当初は母屋に客を泊めていたが、徐々に民宿経営が軌道に乗ると、1982（昭和57）年に

は宴会場を増設し、本格的な旅館化を進めた。更に1995（平成7）年、宿泊施設と母屋を個別に

新築すると、代替わりして利子さんが女将となった。

客の都合に時間を拘束される民宿の仕事は、漁業や家事、田畑の仕事と違い、時間的な融通が

利かない。利子さんはカトクの妻だったため、姑に連れられ女講中に入りはしたものの、日中に

集まる講と、客室の清掃や夕食の仕込みをしなくてはならない民宿業の折り合いがつかず、一年

半ほどでやめてしまった。姑が民宿業から手を引いてからは、全て利子さんの差配で行うように

なったため、少しの時間抜けて姑に代わりに働いてもらうというわけにもいかない。忙しく大変

である反面、利子さんにとって最もやりがいを感じる仕事でもある。

民宿業を始めた利子さんの家に限らず、牡鹿半島の漁家にとって、昭和40年代は生活や生業

の構造が変化する過渡期だった。モータリゼーションや冷蔵技術が発達したことで、出荷の前に

小魚を加工する必要がなくなり、女性の陸仕事が大いに軽減した。一方で、表浜ではワカメや牡

蠣などの養殖が増加し、収穫期には分別や加工の仕事に日給で人を雇うようになった。このこと

は、女性にとってアンペイドワークだった漁業が、ペイドワークの領域に入り込んだことを意味

している。農業が機械化する以前、稲作の農繁期におけるテマドリやテツダイは女性の有償の互

助関係だったが、現物支給ではなく現金を直接手にできることは、それが家の為に使われるとし

ても、漁村女性の中に自立と個人主義を促していった。

ところで、利子さんは女講中をやめた理由をもう一つ挙げている。嫁たちにとって息抜きとな

8	 1995 年 4 月から通行料金が無料になった（牡鹿町誌	2005:58）。
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るはずの集まりが、自分にとっては息抜きにならなかったためである。それは、女講中講員の年

齢幅にある。昭和40年代の給分浜では、嫁は20歳頃に嫁ぎ、女講中に入り、38歳になると抜け

た。利子さんにとって女講中は、「上は37歳の人までいるわけでしょう。20やそこらで嫁いだ若

い人では話も合わない」のであり、18歳で嫁いだ自分にとっては娯楽どころか緊張の場だったと

述べる。実際の女講中活動においても、トガシラから新入りまで年功序列が敷かれており、高齢

になっても「講の仲間」として交際を親密にしているのは、年齢差にしてせいぜい10歳以内であ

る。女講中はムラの年齢秩序の一部であり、嫁が嫁ぎ先社会に溶け込むきっかけになってはいて

も、組織そのものは親睦グループではないわけである。

他方、小淵の美恵子さん（仮名、1940（昭和15）年生）は、女講中を小淵の女性を結びつけ

る村落組織として重視していた。美恵子さんは満州に生まれたが、母親が小淵出身だったことか

ら、戦後家族で小淵に移住し、長女の美恵子さんは婿を取って両親の開いた小売店を継いだ。美

恵子さんは、女講中のトメチョウや若妻会、婦人会の会長を次々と務め、同世代の嫁たちにとっ

てリーダー的な存在だった。既にオメツキ（小淵女講中独自の即興芸）などいくつかの習慣はお

こなわれなくなっていたものの、唄や踊り、お経、様々な慣習を引き継いでいかねばならないと

考えた美恵子さんは、唄の師匠を呼んで稽古してもらうなど、新人講員に覚えてもらえるよう働

きかけた。同じく漁村の給分浜では新入りの加入に陰りが生じていたのに対し、小淵の女講中は

高いモチベーションを保っていたといえる。給分浜では昭和50年代初めに女講中は衰退したが、

小淵では2000（平成12）年頃まで活動が続いた。

給分浜の利子さんが感じたように、講員の広い年齢幅が女講中の魅力を減らしていたとするな

らば、小淵女講中ではどうだったのだろうか。（表）「大原村の職業別戸数」を見ると、1954

（昭和29）年時点の給分浜と小淵では戸数の開きが倍以上もあり、更に年々拡大している。小

淵では、女講中はカトクの妻しか入れないという規則でもなお講員の人数が多すぎる事態となっ

た。このため、美恵子さんによれば、彼女がトメチョウを務めていた時期、女講中の上限の年齢

を38歳ではなく33歳に引き下げて、講員の人数を調整していたのだという。講員同士の年齢の開

きが小さいことにより、小淵の女講中は給分浜の利子さんが抱いたような緊張感が生じにくくな

り、まとまることができたといえる。年齢幅の件は要素の一つに過ぎないが、生業形態の変化や

リーダー的存在の有無などいくつもの要素が積み重なったことにより、小淵の女講中は結束する

ことができ、また、人口の多い地域だからこそ、紐帯の役割が求められたといえる。	

昭和40年代は、給分浜・小淵においても女性の生活に変化が生じ、個々の嫁たちに女講中の

意義を意識させることとなった。小淵では、若い嫁たちの結びつきとして女講中が継続されたの

に対し、給分浜や大原浜では、時間に余裕があるときの「茶飲みの集まり」に意義が縮小されて

いった。

昭和40～50年代、大原浜の実業団（契約講）と女講中は衰退の憂き目にあい、これをめぐる講

員の対応により、それぞれ復活と停止という真逆の結果に落ち着いている。大原浜の実業団は、

団員の減少や業務の独立（森林組合など）による役割の減少のため、昭和40年代初めに一度活動

を休止した。しかし、1976（昭和45）年に復活に向け有志が奔走し、翌年、祭祀団体として実業
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団は復活を果たした。一方で、女講中は昭和50年代後半に活動を停止したまま、再度講として集

まることはなかった。最後の講員はわずか6名であり、茶飲みに集まるためにあえて講という形態

をとらなくても、必要に応じて集まれる人数となっていた。大原浜で生まれ育っている男性と、

外部から嫁いできている女性という点で講集団に対する思い入れに違いがあるともいえるが、実

業団が祭祀という替えの効かない役割を負ったことが、実業団のモチベーションに繋がっている

といえる。

生業の多様化により嫁の生活はムラで一様のものではなくなり、個々に相違が生じた。女性の

組織は、祈りや思いを共感することより、ムラの組織集団として活動することに意義を見出して

いくようになった。

２，女講中衰退の内面的理由―経済的基盤と役割の喪失―
女講中衰退について、活動内容など内面的理由からも触れておきたい。

女講中の主目的は信仰であり、その他に嫁集団として、ムラごとに独自の行事や機能（小淵の

オメツキや大原浜の産婆礼金など）を持っていた。中でも、女講中の経済的基盤及び社会的役割

として最も重要だったのが、婚礼との関わりである（齋藤	2010）。

牡鹿半島及び周辺島嶼（田代島、江ノ島等）の婚礼では、女講中が嫁入道具を運ぶ習慣があ

り、長持担ぎ、あるいは長持渡しと呼ばれていた。嫁入道具を婿方に渡すとき、婿方から礼金を

もらうことができた。牡鹿半島では、嫁を他村の家に送り出す場合、婿方には簡単には引き渡さ

ず、嫁入道具に飛び乗って「うちのいい娘をやるのだから、これでは足りない」などと文句をつ

けた。この応酬により婿方からの礼金の金額は上がり、これは全て女講中の収入となった。

女講中はこれらの貯えを、婚礼道具やお膳の購入にあてている。大原浜の女講中会計簿によれ

ば、1947（昭和22）年に振袖を購入しており、他のムラでも同じ時期に婚礼衣装を揃えたと思わ

れる。婚礼衣装のほか、酒樽や盃など婚礼に用いるもの、膳腕など食事に用いるものが購入され

ており、膳椀は箱書と会計簿より1921～1967年（大正10～昭和42）にかけて繰り返し補充され

ていることが分かっている。膳腕は婚礼時だけではなく、実業団の総会や各家の葬儀にも貸し出

された。道具の貸出は新たに収入となり、女講中は利のいい経済システムを得ていたといえる。

しかし、昭和50年以降は、婚礼の場が自宅から結婚式場やホテルに移り、家から家への嫁入道

具の運搬もおこなれなくなったため、女講中は収入を得ることができなくなった。また、宴会に

おいても割烹やケータリングを利用するようになり、膳椀を借りる人も減っていった。現存する

大原浜の女講中会計簿は1965（昭和40）年を最後に記録が途絶えているが、昭和50年代の女講

中の講員はすでに会計簿をつけておらず、活動費用も個々人の負担となっていた。

女講中衰退には、講としての役割の減少と経済的事情も背景にあったと考えられる。

３，ムラの秩序から役割集団へ―女講中から婦人会への転換―
さて、昭和40年代、ムラの集団に娯楽性よりやりがいを求める傾向が強まったことにより、ム

ラの女性社会の中心は女講中から婦人会に移っていった。牡鹿半島のムラでは、男性の契約講・
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女性の女講中を中心とした伝統的な年齢集団とともに、青年団や婦人会など全国的な組織集団が

併存していた。伝統的な村落集団に未婚者だけの集まりがない牡鹿半島では、青年団や女子青年

団は、契約講や女講中の影響下に置かれつつも夜学会など独自に展開し、ムラの教育や文化活動

に寄与した。婦人会組織の始まりは、1905（明治38）年、旧大原村に愛国婦人会が組織され、大

原村村長が地方委員、夫人が協議委員を務めたのが最初と見られる。1912（大正1）年時点にお

ける旧大原村の婦人会会員数は53人にのぼり、旧鮎川村の会員数39人だったのを踏まえると、戸

数比的に見ても熱心だったといえる9)。戦争の足音が近づく1937（昭和12）年頃、大日本国防婦

人会が牡鹿半島にも組織さるが、旧大原村では当時の愛国婦人会会長が国防婦人会の分会長を兼

任したことで、ほぼ同じ組織として定着した。ほかに大原村では大正期～昭和初期に、婦人警火

会という消防団の後援会的な独自の組織が存在しており、戦前の既婚女性たちの積極的な村落活

動が窺える。

国防婦人会は戦後に一度解散した後、旧鮎川町及び旧大原村婦人会として設立され、各ムラに

組織された。もともとからある女講中は村落内の女性集団として見なされていたため、婦人会は

村落外に対する村落女性代表と位置付けられることで、差別化された。また、女講中に入る若い

嫁は、講習会である若妻会にも参加しており、これらの事情から暗黙の内に、“女講中を抜け、子

育てが一段落した人が婦人会に入る”という了解が定着した。この年齢層に当てはまるのが、女講

中の上位集団である観音講等壮年女性の講集団である。観音講は縁日の講行事以外に特に役割等

を持っていなかったので、加入者の顔ぶれがほとんど同じ婦人会に吸収されるように、いずれの

村落でも昭和前期に衰退した。

Ⅱで紹介した、女講中に入らなかったフミ子さん（給分浜）、昌子さん（大原浜）、美奈子さ

ん（大原浜）は、婦人会には参加している。婦人会は、宮城県や牡鹿町の婦人会連合の集会のほ

か、村落集団としても活動してきた。昭和40年代の給分浜婦人会では、災害時の炊き出し（火

事・遭難・津波など）、鮎川鯨祭や町民体育祭等へ参加、敬老会の実施などをおこなっており、

大原浜や小淵もほぼ同様である。なお、活動費には国民健康保険・国民年金保険の集金手数料を

あてた。

ムラに貢献してきた婦人会だが、県や町規模の会議にも出席することが負担となり、ムラ婦人

会の幹部後継者に苦しむこととなった。2005（平成17）年に牡鹿町が石巻市に合併されたことを

契機に、牡鹿町婦連も解散することが決まり、各ムラの婦人会も同時に一度活動をとりやめた。

しかし、ムラの事情として女性集団が一つもなくなってしまうと、有事の対応や祭りの用意にお

いて支障をきたすようになり、徐々にその存在の重要性が認識されていった。給分浜や小淵は婦

人会を解散したが、2001（平成13）年に発足した表浜漁業協同組合女性部が、ムラの女性集団

とし機能している。大原浜では、町婦連解散後も大原浜独自の組織として婦人会が継続されてい

る。平成20（2008）年度の大原浜婦人会では、大原浜運動会への協力、祭りの協力（年2回）、

9	 	『牡鹿町誌』中巻による（牡鹿町誌	2005:614）が、原資料は『明治四十四年 宮城県牡鹿郡勢一班』とある。
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敬老会実施、講員を対象とした月1回の体操教室、総会がおこなれた。

このように、存在の重要性が再確認された婦人会・婦人部は、ムラの女性集団として明確な役

割を負っている。ムラの秩序として嫁たちをとりまとめ、序列を与えた女講中とは、女性の中心

組織といっても質的にも編成的にも異なる。女講中から婦人会への転換は、ムラの女性社会の再

編成を意味している。

４．高度経済成長期後の女性集団とネットワーク―外国人嫁の交際範囲から―
経済の高度成長により牡鹿半島の産業や生活が大きく変化した。コバルトラインの開通以降、

漁業と観光が牡鹿町の主要産業に掲げられ、また、漁業者採集から養殖への転換により安定とブ

ランド化を図るなど、一層の盛況が期待されていた。全国的には、農村の人口流出と兼業農家の

増加が起こり始めていたが、捕鯨基地のある鮎川浜や漁船漁業や養殖で賑わう小淵ではこの間も

世帯数は増加し続けていた。一方で、進学率が上がるに従い、大きな産業のない勤め人社会の大

原浜では、石巻や仙台の学校を卒業した後そのまま現地で就職する者が増え、人口流出に歯止め

をかけることが出来なかった。

更に、高度経済成長が収束した後、水産業をめぐる国際的な取り決め等により、牡鹿半島の産

業にも大きな影響が出た。最も大きな打撃となったのが、国際捕鯨委員会で1982（昭和57）年に

議決された商業捕鯨の一時停止措置である。外来資本だった捕鯨会社は鮎川浜から去り、牡鹿半

島は大きな雇用先を失った。1955（昭和30）年には13,753人だった牡鹿町の人口は、石巻市合

併直前の2004（平成16）年には5,239人まで減少している（牡鹿町	2004）。

こうした昭和50年代の状況において、女講中をはじめとするムラの組織も弱体化していった。

女性は家の仕事に従事し、カトクの妻は女講中に入る、という従来のライフコースをたどらなく

ても、どこへでも車で出かけ余暇を楽しむことができるようになり、自分自身で暮らし方を選択

できるようになった。

嫁入りする側の属性の多様化も進んだ。村内婚や半島内婚の多かった漁村でも婚姻圏の拡大が

進み、昭和50年代後半からは外国人の嫁の姿がちらほらと見られるようになった。行政や漁協が

結婚の仲介を務めているのではなく、友人の紹介や見合いの形式をきっかけとしている。牡鹿半

島に暮らす外国人嫁の総人数は公開されていないが、筆者の調査では国籍はフィリピン、中国、

韓国、台湾（2009年現在）で、旧牡鹿町域の全人口に対し20人にも達していないと思われる。

牡鹿半島の外国人嫁のうち、もっとも多いのがフィリピン人である。日本では外国人女性との

国際結婚のうち、日本人男性とフィリピン人女性の組み合わせが最も多く、3割強にのぼる（山下	

2009）。ただし、エンターテイナーとして来日し結婚する都市部のケースに対し、地方のケース

は結婚のため来日しており、来日理由が異なるため一概に見なすことはできない。

フィリピン人の理江さん（仮名、1975年生）は、2000年に漁師の男性と結婚して、表浜のあ

るムラに嫁いできた。ムラにフィリピン人は彼女ひとりである。理江さんの友人には日本人と結

婚していた者もおり、理江さんはもともと国際結婚に対して関心を持っていた。夫との出会い

も、日本人男性と結婚した友人に紹介されてのものだった。
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理江さんは母語のフィリピン語のほか英語が話せるが、日本語は学んだことがなく、現在もや

や片言である。理江さんは、役所で手続きを行うのも、運転免許を取得するのにも、英語を使用

できたため、他の言語圏の人ほど問題には感じなかったのだという。日常生活で困ったことが起

きたりした際には、他のムラに住むフィリピン人妻に相談した。牡鹿半島の村落社会では、何か

あった時にはシンルイに相談するのが問題解決の定石とされてきた。しかし、理江さんは言葉や

習慣の異なるシンルイや近所を当てにするより、同じフィリピン人嫁たちを頼りにした。フィリ

ピン人嫁は近隣のムラにに3人おり、生活していてよく分からないことがあれば電話して尋ねる。

お茶飲みなど息抜きする相手も彼女たちである。フィリピン人嫁の私的なネットワークは半島中

に及んでおり、友人関係だけではなく、いざというときの互助的関係としても機能している。

一方で、理江さんと同じムラに住む韓国人嫁の直子さん（仮名、1956年生）は、同国人ネッ

トワークを持たない。牡鹿半島に韓国人嫁がいないためである。嫁いできたのは理江さんと同じ

2000年だが、韓国語では運転免許がとれないので、3年がかりで日本語を習得した。運転免許も

取得でき、現在は夫とともに水産物輸送業を営んでいる。

フィリピン人の理江さんは子供が幼いため、仕事や村落行事への参加を控えめにしているが、

直子さんはムラの婦人会組織にも所属している。フィリピン人ネットワークという疑似フィリピ

ンのある理江さんと違い、仕事と大原浜の社会関係が日本における唯一の人間関係である直子さ

んは、ムラでの結びつきを大切にしている。

村を越える外国人嫁のネットワークは、牡鹿半島に同国人の仲間がいることが前提である。外

国人妻という特殊な例ではあるものの、地縁以外を日常生活における結びつきとして選択してい

る点で、女講中に「入らない嫁」たちと重なる部分があるといえる。

Ⅳ．「入らない嫁」たちの結びつき―年齢集団という枠組みからの変化―

年齢集団・女講中に「入れる／入らなければならない」「入れない」「入らない」という嫁の

対応を、昭和20～40年代という時代背景とともに考察した。早くから講加入を任意としていた

大原浜、昭和40年代に変化した給分浜、高度経済成長期後も嫁の講として維持され続けた小淵で

は、ムラにおける産業構造、嫁と家の関係、講の在り方等に違いがあり、それぞれの要素が連関

して、ムラごとの女性社会の秩序を形成していた。事例から、本稿では高度経済成長期における

女性集団の変容について、次の2点に小括したい。

まず、ムラにおける女性の結びつきや集団が、ムラの女性社会にとってどのような意味を持

つかという点である。嫁いでくる以上、嫁は外来者であり、婚礼によって家の者として承認さ

れ、ムラの女性社会に仲間入りしてムラの女として受け入れられる。後者には女人講への加入や

女性だけの宴会があり、嫁はこれを通過することで村入りを果たすといえる。村入り、という語

彙は、民俗学において正規・非正規の村人の区別を意味する。牡鹿半島の場合、女講中には男性

の契約講と同じく、講員を限定する規則があり、ムラの嫁の中には女講中に加入できない者もい

た。女講中を村落成員の尺度とするならば、「入れる嫁」は正式な村人、「入れない嫁」は非
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正規な村人である。しかし、この区分は牡鹿半島の女性社会の実態を説明できているのだろう

か。女講中に「入れる」嫁に比べ「入れない」嫁の社交範囲や経験数は確かに小さくなる。しか

し、実際のつきあいのレベルと照らし合わせると、女講中はあくまで女性社会における秩序であ

り、嫁としての経験の共有に基づく交際は個別に行われていた。女講中は牡鹿半島の女性社会に

おいてフォーマルな組織であり、これに関わらずインフォーマルな交際が別に行われていたとい

える。しかし、大原浜のように、制度上「入れない」のではなく婚家の要請によって「入れな

い」、つまり個人（家）の選択がムラの秩序より優先されるようになる。それは、通勤者（特に

勤めに出る嫁）の増加・漁家の複合生業化・婚礼の場の変化等、種々の要因が折り重なって生じ

た価値観の変容が背景にあり、選択的に「入らない」ことも可能になっていった。「入れる」

「入れない」義務的な組織から「入る」「入らない」任意の組織に変わったことで、ムラの組織

としてフォーマル性も希薄になった。しかし、女講中に代わる女性組織となった婦人会は、かつ

ての女講中の役割をそのまま引き継いではいない。義務や制度としてではなく、ムラへの奉仕活

動という役割を可能な者が行う形に、女性の紐帯が再編成されたといえる。

もう１点は、インフォーマルな結びつきの行方についてである。嫁入りしてくる女性たちは、

女講中や共同作業の場で同世代との友人関係を築いていったが、ムラの集団への加入が任意にな

ることで、そうした場が少なくなった一面はある。しかし、人口を見てみると、1955（昭和30）

年には357人いた大原浜の女性は、2009（平成21）年には92人まで減少している。年齢集団の

ように年代ごとの集まりを維持するより、女性全体で一つの紐帯を作る方が効率的である。生活

の全てが嫁ぎ先のムラでおさまっていた昭和30年代までとは異なり、勤務先や実家との結びつき

等、ムラを越えて女性は人間関係を維持していく。ムラにおける女性社会は個人の女性にとって

いくつかの人間関係の一つであり、年代に限定されない女性のコミュニティである。その中で、

現代のムラを裏側から支える女性のインフォーマルなやりとりは続けられているといえる。

ムラでの結びつきは地縁である。しかし、トメやトナリグミといった地理的な結合や既存の講

集団は、世代を経るごとに揺らいできた。その背景には、高度経済成長期を通して、ムラに暮ら

す人々の経験や世界観は世代ごとに大きく異なっていったことが挙げられる。インフォーマル的

だからこそ、女性の結びつきの形式は揺らぎ、ムラという地理的境界を越え、その都度編成され

ていくといえる。
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Abstract

Kabuki is not only city entertainment but also rural entertainment. Rural Kabuki 

was called Murashibai formerly. Murashibai played by professional actor is called 

Kaishibai and it played by amateur actor is called Jishibai in the Edo period.

 There were 16 places where Jishibai was played in the 1960s, there are 195 

places now. So, we can say that Jishibai declined before, but these days Jishibai 

revived again. 

 This study is focusing on the revival boom of Jishibai.

 In the 1990s, some changes were happened to Jishibai. These were enacting the 

law, popularizing of Kodomo-kabuki: Jishibai played by children, and organizing of 

Jishibai. 

  I reconsidered the history of Jishibai researches. Jishibai has been used as a 

technical term since the 1970s. But, there has been difference of meaning of Jishibai. 

Newly, I want to redefine Jishibai as a Kabuki which is played by amateur actors who 

are local residents and which will be passed down from generation to generation.

 I gave an outline of history of Jishibai in Kanagawa prefecture as an example of 

the revival of Jishibai. In Kanagawa, Jishibai has been played since the Edo period. In 

the Meiji period, Kaishibai became popular as an entertainment of festivals. Kaishibai 

became unpopular and Jishibai became a cultural heritage in the 1970s. In the 1990s, 

Jishibai was revived under supporting by local self-governing bodies. There are 5 

Jishibai groups in Kanagawa now.

 Jishibai is coming round ‘post-revival period’. It will be important to make 

systems of passing down from generation to generation.

地芝居の現在とその課題
Jishibai 	today	and	its	problems

舘野 太朗
TACHINO	Taro
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Ⅰ はじめに

しろうとの役者によって非営利的に演じられるかぶき芝居は、地芝居、地歌舞伎、村歌舞伎、

農村歌舞伎などの名称でテレビや新聞などのメディアにしばしばとりあげられる。

2011年には、長野県大鹿村の大鹿歌舞伎を描いた『大鹿村騒動記』、農村歌舞伎が演じられ

る小豆島を舞台とした『八日目の蝉』、福島県の檜枝岐歌舞伎のドキュメンタリ作品『やるべぇ

や』と、地芝居をあつかった映画が三本も公開された。時期が重なったのは偶然とはいえ、「地

芝居ブーム」ともいえる近年の状況を反映しているとみてもよいだろう。

守屋毅は1962年に「一覧表としては、はなはだ不充分」としながらも、当時現存の地芝居とし

て16ヶ所の分布を示している（守屋1962:43）。それから約半世紀を経て、2011年12月の時点

で地芝居は日本全国195ヶ所に分布している（全郷芸2012:242-243）。地芝居は1960年代には

衰退状態にあったが、全国各地で復活を果たしたのだ。

本稿は地芝居の復活と現在の状況に焦点をあてる。

まず、地芝居の現在を「復活と新興」「子ども歌舞伎」「地芝居サミット」の三つのキーワー

ドから整理する。つぎに、「地芝居」という用語を通して、学術研究において地芝居がどのよう

に捉えられてきたかを考察する。さらに、神奈川県を具体例として地芝居の変遷と現況を概観

し、地芝居及び地芝居研究の課題を検討したい。

Ⅱ 地芝居の現在

１ 復活と新興
2012年に発行された『「全国の地芝居と農村舞台」調査報告書』には、全国の地芝居団体を対

象におこなった調査の結果が「全国地芝居調査票」として収録されている。調査には100団体が

回答している（全郷芸2012:91-192）。調査票の設立年月日の項目は、現在地芝居を運営してい

る団体が設立された時期を示すものである。この項目に未回答の5団体を除外し設立年代と設立団

体数を表1にまとめた。

表１：地芝居運営団体の設立年代と設立団体数

1960年代、1970年代から運営団体の設立が相次ぐ。これは、いわゆる「民俗芸能」が「保存

会」組織によって運営されるように変化したことと関係しているとみてよいだろう。俵木悟は

「民俗芸能」の「保存会」組織による運営について、1960年前後に「多くの民俗芸能の保存会

設立年代 〜 1949 年 1950 年代 1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代

設立団体数 5 件 5 件 13 件 19 件 18 件 20 件 15 件

（全郷芸 2012 より作成）
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が地方レベルの文化財政策に関連して発足し」、「民俗芸能の伝承組織として保存会が一般的に

なってくる」とみている（俵木2011:61-62）。この時期の地芝居運営団体の設立とは、既存の運

営組織が保存会組織へ移行したことを示すと考えられる。

地芝居の運営団体の結成は1990年代にピークを迎える。これは、1960年代、1970年代と背景

を異にしており、1992年に成立した「おまつり法」の影響を直接的、間接的に反映した現象であ

ると考えられる。

「おまつり法」の正式名称は、「地域伝統芸能を活用した行事の実施による観光及び特定地域

商工業の振興に関する法律」である。「地域伝統芸能等」とは「地域の民衆の生活の中で受け継

がれ、当該地域の固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習」をさす。八

木康幸は「地域伝統芸能等」の中心が文化財的な「民俗芸能」でありながらも、それ以外の家

元制をとる芸能、創作された地域芸能なども「地域伝統芸能等」に含まれていることを指摘する

（八木2006:77-78）。地域伝統芸能は、文化財保護法における無形民俗文化財と比較すると、よ

り広く緩やかな概念といえるだろう。また、「おまつり法」の目的は、「地域伝統芸能等を活用

した行事の実施が、（中略）ゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊か

な地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与すること」と規定さ

れており、芸能の活用が第一の目的となっている。

「おまつり法」の施行以降、行政による地域芸能の支援は、文化財保護の文脈で既存の芸能を

「民俗芸能」として保護することに限定されていた状態から、活用の文脈からの支援も行われる

ようになった。1990年代以降に設立された地芝居運営団体のなかには「地域おこし」などをか

かげて、行政主導もしくは行政と住民の協働で中長期の休止から地芝居を復活させた事例が目立

つ。

例えば、現千葉県成田市の伊能歌舞伎は、振付師匠の他界など上演困難な事情が生じたため、

1965年を最後に公演が途絶えていた。1996年に旧大栄町の総合計画で、地域文化振興策として

伊能歌舞伎の復活が課題とされた。復活の助言者として旧大栄町を訪れた研究者の景山正隆は

「地芝居本来のあり方からいえば、地元の人々から復活の声が上がることがもっとも肝心であ

る」と述べた。教育委員会と地元住民は1997年に「伊能歌舞伎復興委員会」を発足し、1999年

に「伊能歌舞伎保存会」としての復興旗揚げ公演を行った。景山は保存会の顧問として復活に関

与し、中断の一因となっていた師匠を紹介した（景山2011:3）。

復活のみならず、近年にかぶき芝居が新興されたケースも存在する。2001年4月に発足した

東京都調布市の調布市民歌舞伎は、1996年にはじまった調布市民カレッジの「歌舞伎教室」が

母体となって結成された「市民歌舞伎」である。同団体は、当地に「地歌舞伎の伝統」が無いこ

とを表明し、「歌舞伎好きの普通の人々が、本物の歌舞伎の舞台で、本物の衣裳をつけ、本物の

かつらをつけて歌舞伎を演じ」ることを目標としている。演技指導・演出を現役の歌舞伎俳優で

ある中村芝喜松が行い、大道具・衣装・小道具・かつらを歌舞伎座舞台株式会社、松竹衣裳株式

会社、藤浪小道具株式会社、宮川かつらにそれぞれ依頼している（調布市民歌舞伎ホームペー

ジ）。松竹の歌舞伎を手本として、役者以外は松竹歌舞伎と変わらないのが「市民歌舞伎」の特
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徴であろう。

新興のかぶき芝居を地芝居として扱うべきかは、議論が分かれるところであろうが、前述の

『「全国の地芝居と農村舞台」調査報告書』では調布市民歌舞伎のような歴史の浅い団体も地芝

居として調査対象に含めている（全郷芸2012）。

２ 子ども歌舞伎
「子ども歌舞伎」が各地で行われるようになり地芝居のなかで一定の地位を占めているのも、

現在の地芝居の特徴のひとつである1。「子ども歌舞伎」とは、出演者が子ども（中学生以下）の

かぶき芝居である。

雑誌『演劇界』では「子供歌舞伎を訪ねて」というタイトル2で各地の子ども歌舞伎を紹介する

連載が行われている(岩月2008:48-49)。連載では、様々な形態の子ども歌舞伎が取り上げられて

いるが、大まかに三つのタイプに分類することができるだろう。

①曳山、屋台の上で演じられるもの。

例）お旅まつり（石川県小松市）、曳山祭り（滋賀県長浜市）など。

②大人が演じる芝居にまじって、子ども歌舞伎の演目が同時にあるもの。

例）小鹿野歌舞伎（埼玉県秩父郡小鹿野町）、東美濃中津川子供歌舞伎（岐阜県中津川

市）など。

③大歌舞伎の子ども向け体験講座。

例)小学生のための歌舞伎体験教室（社団法人伝統歌舞伎保存会主催）など。

①は、狭義の子ども歌舞伎といってよい形態で、子どもが本来の演者であり、大人は芝居の演

者とはならない。長浜曳山祭りのように、曳山や屋台の上で演じられることが多い。②は、大人

が演じる芝居と同時に、子ども歌舞伎が併演される形態である。③は、大歌舞伎の俳優等が、歌

舞伎の世界を子どもたちに体験学習してもらおうという形態である。

地芝居の現在を論じる上で特に重要なのは②のタイプである。すでに述べたように、地芝居の

運営団体の多くは中長期の中断を経験している。中断を繰り返さないためには後継者の確保と育

成が課題となる。子ども歌舞伎は地芝居後継者育成の一方策として、各地で行われるようになっ

たと考えられる。

子ども歌舞伎の考察を行った北河直子は、②の分類の具体例として、東京都あきる野市の秋川

1	 北河直子は子ども歌舞伎を演じる子どもが「高校生以下の年齢層、とくに小学校高学年の層に集中している」
と指摘している（北河 2008:94）。「子供歌舞伎を訪ねて」では、条件を具体的に定義していないが、紹介され
ている事例はすべて中学生以下である。

2	 2010 年 7 月号からはタイトルが「子ども歌舞伎をたずねて」に変更されている。
3	 北河は、子供歌舞伎を「①名称により子供が中心的担い手であると判明するもの②名称では子供が担い手と

は判別できないが「子ども歌舞伎」と書かれているもの③地芝居とは別立てに子供歌舞伎があるもの④地芝
居の保存会のなかに、子供たちが独立して演じる演目があると思われるもの」の四種に分類している ( 北河
2008:98)。北河の分類で、秋川歌舞伎の事例は④にあたる。
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歌舞伎をあげている3。秋川歌舞伎は中断期間を経て1992年に新しい保存団体が設立されたが、

役者募集に対して大人が集まらなかった。そこで、「大人の役者が集まらないのなら子供でも構

わないという、現代的に割り切った考えから」、1993年に子ども歌舞伎がはじめられた。北河

は、子ども歌舞伎が学校週五日制の課外授業として利用されたことを指摘し、「行政側の介入が

非常によくわかる事例」とみている。その後、秋川歌舞伎では子ども歌舞伎と平行して大人の役

者の募集を行い、1997年に大人の一座が作られている（北河2008:102-105）。

大人が演じる本来の芝居に先立って子ども歌舞伎を創始した秋川歌舞伎の事例は極端であるか

もしれない。しかし、中長期の中断・休止期間から復活を目指すにあたって、担い手の年齢や性

別などの条件を緩和するのは都市近郊の地芝居では珍しくない。

３ 地芝居サミット
地芝居の復興とともに、地芝居運営団体のネットワークづくりが進んだ。地芝居運営団体の

「横のつながり」の形成で大きな役割を果たしているのが全日本郷土芸能協会である。

全日本郷土芸能協会（略称:全郷芸）は、日本各地の「民俗芸能」の「育成」と「振興」を目的

として、1973年に設立された組織である。同会の目的は、「郷土芸能に関する発表会の開催、指

導者、保存団体の育成、国際的な交流等を行うことにより、地域社会における郷土芸能の保存振

興を図り、もって我が国の文化の振興と発展に寄与すること」とされている。会員は、郷土芸能

に関する団体である団体会員と、郷土芸能に関心をもつ個人からなる(全郷芸2010:80-86)。同協

会内には全国地芝居連絡協議会（略称:全地連）が置かれ、地芝居運営団体等がその会員となって

いる（全郷芸2012:244）。

全郷芸と全地連が中心となって、1990年から「全国地芝居サミット」が開催されている。「全

国地芝居サミット」は、毎年、地芝居が継承されている自治体で開催され、地芝居運営団体間の

情報交換、交流の場となっている（全郷芸2012:244）。

2011年の「第21回全国地芝居サミット」は、11月5日、6日の二日間にわたって千葉県成田市

で開催され、私は両日にわたって参加した。初日は基調講演とシンポジウムと交流会が行われ、

二日目は当地の伊能歌舞伎保存会の公演が行われた。

初日に行われたシンポジウム「農村歌舞伎の復活と継承」では、パネルディスカッションが行

われ、千葉県館山市のたてやま村歌舞伎保存会、兵庫県養父市の葛畑農村歌舞伎伝承会、埼玉県

小鹿野町の小鹿野歌舞伎保存会、東京都あきる野市の秋川歌舞伎保存会、同じく東京都あきる野

市の菅生一座、開催地成田市の伊能歌舞伎保存会の各代表がパネリストとして参加した。このう

ち、小鹿野歌舞伎保存会以外は、1990年代以降に復活を果たした団体であり、復活と後継者育成

の方策が話し合われた（第21回地芝居サミットin成田実行委員会2011:4-5）。シンポジウムの会

場には色とりどりのハッピを着た全国の地芝居運営団体の関係者が集まった。後継者の育成の問

題は地芝居運営団体に共通する悩みのひとつであることと、子ども歌舞伎がその打開策のひとつ

となっていることが窺えた。

以上のように、各地における運営団体の復興、子ども歌舞伎の隆盛、サミットによる運営団体
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間のネットワークの構築、この三要素が相互に関連しあうことによって、現在の「地芝居ブー

ム」が引き起こされたということができるだろう。

Ⅲ 用語をめぐる問題―地芝居、農村歌舞伎、地歌舞伎―

１ 地芝居とはなにか
本稿の冒頭で「しろうとの役者によって非営利的に演じられるかぶき芝居」が、地芝居、地歌

舞伎、村歌舞伎、農村歌舞伎など様々な名称で呼ばれていると述べた。現在、学術研究の立場か

らこの種の芸能を取り扱う場合には「地芝居」ということばで呼称するのが一般的となってい

る。あらためて、「地芝居」という用語、および、その類語「農村歌舞伎」「地歌舞伎」につい

て改めて検討したい。

もともと「地芝居」とは、近世のかぶき芝居の一形態である。安田徳子は近世における芝居を

以下のように分類している。

都市	

大芝居（櫓芝居）―三都（常設小屋）	

江戸―中村・市村・森田・山村（正徳四年廃座）	

京―四条南・北	

大坂―角・中	

中･小芝居（宮地芝居・百日芝居）―常設・仮小屋	

江戸―市ヶ谷八幡・深川八幡・湯島天神など。	

上方―六角堂・因幡薬師・錦天神（以上京）、大西・北新地（この二箇所は

大芝居にも使用）、角丸・竹田・若太夫（以上大阪）など。	

地方芝居―地方都市（宮地芝居・百日芝居、常設・仮小屋）	

城下町―名古屋・金沢など。	

門前町―伊勢・宮島など	

宿場・港町―堺・浜芝居	

社寺の境内・門前・市場	

大芝居・中小芝居役者の旅興行・地方役者（地役者）の興行	

農村	村芝居―村祭の行事・遊び日	

買芝居（請芝居・雇芝居）―役者の旅興行・近郷の役者村・半プロの役者の

巡業	

地芝居（地狂言・習芝居・農村歌舞伎）―村人が自演（素人・素人役者）

（安田2009:15-17）

かぶき芝居というと、現在の松竹歌舞伎の直接の源流である、江戸、京都、大坂の三都の大芝

居にのみ注目しがちであるが、都市には大芝居のほかに小芝居が存在し、地方都市でも芝居の興

行が行われた。農村においても、祭礼などでかぶき芝居が行われており、かぶき芝居は三都に限
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定された文化ではなかった。

安田は、芝居の行われる場所を都市と農村に大別し、農村で行われた芝居を「村芝居」と総称

する。さらに、村外から芝居を雇って上演を行う場合を「買芝居」、村人が自演する場合を「地

芝居」としている。

買芝居と地芝居ははっきりと区別されるわけではなく、芝居を近郷等から買った場合には役者

がしろうとであっても「買芝居」となる。また、村人に買われて村に入った旅役者が請われて地

芝居の指導をしたり、地芝居に熱をいれすぎた村人が旅役者化するという相関関係があった4。ま

た、村芝居と小芝居、大芝居の間には確固たる格式の違いが存在する一方で、太平洋戦争後にい

たるまで相互の人材の交流もあった5。

近世のかぶき芝居の分類のなかで「地芝居」とは、「買芝居」と対立する概念であった。つま

り、「地芝居」の「地」とは、元来「（その道の商売人に対して）素人（しろうと）」の意と考

えてよいだろう。

安田の分類は、近世の状況に基づくものであり、現在の状況にそのまま適用することはできな

いだろう。各種の芝居の消息を確認しておきたい。

まず、大芝居は松竹と前進座によって、いわゆる「歌舞伎」として受け継がれている。

中・小芝居や地方芝居については、大芝居と比較すると基礎的な研究すら不十分な状況にあ

る。中・小芝居、地方芝居、旅芝居の多くは、現在「大衆演劇」と呼ばれている芸能へ転身し

た。大衆演劇の俳優の聞書きを行った橋本正樹は「大衆演劇は昭和になって歌舞伎離れして、独

自の芝居世界を歩みはじめ」、昭和30年代には「観客動員数が目に見えて下降した」とみている

（橋本2011:224-225）。「大衆演劇」化を最後まで拒み、「最後の小芝居」としてかぶき芝居に

こだわった「かたばみ座」は1969年8月に解散し、かたばみ座の俳優の一部は松竹、東宝の歌舞

伎に合流している（阿部1970:418-468）。

4	 飯塚友一郎は、買芝居と地芝居の関係について、「この買芝居と地芝居との間には、いろへと交流が行はれ
た。旅芝居を渡世とする役者のうちにも、つい人情にほだされて、草深い田舎に腰を据ゑてしまふのもあつた。
そして三味線や踊の師匠、素人歌舞伎の振附などをして、村人に死水をとつて貰ふまで世話になるのもあつた。
又、若い時分に村を飛び出して旅役者の群にはいつてゐたのが、老後は故郷に帰つて、村の若衆に手をとつて
歌舞伎の指南などをして暮すのもある。一方、地芝居の素人役者のうちにも、つい道楽が嵩じ一座を組織して、
近郷を打つて廻るのもあつた。はじめは農閑期だけの道楽であつたが、それからそれへと招かれるまゝに、つ
い好い気になつて半年も一年も旅をつゞけて、いつしか半職業的な旅役者となつてしまふものもあつた。（飯塚
1943：181-182）」と解説している。

5	 旅役者の二代目中村福円の聞書きからは、大阪の芝居と旅芝居の密接な関係がうかがえる（守屋 1988）。九州
の大衆演劇の長老格であった中村円十郎は、その福円の芝居に素人役者として出演したことをきっかけに芝居
の道に入っている（橋本 2011:141-147）。旅芝居や小芝居の役者が大芝居の役者と師弟関係を結んだり、名題
試験を受けることもあった（ペヨトル工房＋竹柴源一 1993:116-130）。2011 年に亡くなった歌舞伎俳優、松
本幸右衛門は神奈川県の村芝居を振り出しに、小芝居かたばみ座を経て、大芝居の名題まで出世している（関
1996）。また、現在、地芝居の師匠を行っている人々は、もともと旅役者であったり、その家人であることも
多い（神奈川県教育委員会 2006:118-120）。
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大芝居と村芝居の中間にあった小芝居、旅芝居の衰退にしたがい、村芝居における買芝居の割

合は徐々に小さくなっていった。現在では村芝居と地芝居とがほぼぴったりと重なっている状況

にあるといってよいだろう。

以上をまとめると近世の芝居は、大芝居の流れを汲む「歌舞伎」、小芝居の流れを汲む「大衆

演劇」、村芝居の流れを汲む「地芝居」に分断されて継承されている。現在ではそれぞれ別個の

芸能として独立した地位を確立しているようにみえるが、同じルーツを持つ芸能として捉えてお

く必要があるだろう。

２ 地芝居・農村歌舞伎・地歌舞伎
中・小芝居、地方芝居の研究と比較すると、村芝居や地芝居の研究は早い時期から行われてき

た。学術研究において「地芝居」の用語が安定して使われるまでには、「農村歌舞伎」などの用

語も使われてきた。「地芝居」という用語を軸にして、村芝居・地芝居の研究史を概観していき

たい。

村芝居の研究は、昭和初頭に発表された飯塚友一郎による『農村劇場』と、早川孝太郎による

「地狂言雑記」と、が嚆矢となっている。飯塚の『農村劇場』は、当時、彼の提唱していた「農

村演劇運動」の先行形態として地芝居に着目し、文献を中心とした検討を行った（飯塚1927）。

一方、早川の「地狂言雑記」は、愛知県奥三河地方の村芝居を中心とした芸能の記録で雑誌『民

俗芸術』に発表された。早川は幼少期から「地狂言」と呼ばれていた村芝居に親しんでおり、そ

の実体験をもとにした記述となっている（早川1928）。

戦後には、「農村舞台」への関心から村芝居・地芝居の研究が本格化する。建築学者の松崎茂

はもっぱら村芝居に使用された舞台を「農村舞台」と命名し、1953年から1964年に彼が没する

まで全国の「農村舞台」の分布・様式等を調査・研究した6。松崎の仕事は、角田一郎らによって

受け継がれ、1967年度と1968年度の二年度にわたり文部省科学研究費補助金を受けて「農村舞

台」の調査が行なわれた。この調査は「地方芸能文化史における舞台の研究」と題して、民俗資

料としての価値の高いことが既に判明している舞台の精査と、未踏査地の舞台の分布状況・舞台

存廃の実態・舞台の地方特性などの実態の解明を目的に行なわれた（角田1971）。

「農村歌舞伎」ということばは、松崎の「農村舞台」から発想されたことばと考えてよいだ

ろう。松崎の仕事の後継者のひとりでもある守屋毅は、1962年に「農村歌舞伎研究の問題点」

を発表し、「農村舞台」の研究から「農村歌舞伎」自体の総合的な研究への展開を提唱し（守

屋1962）、つづく論考で地芝居の成立から展開についての考察を進めた（守屋1967、守屋

1968a、守屋1968b）。

「農村歌舞伎」という用語は、マスコミ等では現在でも用いられるが、研究の立場からは「地

芝居」が主流となっている。その画期は、郡司正勝が各種の用語から「地芝居」を採用した頃に

6	 松崎の仕事は、没後、共同研究者に縮約編集のうえで、松崎 (1967) として刊行されている。
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あるだろう。郡司は1971年に『地芝居と民俗』において、「農村劇場」「村芝居」「農村舞台」

「農村歌舞伎」「農村漁村演劇」などの用語が平行していたなかから「地芝居」を総称として選

んでいる。

まず、郡司は芝居の内容の面から、「農村劇場」や「農村漁村演劇」をしりぞけた。飯塚友一

郎らによる農村演劇運動は地芝居研究の源流のひとつであったが、「演劇」を使用するとかぶき

芝居以外の「演劇」を含みこんでしまうことになる。郡司は対象を「かぶき」にしぼるためにこ

れらの用語を避けた。さらに、芝居の行われた地域の面から、「村芝居」、「農村舞台」、「農

村歌舞伎」をしりぞけた。非中央の「地方のかぶき」が農村以外にも分布していることから、

「農村」「村」を避けたのだ。郡司は、「地方のかぶき」を地域から「①門前町の芝居②城下町

の芝居③農村（漁村を含む）の芝居」の三分類し、そのすべてを「地芝居」と定義した。郡司の

分類における①と②は、小芝居、地方芝居にあたる。寺社敷地内で行われた芝居が「宮地芝居」

と呼称されていたことから、これらも「地芝居」の範疇に収めたのである。

このように、郡司は大芝居以外のかぶき芝居のほとんどを「地芝居」に収め、「地芝居」とは

「土地の芝居の意味」と説明した（郡司1971:48-54）。郡司の示した「地芝居」の「地」は、商

売人に対する「しろうと」の意ではなく、「土地」の意味、つまり、「地酒」や「地ビール」の

「地」と同義とされた。郡司以降、「地芝居」が学術語として標準になったが、近世の用法とは

異なる理解によるものであったことを指摘しておきたい。

現在、学術研究の用語としては「地芝居」が優位な状況であるものの、芸能の現場やマスコミ

では、岐阜県を中心に「地歌舞伎」ということばも有力になりつつある。例えば、岐阜県の地芝

居を紹介するウェブサイト（岐阜自慢ジカブキプロジェクト）で使われているし、2013年に山梨

県で開催される国民文化祭の催しの名称「地歌舞伎の祭典」に採用される（第28回国民文化祭山

梨県実行委員会）など、岐阜県の外にも少しずつ使用が広まりつつある。「地芝居」に対しては

「買芝居」という用語が存在するが、「地歌舞伎」に対として「買歌舞伎」ということばは存在

しない。「地歌舞伎」とは、郡司の定義する「地芝居」とほぼ同様に、「土地」の「歌舞伎」を

意味することばであると考えられる。

「地歌舞伎」は、学術研究の場においては強く忌避されることばとなっている。景山正隆は地

芝居情報を掲載するウェブサイトに寄せた文章で、「地芝居」が「近世（江戸時代）の文献に

も見られる、古く江戸時代から使われてきた歴史のある呼称」であるのに対して「地歌舞伎」

が「新造語」であることを指摘し、「私は、極言すれば、「地歌舞伎」という言葉を使う人は、

「地芝居」いや「歌舞伎」そのものの、実態・歴史・本質を弁えていないのではないかと疑いま

す。この新造語は、駆逐されて然るべきです。私は、地芝居を呼ぶ呼称とは認めないことにして

います。」と強く非難している（景山2003）。

「地歌舞伎」ということばは、1964年刊行の『図説俳句大歳時記』に仲秋の季語「地芝居」の

項目に類語としてあげられている。管見の限り、これが初出とおもわれる。執筆者の三隅治雄は

「地歌舞伎」に関しては典拠を示していない。地芝居については、「もともと「地」の者がする

芝居の意」と解説している（角川書店1964:259）。「地」が「しろうと」のことを指しているの
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か、「土地」のことを指すのかは、この解説からは判然としない7。

蒲池卓巳は「地歌舞伎」が、1972年に発足した岐阜県瑞浪市の美濃歌舞伎保存会による造語で

あるとしている。『図説俳句大歳時記』より若干後れるが、岐阜県を中心に「地歌舞伎」が多用

されている状況を考えると、実際の使用は美濃歌舞伎保存会から広がっていったとみてよいだろ

う。美濃歌舞伎保存会の会長は「地歌舞伎」が生まれた経緯を以下のように説明している。

地芝居には歌舞伎以外にも浄瑠璃や大衆芸能といった演目も含まれており、現状を考

えると「地芝居とは歌舞伎である」という考え方には違和感がある。そこで美濃歌舞伎

保存会の理念である「近世において地方の農村で行われていた江戸歌舞伎の型を伝承し、

保存していく」という点から、独自に地歌舞伎という用語を用いることにした。（蒲池

2007:24）

蒲池は「「地歌舞伎」とは、地芝居を現代社会における多様化された芸術文化の中で他の芸術

や芸能との関係性を考慮にいれつつ、改めて日本の芸術文化の中に位置づけようとした結果生ま

れた言葉である。（蒲池2007:24-25）」と評価している。つまり、単に「芝居」といったときに

必ずしもかぶき芝居を意味しない状況のなかで、かぶき芝居の再生と復興を目指す人々によって

生み出され、使われてきたことばが「地歌舞伎」なのだ。地芝居に限らず、あらゆる芸能は同時

代的状況との交渉を免れることはできない。「地歌舞伎」は、地芝居が同時代的状況と交渉する

なかで、当事者によって戦略的に使用されるようになった用語である。

景山の指摘するとおり「地歌舞伎」は新造語であろう。しかし、新造語であるからといって使

用を頭ごなしに咎めるのではなく、芸能の現場から立ち上ったことばであることを明らかにした

うえで、その用語が適切か否かを判断するべきではないか。

３ 「地芝居」の検討
現在「地芝居」の名称は、「全国地芝居サミット」や「全国地芝居連絡協議会」のように、運

営団体が芸能の呼称として用いる名称としても用いられている。

その一方で、北河直子は、地芝居運営団体の名称に「〇○歌舞伎」（以下に保存会、同好会、

愛好会、クラブなどの名称）をうたうものが9割以上を占めているのに対して、「地芝居」の名称

を含む保存会がひとつもないことを指摘している。北河は「演じ手側としては‘芝居’ではなく‘歌

舞伎芝居’をしているところに意義を見いだしているのではないか」とみている（北河2008:95-

96）。

7	 三隅は 1972 年に『日本民俗芸能概論』において、「民間伝承」の要素に着目して、「民俗芸能」の分類を行っ
ている。この分類で、地芝居は「郷土歌舞伎」として、「郷土舞楽」「郷土能」「郷土狂言」「郷土文楽」ととも
に、「民俗芸能」の「第二類＝舞台芸術の様式・技法をまなび、それを民間伝承としての状況の中で特殊に発達
させた芸能で、しかも、本流となる舞台芸術が、別に存在するもの。」に収められている（三隅 1972:56-58）。
西角井正大は、『民俗芸能入門』で、三隅の分類を参考にしながら、独自の民俗芸能の分類を試みた。西角井は、
三隅が「郷土○○」と命名した芸能に、「地芝居という呼び名を敷衍して」、「地○○」と命名した。それにした
がって、「民俗芸能」としてのかぶき芝居の名称は「地歌舞伎」としている（西角井 1979:65-69）。
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北河の指摘は「地歌舞伎」ということばの使用と呼応しているように思われる。現在、「地芝

居」といったときには、かぶき芝居の様式で演じられるものを指し、その他の様式で演じられる

演劇は「地芝居」の範疇には含まないのが普通である。

北河はこのような地芝居の現況を踏まえた上で、「地芝居」を〈素人の人間が、自分たちの住

む土地で、自分たちだけで演じてきた歌舞伎芝居〉と定義している（北河2008:98）。地芝居の

「地」が「しろうと」の意であること、「村芝居」が行われてきた地域が必ずしも現在では「ム

ラ」ではなくなっていることを勘案した穏当な定義であろう。

しかし、「演じてきた」という歴史的な側面を定義に含むことには疑問が残る。中断期間を経

験せずに上演を継続してきた地芝居は少数派で、多くの団体は中長期の活動休止を経て復活を果

たしてきた。また、調布市民歌舞伎のように新興されたかぶき芝居は「地芝居」には含まれない

のだろうか。

冒頭で参照した『「全国の地芝居と農村舞台」調査報告書』では、「「地芝居」は各地に定着

して伝承されている歌舞伎芝居の総称（全郷芸2012:12）」と定義し、これまでに「伝承してき

た」か否かは問わず、現在「伝承されている」ことを条件にしている。しろうとの人びとが、

現代社会との妥協から形態を変化させながらも、かぶき芝居の上演をつづけていこうとするな

らば、新興されたものであっても、地芝居と呼んでも差し支えないのではないだろうか。そもそ

も、長い歴史をもつ地芝居であっても、そのようにはじまったのではないか。私は「地芝居」を

〈非専業の役者が、非営利的に、自分たちの住む土地で演じていこうとするかぶき芝居〉と定義

したい。

Ⅳ 地芝居の実際―神奈川県を例に―

１ 復活以前の村芝居
本章では、地芝居の具体例として、神奈川県における地芝居の変遷と現況を扱いたい。

一般的に地芝居の起源は江戸時代までさかのぼるとされているが、神奈川県においても地芝居

が演じられるようになったのは江戸時代後期からであると考えられる。

現横浜市瀬谷区の名主岩崎家の文書「芝居諸入用覚帳」には、1792年に芝居のために、楽器、

舞台、衣装、かつらなどの道具を購入したことが記録されており、寛政年間には芝居が行われて

いたことがわかる。道具の購入先も記されており、「江戸」と「あつき」が主要な購入先となっ

ている。「あつき」とは現神奈川県厚木市であり、相模国内に芝居の道具を扱う商人がいたこと

もわかる（瀬谷区の歴史を知る会1976）。

現横浜市泉区上飯田地区の名主飯島家の文書「大祭礼記録伝」は、当地の飯田神社で1807年に

「飯田大明神」の「額」（鳥居に取り付けるものであろう）を再興したことを記念して行なわれ

た祭礼を記録した文書である。祭礼では地芝居が奉納され、演目は「三番叟」と「ひらかな盛衰

記」であった。役者は地元の人々が担い、「指南方」として大住郡入野村（現平塚市入野）の野

村政八なる人物を、高座郡円行村（現藤沢市円行）から「下坐方連中」を招いている。芝居は３
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月５日、６日に行われた。地芝居はこのときが初めてではなく、この芝居の６年前にも、「額」

を「御移徒」した際に「姫小松子日の遊」を演じて、「神慮を仰せ奉った」ということが記され

ている（戸塚歴史の会1992）。

以上から、神奈川県下においては、1800年ごろにはすでに地芝居が行なわれており、芝居に必

要な道具、師匠などのインフラも整備されていたことがわかる。

江戸時代末期から明治初めからは、県内各地の祭礼で職業人が請け負う買芝居が主流になって

くる。祭礼芝居の興行を担ってたのは、神楽師や芝居師と呼ばれるひとびとであった。この時期

の神楽師は、かぶき役者としての名前を持っている者も少なくなかった8。

戦後に至っても祭礼芝居は盛んに行われた。飯塚友一郎は1957年当時の神社舞台については

「まだ春秋の祭礼芝居に利用されているもの少なからず」、芸能については、「さすがに地芝居

はいつしかすたれてしまつたが、今日では『かたばみ座』の役者や、まだ地方に残つている歌舞

伎一座の稼ぎ場になつている（飯塚1957:5）」と記している。永田衡吉は1968年刊行の『神奈

川県民俗芸能誌』において、「新派・万才・腹話術・奇術・民謡など、ゴモク興行が現代の特徴

化し、逆に古典カブキは稀れな存在となっている。（永田1968:863-864）」としており、祭礼に

おける買芝居の興行は1970年前後まで存続したと考えられる。この時期には買芝居が優勢であっ

たが、素人が神楽師・芝居師に師匠を頼み、祭礼等で地芝居が披露されることもあった（神奈川

県教育委員会2006:111-114）。

２ 地芝居の復活
職業的な祭礼でのかぶき芝居の衰退と入れ替わるように、昭和40年前後に県内各地の地芝居が

相次いで復活し、市町村レベルの文化財指定がすすんだ。

その画期となったのは、1965年、旧津久井郡藤野町牧野篠原（現相模原市緑区藤野）の地芝居

の横浜高島屋ホールで行なわれた第二回神奈川県民俗芸能大会への出演である。

篠原の地芝居については、松崎茂が1956年に篠原の大石神社の舞台の調査報告をしており（松

崎1956）、神奈川県下の地芝居のなかでも早い段階から芸能に関心をもつ研究者の間でよく知ら

れていたと考えられる。その後、永田衡吉が『神奈川県民俗芸能誌』で、「篠原カブキ」として

詳細な報告を行っている（永田1968）。永田は当時、神奈川県文化財専門委員の立場にあったた

め、彼が推薦して神奈川県民俗芸能大会に出演した可能性もある。篠原の地芝居は民俗芸能大会

出演を最後にしばらく中断してしまうのだが、県内で同じく地芝居を行なっていた人々に、地芝

居が民俗芸能・文化財としての価値があるということを意識させるきっかけになった。

座間市入谷地区では、戦前に地芝居を経験した人々があつまって1964年から稽古をはじめ、翌

年に座間小学校で公演を行なった。1971年には座間市無形文化財に指定されている（神奈川県教

育委員会2006:117）。海老名市国分地区の地芝居は、1964年に「素人歌舞伎国分一座」として

8	 神奈川県の神楽師高橋鯛五郎は歌舞伎俳優として市川円十郎という名をもっていた（飯塚 1964）。また、神奈
川県で活動した役者の三桝源五郎は厚木大神楽嶋本家の縁戚である（相模原市教育委員会 1989:83-87）。
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海老名市無形文化財に指定されている（海老名市1993:596）。	同じく海老名市大谷地区では、

1971年に歌舞伎・囃子・舞踊の三つをまとめる大谷芸能保存会が結成され、1975年3月に海老名

市無形文化財に指定されている（海老名市1993:612）。

座間市の入谷歌舞伎が神奈川県民俗芸能祭に出演した際に、代表の野島正治は篠原の地芝居の

民俗芸能祭出演について以下のように言及している。	

去る十月三日大和市中央文化会館で行われた神奈川県民俗芸能大会へ出演させていただ

き、一同心より感謝しておる次第です。	

昭和四十年、横浜高島屋の大ホールで、舞い納めだという津久井の篠原歌舞伎を鑑賞い

たしました。	

そのとき、同じ伝統歌舞伎を受けつぐ私達も、こんな晴れ舞台で、一度でもいいから

踊って見たいと思いました。	

そんな夢を持ちつづけて、十八年目の今年、その願いが達せられたのですから、感無量

の中に「長生きしていてよかったなあ」とお互いに手を取りあって喜んだのも当然の事で

しょう。（野島1983:4）

このように神奈川県の地芝居は民俗芸能としての活動再開を果たすのだが、各地区の地芝居は

ふたたび休止する。国分地区の地芝居は1986年ごろに活動を休止（海老名市1993:599）し、座

間市の入谷歌舞伎も1983年に活動を休止（神奈川県教育委員会2006:117）してしまう。

ところが、1990年代に入り、地芝居が相次いで復活を果たす。復活の背景についてはすでに

述べたが、神奈川県においても「地域おこし」の視点から地芝居が見直され復活が進んだといえ

る。

神奈川県民俗芸能大会以来中断していた篠原の地芝居は、1990年度の旧藤野町による芸術村

メッセージ事業の際に、町を挙げて実施するイベントの中に歌舞伎を取り上げることになり、藤

野歌舞伎保存会として発足した。1992年に初公開され、以来、藤野町内の神社や体育館で公演を

続けている（神奈川県かながわ地芝居フェスティバル実行委員会2002）。

1993年には、綾瀬市で目久尻歌舞伎会が設立され、市民文化祭で初公演を果たした（全郷芸

2012:50-51）。

横浜市泉区では、区内に住んでいた市川花十郎という役者が大正から昭和にかけて県内の祭礼

で興行を行っていたという足跡が郷土史研究サークルによって掘り起こされ、1993年に「市川花

十郎衣装披露公演泉村芝居発表会」が催され、花十郎の衣装や背景幕などが披露された。この催

しでは、衣装を実際に着用して舞台にあがり村芝居の名場面が再現された。これをきっかけに、

村芝居復活の機運が高まり、泉区の区政１０周年記念事業として1996年にいずみ歌舞伎が発足し

た（舘野2012:45-55）。

メンバーの高齢化により活動を中止していた座間市の入谷歌舞伎は1996年に活動を再開した。

大谷歌舞伎と入谷歌舞伎を指導する蛭間元之は、「大谷は、地元の農家が多く、歌舞伎もよく

知っていて各自、癖がある。入谷には地付きの人もそうでない人もいるが、全員が会社勤めで、

歌舞伎未経験者、大谷とはそのあたりが違う。入谷の方はまっさらな分、教える方としては楽だ
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（神奈川県教育委員会2006:112）」と語っている。このことばから、入谷歌舞伎は活動が再開さ

れる際に担い手が入れ替わっていることがわかる。

こうして、1990年代の後半には現在活動中の地芝居5団体が出揃った。地芝居復活をうけて、

県内地芝居の合同公演も行われるようになった。はじめての合同公演は、2002年3月に横浜市に

あったかながわドームシアターで「かながわの地芝居2002」と題されて４団体（藤野歌舞伎、大

谷歌舞伎、入谷歌舞伎、いずみ歌舞伎）が出演した。このイベントは神奈川県とかながわ地芝居

フェスティバル実行委員会が主催した（かながわ地芝居フェスティバル実行委員会2002）。地芝

居の合同公演は、2002年以来毎年開かれている。

３ 地芝居公演の現況
ここでは、神奈川県の地芝居公演の現況を扱う。地元での公演以外に各種イベント等に出演す

ることも珍しくないが、当地での公演の状況をみておきたい。

2011年の秋は、10月から12月にかけて、目久尻歌舞伎を除く四団体がそれぞれの地元での定

期公演を行った。それぞれの公演を見物した上で、各運営団体の基本データと、公演の実際を表2

にまとめた。外題等の表記は、公演で配られたパンフレット等の案内に従った。

左：藤野歌舞伎公演、右：大谷歌舞伎公演

左：いずみ歌舞伎公演、右：入谷歌舞伎公演

図１：2011年神奈川県地芝居公演
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表２：各運営団体の基本データおよび2011年秋季公演

通称 藤野歌舞伎 大谷歌舞伎 いずみ歌舞伎 入谷歌舞伎

運営団体名 藤野歌舞伎保存会 大谷芸能保存会
歌舞伎部会

泉伝統文化保存会
いずみ歌舞伎保存会

入谷歌舞伎会

地域 相模原市緑区
藤野

海老名市
大谷地区

横浜市泉区 座間市

文化財指定 市指定
無形民俗文化財

市指定
無形民俗文化財

なし 市指定

無形文化財 相模原市緑区

公演の場所 大石神社拝殿 大谷八幡宮舞台 泉公会堂 ハーモニーホール座
間

公演日 10 月 2 日 10 月 9 日 10 月 15 日、16 日 12 月 4 日

開演 13 時 30 分 15 時 30 分 13 時 12 時 30 分

入場料 無料 無料 1300 円 無料

外題 太功記十段目尼ヶ崎
の段

寿曽我富士の曙 対
面の場（子ども歌舞
伎）、
絵本太功記十段目尼
ヶ崎閑居の場

絵本太功記十段目尼
崎閑居の場、
舞踊 お祭り、
御存 鈴ヶ森

御祝儀三番叟、
弁天娘女男白浪五人
男「浜松屋見世先之
場」、

「稲瀬川勢揃い之場
（子ども歌舞伎）」、

絵本太功記「尼ヶ崎
閑居之場」

師匠 柏木昭治 蛭間元之 堀内紀宏 坂東彦五郎
蛭間元之

義太夫
三味線

竹本綾之助
竹本土佐子

竹本弥咲太夫
鶴沢千弥

竹本三桝太夫
豊澤浩樹

竹本弥咲太夫
鶴沢千弥

衣装・かつら 長幡衣装 蛭間座 自前・宮川かつら店 蛭間座

大道具 × × 歌舞伎座舞台 自前

子ども歌舞伎 大人に混じって出演 独立した演目 大人に混じって出演 独立した演目

おひねり 投げる 子ども歌舞伎のみ なし なし

新会員の募集 なし なし あり あり
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公演の場所は、二団体が神社敷地、二団体がホールであった。神社敷地での公演をおこなった

二団体も、定期的にホールに出演している。ホールで公演を行っている団体のうち、入谷歌舞伎

は神社境内での公演歴がある。いずみ歌舞伎は神社敷地での公演歴が無く、今後も神社敷地内で

公演を行う予定もないとのことである。

外題は、すべての団体が絵本太功記十段目を取り上げているところが目を引くが、これはまっ

たくの偶然であり、申し合わせて揃えたわけではない。外題の数や種類は一定ではないが、各団

体で最低ひとつは義太夫狂言を取り上げている。

振付は、藤野は地元の人が「監修」というかたちで行っている以外は外部に師匠を依頼してい

る。大谷歌舞伎と入谷歌舞伎は、買芝居が盛んなころの歌舞伎一座「蛭間座」の役者であった蛭

間元之に師匠を依頼している。かつての蛭間座の芸風が地芝居に引き継がれているという見方も

出来るだろう。入谷歌舞伎では、この年の公演ではじめて弁天娘女男白浪をとりあげたが、こち

らの演目の師匠は埼玉県秩父市の秩父歌舞伎正和会の猪野直文に依頼している。いずみ歌舞伎で

は、国立劇場歌舞伎俳優養成所出身で元俳優の堀内紀宏に指導を依頼しているため、大歌舞伎に

準じる型となっている。

大道具については、神社舞台には二重が備え付けてある。大谷歌舞伎の行われた大谷八幡宮の

舞台では、舞台と楽屋の間のふすまを変えることによってさまざまな演目に対応している。ホー

ルで公演を行った団体は、自前で大道具を作る場合と、専門業者から借りてくる場合とがあっ

た。入谷歌舞伎ではホールに合わせて自作した二重を基本に、装飾を変えることで様々な外題に

対応していた。いずみ歌舞伎は歌舞伎座舞台株式会社に大道具を依頼している。

子ども歌舞伎に関しては、全団体で小中学生が出演していたが、大人が演じるのが本来の芸態

である。大谷歌舞伎と入谷歌舞伎では、子どものみが出演する外題があった。藤野歌舞伎といず

み歌舞伎では子どものみで独立した外題はなく、大人に混じって小中学生の出演があった。

おひねりを舞台に向って投げ込む行為は、神社敷地で公演を行った藤野歌舞伎と、大谷歌舞伎

に見られた。特に藤野歌舞伎では、岐阜県の地芝居を紹介するウェブサイト（岐阜自慢ジカブキ

プロジェクト）に掲載されている「おひねり講座」を印刷した紙が配られ、おひねりを投げるこ

とが推奨されていた。以前から当地の地芝居におひねりの文化があったかどうかは定かではない

が、地芝居運営団体間の情報共有が行われていることがわかった。大谷歌舞伎では、子ども歌舞

伎のみにおひねりを投げる様子が見られた。

いずみ歌舞伎と入谷歌舞伎では、会場で配られるプログラム、チラシに新会員募集の告知があ

り、特定の集落に限定することなく、区域・市域全体から年齢性別問わずに担い手を募っている

様子が伺えた。

Ⅴ地芝居研究の問題点

本稿では、地芝居の信仰に関する芸能としての側面、いいかえれば「民俗芸能」としての側面

に言及することを意図的に避けてきた。神社に建てられた舞台でかぶき芝居が地域住民によって
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演じられる地芝居の光景は、「郷土」「地方」「伝統」「素朴」「古風」「始原」などのイデオ

ロギーと連結するいわゆる「民俗芸能」（橋本2006）そのものであろう。地芝居が、いわゆる

「民俗芸能」的な性格を多分に持った芸能であることは私も認める。地芝居は、いわゆる「民俗

芸能」と一般的に認識される芸能のなかでもっとも新しいジャンルの芸能であり、いわゆる「民

俗芸能」の限界にある芸能ではないか。この点に関して、「農村歌舞伎」研究を志した若き日の

守屋タケシ9は、地芝居隆盛の理由について興味深い仮説を示している。

私はこの章の前半で、農村歌舞伎の民俗性を強調し過ぎたかも知れない。やや結論めく

が、農村に於て、歌舞伎が熱烈な支持を受けたのは、必ずしもその民俗性・宗教性に理由

があったのではなく、まずその娯楽性・享楽性にあったのだと思う。農民達が、ものに憑

かれたように地狂言に熱中し、求め、感じ、得たものは、宗教的エクスタシーではなく、

やはり享楽のそれだったと思うのだ。日焼けした肌に白粉を塗り、野良着を脱ぎ捨て、綺

羅をまとって、舞台へ躍り出た彼等の姿こそ近世末期の農村の変貌、民俗の呪縛から解き

放たれようとしている農民意識の変化を、象徴的に表わしているように思えてならない。

しかも、なおそれ等の娯楽も享楽も、民俗を前提とし、民俗を媒介とすることによって初

めて成立し得る、民俗を前提にせねば成立し得ないものであったと云う複雑な矛盾を、こ

の場合、孕んで居り、この辺に農村歌舞伎の日本芸能史上、ユニークな位置が在ると考え

られる。（守屋1962）

守屋は、地芝居に「民俗の呪縛から解き放たれようとしている農民意識の変化」を見出し、

「民俗」の埒外へ移動しようとする地芝居を芸能史のなかに位置づけようとした。この視点は彼

の学問の原点になったのではないか、と私は思う。

9	 守屋の研究領域は村芝居から日本文化史へと展開する。後年、「私が、村芝居に関心をもって、フィールド・ワー
クをし、各地の地方誌を調べていたのは、大学から大学院にかけてのころであった。（中略）そのころ、私は守
屋タケシというペン・ネームを使って論文を発表していたのだが、ちょうど、タケシというペン・ネームの時代が、
私の村芝居の時代と重なっていることに気付く。昭和四十年代の前半である。（守屋1988:295）」と述懐している。
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後年、守屋は上演の機能と形態から芸能を四種に分類し、二つのモデルを示している。図2で

は、寿祝性と娯楽性を縦軸に、神事性・儀礼性と鑑賞性・営利性を横軸に民俗芸能、巷間芸能、

室内芸能、舞台芸能を各象限に配置した。ところが、守屋は図2が「民俗芸能・室内芸能・巷間芸

能・舞台芸能という固定的なジャンルが存在するような誤解を招きかねない」として、「ひとつ

の芸能ジャンルが、各上演形態を自由に移行しうる」図3を提示している（守屋1992:43）。

図3に基づいてかぶき芝居という芸能を説明するならば、民俗芸能や巷間芸能を母体として都市

で成立した舞台芸能である大芝居が、地方へ民俗芸能として還流したものが地芝居ということが

できるだろう。具体例としてみてきた神奈川県の地芝居は、現在は室内ホールでも上演される。

現在に至って、地芝居は舞台芸能の領域へと移動しているとみることもできる。守屋の提示した

モデルは「民俗芸能」の領域から地芝居を解放する。近世から近代へ、近代から現代へ、社会の

変化の相に応じて、地芝居はそのあり方を変化させてきた10。

10	 守屋自身は、「「劇場」の集中的に分布する東濃地方では、現在、「東濃歌舞伎保存会」なる素人芝居の連合組織
があるが、それを構成する単位となる地域別のグループは、旧来の地狂言の流れを汲むものにはちがいないが、
それとの間には質的に大きな断絶があるように思われる。（中略）結論的に論断してしまえば、現在の東濃歌舞
伎を支える意識は、参加者の村落における生活とは無縁のところで成立していることは確かであろう。そこには、

「地狂言的世界」の崩壊後に生き残った（つまり、歴史的使命をおえた）農村歌舞伎の無惨な姿がさらされている。
（守屋 1971:652）」と、保存会組織によって運営されるようになった地芝居を必ずしも肯定的に評価していない。

図2：守屋毅による上演の機能と形態からの

		芸能の分類(1)

図3：守屋毅による上演の機能と形態からの

		芸能の分類(2)

（守屋1988：42） （守屋1988：42）
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蒲池卓巳は、これまでの地芝居研究がどちらかといえば、「現在の地芝居の研究というよりも

過去の歴史の中で地芝居がどのような意義を持ち、どのように機能していたのかを明らかにする

こと」に重点が置かれ、「現在の地芝居がどのような環境の中で行われているのか」の検討の

少ないことを指摘した（蒲池2007:13）。現在の地芝居の状況を検討したものとしては、原一平

の仕事（原1995、1996、2007）や北河直子の仕事（北河2008）をあげることができる。しか

し、原の仕事はこれまでの地芝居研究に対する言及が薄く、北河の仕事は子ども歌舞伎に対象を

限定したものであった。

本稿では、近世の地芝居が現在の地芝居になるまでの変遷のおおまかな整理を試みたつもりで

ある。しかし、江戸末期から明治期に地芝居から買芝居に転換する経緯、農村演劇運動が地芝居

に与えた影響、「農村舞台」研究の問題点などに十分に言及できなかった。また、私は「地芝

居」を〈非専業の役者が、非営利的に、自分たちの住む土地で演じていこうとするかぶき芝居〉

と定義したが、その周辺にある芸能については議論が複雑になるのを避けるために割愛した。具

体的には、かぶき芝居以外の様式の事例（人形浄瑠璃、大衆演劇系統の芝居）、居住地という属

性に依拠しない事例（大学生によって演じられる学生歌舞伎）をあげることができる。本稿で扱

いきれなかった事象については、稿を改めて検討したい。

1990年代に復活ブームを迎えた地芝居は現在、ポスト復活期の入り口にあるといってよいだろ

う。復活の追い風となった行政の支援は、社会状況の変化によっていつまで継続されるかわから

ない。復活を主導した世代から、次の世代への継承なども問題となってくることであろう。同時

代的な社会状況との折り合いをつけながら芸能を継続していくため、伝承スタイルの模索が現在

の地芝居の課題ではないだろうか。
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Abstract

In	this	article,	 I	give	an	overview	of	the	status	of	 language	use	in	a	Japanese	

local	region	during	the	Taisho	period	from	the	viewpoint	of	the	”National	Language

“	of	Japan.	Using	the	collection	of	notes	written	by	a	boy	who	spent	his	elementary	

school	days	during	the	Taisho	period	in	Beppu	city,	Oita	prefecture,	I	analyse	the	

choice	of	standard	language	or	dialect.	This	is	part	of	my	recent	research,	aimed	at	

reconsidering	the	results	of	the	language	policy	of	Japan	during	the	modern	period	

from	the	point	of	view	of	a	province.

Since	 the	Meiji	period,	 Japan	set	out	 to	construct	 the	 “Japanese	National	

Language”	as	the	indispensable	prerequisite	of	a	modern	state.	The	formulation	of	

standard	Japanese	was	considered	an	urgent	task,	and	the	government	therefore	

conducted	a	nationwide	language	survey,	while	at	the	same	time	supporting	and	

directing	 the	expansion	of	Standard	Japanese	mainly	 in	 the	 field	of	elementary	

school	education.	 In	 the	wake	of	 this	policy,	dialects	came	to	be	regarded	as	a	

barrier	 to	 the	constitution	of	a	modern	state	and	therefore	gradually	became	a	

target	for	elimination.

The	author	of	the	main	primary	source	 is	Muneichiro	Teshima.	He	was	born	

in	1914	in	the	city	of	Beppu,	Oita	prefecture.	He	spent	all	his	life	there,	except	for	

two	years	of	war	experience.	The	collection	of	his	notes,	 “In	my	old	elementary	

school	of	Beppu-kita”	and	“In	my	old	elementary	school	of	Beppu-kita	(excursus)”	

were	written	half	a	year	after	he	graduated	 from	higher	elementary	school.	 In	

these	notes,	he	relates	the	memories	of	his	elementary	school	days	in	detail.	They	

are	 therefore	a	valuable	source	of	 information	about	 the	customs,	manners	and	

social	events	 in	his	region	during	the	Taisho	period.	At	 the	same	time,	 from	the	

「国語」論的視点からみた大正期日本の
一地方における言語使用状況
The	status	of	language	use	during	the	Taisho	Period	

from	the	viewpoint	of	the	”National	Language”	of	Japan

一宮 由布子
ICHIMIYA	Yufuko
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perspective	of	sociolinguistics,	these	notes	give	us	a	good	picture	of	language	use	at	

that	time.

In	this	article,	 I	analyze	 language	use	 in	elementary	and	higher	elementary	

school	 for	 the	 following	reasons.	Firstly,	 relatively	many	case	examples	will	be	

available	because	Teshima’s	descriptions	are	mainly	about	 the	memories	of	his	

elementary	school	 life.	Secondly,	 it	 is	expected	 that	speakers'	 linguistic	choices	

between	standard	Japanese	and	their	own	dialect	will	appear	most	clearly	 in	the	

school	context,	which	was	perceived	by	 the	Japanese	government	as	 the	main	

establishment	for	standard	Japanese	language	education.

In	 this	study,	 I	extracted	and	analysed	 the	 language	used	by	students	and	

teachers,	 as	 reported	 in	direct	discourse.	As	 a	 result,	 I	 found	 that	 they	 still	

mixed	standard	Japanese	and	 their	own	dialect	on	a	daily	basis,	even	 in	class.	

Furthermore,	 their	choice	of	 language	varied	widely	 in	response	to	the	situation	

or	topic.	However,	this	should	not	be	interpreted	as	an	indication	of	unfamiliarity	

with	standard	Japanese	 in	the	region	during	this	period,	but	rather,	considering	

the	speakers'	ability	to	subtly	choose	between	standard	and	dialect,	this	should	be	

seen	as	a	sign	of	the	gradual	spread	of	standard	Japanese	as	a	part	of	this	region's	

speakers'	language	repertoire.

Ⅰ．序論

１．研究の目的
本稿は、大正期における人々の言語使用を、主に標準語と方言の使い分けに関して分析する事

を主な目的とする。これは、明治期以降に登場した「標準語」という極めて人工的な言語によっ

て、自らの生活言語である「方言」が下位におかれた地方在住者の、言語や態度の変化を分析す

るという、筆者が継続して取り組んでいる課題の一部として位置付けられる。1990年代にはじま

るイ（1996）や安田（1997,	1999,	2006等）らによる一連の研究では、国語を巡る当時の社会

状況、あるいは言語学者や思想家といった知識人の思想などを巨視的に分析したものが多くを占

める。反対に、実際に言語の二重使用を余儀なくされた人々について言及するものはあまり見ら

れないままに、この分野は勢いをなくしつつあるというのが現状である1。

これに対し筆者は、地域社会に焦点を置いた記述を行うことで、「国語」という大きな現象を

ミクロレベルから観察した時に何が見えるか、という問題意識を前提にしている。狭い範囲を出

1	 安田（2006）によれば、これは国語思想史研究が「消費しつくされた」結果の硬直化である。
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発点として全体を再構成するという試みは、歴史学でいえばギンズブルグ（1984）の著作に代

表されるミクロヒストリー、あるいは社会学者のストーラー（2007）による研究等、複数の分野

で行われているが、いずれも研究対象の構図に新鮮な一面を与える事に成功している。本稿では

以上の問題意識に基づき、個人的な記録――戦間期に小学校時代を過ごした一少年の手記――を

主資料として選択し、そこに現れた言語使用の様子を観察するボトムアップ型の記述を行うこと

で、これまでの研究成果に新たな見方を加える事を目指す。

２．理論的枠組
1980年代以降、言語に関する研究は学際化の傾向を強めている2。国語思想史研究もまた、言

語と社会、歴史の三者と、それに付随する要素を視野に入れざるを得ないという点で同様であ

る。従って、従来の国語学をはじめ、文学や歴史学、教育学等、多分野にわたる研究者が、各々

の立場からこの課題に取り組んできた。

本稿では、基本的には社会言語学を理論的な枠組として用いている。中でもダイグロシア

（Ferguson,	1959）は、いわゆる標準語化の過程において見られる二言語併用状態を捉える際に

は有効な概念であろう。ただし、ダイグロシアが持つ大きな問題点として、用語の定義上曖昧な

個所が多いこと、二言語の役割の振り分けについても、Fergusonの当初の主張の様には安定的か

つ補完的なものではないことが早くから指摘されている。従ってここでは、ランゲ（1996）の定

義に従って、ダイグロシアを言語間ないしは一言語の変種間の支配関係の中での多様な言語状況

を把握するための研究概念として用いている。

一言語内の変種、中でも標準語と方言を取り扱った社会言語学的研究は、時期や地域を問わ

ず、多く見られるものである。その中で本稿では、西ドイツの標準変種と方言を分析したAmmon

（1992）の一連の研究と、その中で示される諸理論の再解釈を参考にしている。彼は言語と社会

の関係についての理解を深めるためには、具体的な歴史状況における検証が必要不可欠であると

主張した。また、話者が示す態度の重要性の強調、評価の範囲と客観的な必要性が分裂するジレ

ンマの問題の指摘など、ダイグロシア研究のみならず、社会言語学が視野に入れるべき課題を提

示している。

近代日本という個別の歴史状況の中で生じた「国語」と、それによって起こった標準語と方言

のせめぎ合いの様子を理解しようとする本稿の課題に、Ammonの以上の主張が示唆する所は大き

い。全体史で見逃される細部の状況を観察する際、前項で述べたミクロヒストリー、あるいは日

常史と呼ばれるアプローチは非常に有効である。しかし、この手法が持つ宿命的な問題として、

対象に接近することで得られる細部のリアリティと引き換えに客観性が失われてしまう、という

2	 New	Cultural	History	の提唱者の一人である Burke（2009）は言語研究の潮流を評して、60-70 年代は構造主
義の時代、80 年代は社会学からのアプローチに特徴づけられる時代であり、90 年代以降は、歴史学の側から
言語問題が取り沙汰される傾向にあるとしている。
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点が指摘されている。従って本稿では、社会言語学の諸理論に依拠することで対象との距離を保

ちつつ、細部に目を向ける「語り」の手法として「小さな歴史」を用いる事を試みたい。

Ⅱ．課題の背景

１．明治期の国語政策
いわゆる戦間期は、国語思想史研究では触れられることが少ない。その理由としては、この時

期には方言研究はじめ、国語政策上に特に大きな動きが見られなかった事が挙げられる。しか

し、地方に視点を置くという本稿の目的からみれば、明治期に行われた国語政策の結果が地方

在住の方言話者の言語使用に実際に現れ、定着しつつあった時期として、これを捉える事ができ

る。従って、戦間期をそれ以前の時期の「結果」の表れとして捉えるにあたって、明治期に行わ

れた国語に関する政策をいま一度整理する必要があるだろう。

「国語」という現象から明治期を捉えるならば、国語調査委員会が文部省内に設置された1900

年を転換点として、前期と後期に分けることができる。前期は、「国（家）語」の必要性が言わ

れながらも、「国語とは何か」という命題に対する答えも定まらない状態にあった。従って、

方言も「通じない不便」からこれを忌避するような、言語道具観に基づいた見方をする傾向が

強い3。近代以前からの「かたこと」という読み方が示すように、いわゆる「ミヤコ言葉」に比し

た際のステイタスの低さは人々の間に広く認識されていた様子がうかがえるものの、これ以降に

見られるような、方言自体に対する恥ずかしさや劣等感といったものは、この時期にはさほど強

調されていない点が特徴的である。

明治後期に入って対外的拡張方針がより一層強調されるようになると、欧米列強に対抗する近

代国家になるためには「国家語」としての「国語」が必要であるとされ、その具体的な姿として

の「標準語」の確立も求められるようになった。後述の上田万年をはじめとした研究者達の試行

錯誤の産物である「標準語」は、これ以降もしばらくの間未完成の状態に置かれていたのだが、

言文一致運動と印刷メディアの拡大により、一般の人々の目にも触れることになる。これにより

標準語の「文」が広まると同時に、初等教育の場で「言」の定着が図られる4。方言は近代国家の

発展を阻害する要因と見做され、標準語に対して「劣っている」「遅れている」という、負のイ

メージと結びつけて語られるようになる。

次節では、当時の国語政策に多大な影響を与えた上田万年の標準語論と、彼を中心とした国語

調査委員会の動きを見る事で、標準語と方言との関係について、より具体的に述べていくことと

する。

3	 一宮（2007）では、東京の高等学校に進学した学生が、母校の在校生に向けて、明瞭な言語使用を目指した発
音矯正の必要性を訴える手記をとりあげている。

4 この意味において言文一致運動は、長（1998）の指摘する通り、「文」を「言」に近づけるという当初の目的が、
標準語という「文」に合わせるべく、人々の「言」を矯正する方向に変質したのだといえる。
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２．上田万年の標準語論
上田万年は1885年、「標準語に就きて」と題した講演の中で、国民国家形成に不可欠な「国

語」の創生のために、その具体的な姿としての標準語の必要性を説いた。上田は、標準語となり

得るモデルとして「教育ある東京人の話す言葉」を採用する考えを示しつつも、話し、かつ書か

れる言葉としての標準語にふさわしい姿にするには人工的な彫琢が必要だと述べ、そのための手

段をいくつか提案している。もっとも、ここでの上田の姿勢は、今存在する基準的言語を徐々に

標準語に適した形にしていこうとする穏やかなものに留まっていた。

しかし、1900年の「内地雑居後に於ける語学問題」では、この姿勢は突如として急進的なもの

へと変化した。その題名が示す通り、上田がこの時点で憂慮していたのは、1894年における欧米

との第一次条約改正に伴って生じた内地雑居問題であった。日本国内における外国人の居住と移

動の自由を認めたことは、人々の間に大きな動揺と心理的抵抗を与えた。言語学者であり、「国

語」論者である上田はこの問題の中に、西洋人との交流が盛んになる事で、日本語が西洋語に脅

かされる可能性を見出したのである（イ 1996	:	140）。

ただでさえ当時の日本、ことに大都市東京で話される言葉は実に多種多様であった。そのた

め、上田が当初期待していた緩やかな変化による標準語の自然的な成立は到底のぞめるものでは

なかった。これら二つの状況から、上田は次のような結論を出すに至る。

一日も早く東京語を標準語とし、……これが文法を作り、これが普通辞書を編み、広く

全国到る処の小学校にて使用せしめ、之を以て同時に読み・書き・話し・聞き・する際

の唯一機関たらしめよ。（筑摩書房 1968	:	134）

さらに1900年代に日清・日露戦争を経験した日本が、それまで以上に国民国家形成を加速させ

ると、統一された国家語としての国語および標準語の構築もまた、急がれるようになった。そう

した要請を受けて、1897年に東京帝国大学国語研究室が、1902年には文部省国語調査委員会が

設置される。上田万年は、両者における中心的存在として標準語制定の指揮を執ることになる。

そのためにまず着手したのが、全国的な方言調査である。この調査を通じて、日本の大多数の人

間が生活言語として用いていた方言は、「国語」を頂点とする言語ピラミッドの中に体系・系統

づけられ、標準語という存在を通してのみ記述されるものとなったのである（安田 1999	:	100-

101）。

一方で、標準語制定の方針に変化が見られたのと同様、方言に関しても上田はその姿勢を転換

した。国語調査委員会の全国方言調査を受け、各地方ではこの時期、「方言集」が盛んに刊行さ

れた。その中の一つである『佐賀県方言辞典』（1902）の「序」として、上田による書簡が掲載

されている。以前は標準語の普及拡大のみを訴え、方言に関してはさほど言及していなかった上

田は、ここでは国語統一の方策として、教育における方言矯正の必要性を明確に述べている。こ

の点について、安田（1999）は次のような分析を行っている。
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「国語の統一」と「方言の矯正」とは必ずしも等価ではない。「国語の統一」をしてお

いて「方言の矯正」をしないということも十分にあり得る。現実問題としてはそうせざ

るを得ない。しかしそれを等価と思ってしまうことが、教育の場での「方言」への圧力

を加速する原因となっていく。（安田 1999	:	119）

ここに至って、方言は標準語の普及、ひいては近代国家に必須である国語の統一を阻害する要

因として、矯正・排除されるべき存在へと変化した。次項ではさらに、この認識が大正期にどの

ような形で定着していたのかという点について、一般雑誌に掲載されたひとつの論説を採りあげ

る。

３．大正期における言語および方言観
上田の「国語」観に基づいた標準語制定の動きと、それに伴う方言に対する認識の変化が一般

にも定着した様子を示す一例として、1914年に一般誌『中央公論』上に掲載された論説記事を採

りあげたい。「亡国的教育を排して興国的教育を奨む」と題されたこの論説は、当時慶応大学教

授であった向軍治により著されたものである。同年7月の第一次世界大戦の勃発を受けて、「国民

教育」の再定義をはかろうという意図で書かれたこの記事の中に、当時の言語観とでもいうべき

ものが如実に現れている。長くなるが引用する。

…発達したる思想のある所には発達したる言語のあると同時に、発達したら（原文マ

マ）言語のある所には発達したる思想が又必らず伴ふ者である。之に反して言語が不明

瞭で、思想伝播の用も十分に足すことが出来ないと云ふ場合に於ては其不明瞭なる言語

は又思想をして不明瞭ならしめるところがあるのである。我国に於ても東北地方の人は

言語が甚しく不明瞭なのであるが、東北人の頭脳を解刻して見ると、言語が不明瞭な丈

けではなくて、其不明瞭の言語の裏面には不明瞭なる思想が潜んで居るのである。之は

明瞭なる言語によって頭脳が啓発を受けないので、発達すべき頭脳も発達しないで済む

と云ふ事から生じて来る現象である。此点から云へば言語の発達して居ない国は言語の

発達して居る国に比べると文明の程度が低いと云ふ事が立派に云はれるのである。

向の言語観は、次のようにまとめられる。言語が明瞭であれば、思想も発達しており、それは

同時に、頭脳が発達している証左である。また、そのような言語を持つ国は、文明の程度も高

い。逆もまた然りである。不明瞭な言語は頭脳の発達を妨げ、結果として不明瞭な思想を伴う。

従って、文明の程度が低い国は、言語もまた未発達である。つまり、言語は思想ないし頭脳、ひ

いては文明の発達と比例関係にある、というのが向の主張である。

また、「不明瞭な言語」の例として、真っ先に挙げられたのが、東北地方の言語、つまり方言

だということに注目すべきだろう。つまり、方言は「不明瞭で、未発達で、非文明」的な言語の

代表例として捉えられているのである。従って、向の描く「国民教育」の姿――国民全体をひと
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つの大きな団体とみなし、各個人の差異を無くすことを目的とする――から考えると、思想や頭

脳の発達を妨げるばかりでなく、地方によって差異のある「方言」は、近代国家において矯正さ

れるべき対象に他ならない。以上のような論の展開により、向は方言矯正をとなえるのである。

向のこの論説は、当時において特に奇抜な主張を行っているものではない。前項で見た通り、

明治以来の国語に関する諸政策の結果、「国語」とその具体的な姿である標準語は、近代国家に

とって必須の要素であるとされ、国民は皆、その「話者」であることが求められた。そして反比

例するように、人々の生活言語である方言は、国語の拡大、ひいては国家の近代化を妨げる要因

の一つとして扱われるようになった。従って、向の視点から見れば、方言を使い続ける事はこの

論説の題名にある通り「亡国的」な行為であり、即刻の是正が「興国」のために必要だとされた

のである。

４．学校教育の傾向
（１）戦間期における学校教育の動向

第一次世界大戦を境として、国内では教育改善の声が高まった。主な目的は、さらなる帝国主

義的発展を目指した国民教育の強化および国力・国防の充実であるが、その背景には、この時期

に高まった民主主義運動がある。第一次世界大戦中に起こったソビエト社会主義革命およびドイ

ツ革命により、世界資本主義に綻びが生じた。政府は、これらの革命に影響された民衆の政治的

要求運動が高まり、最終的には革命的エネルギーに繋がる事を警戒し、予防策のひとつとして教

育改革を急務としたのである。

寺内内閣は、教育に関わる全国的な課題に取り組むべく、1917年9月21日にそれまでの教育調

査会を廃し、内閣直属の諮問機関として、臨時教育会議を設置した。この教育会議は1919年5月

23日の廃止まで、多くの教育改革の方策を審議決定、答申した。ただし、その答申内容は、教育

の根本的改革というよりは、明治以来の教育制度を時代の要求に沿って部分的に改編・拡充した

ものであった（大分県教育委員会	1976	:	721）。これらの答申は、大分県教育会の会誌や新聞紙

上を通して県下の各校に伝えられた。結果、実科教育の振興、個人および国民道徳の自覚などが

強調されるようになった。

一方で、従来の絶対主義的教育による記憶一辺倒の教育法では、これらの要求に応える事がで

きないという声が高まった。臨時教育委員会もこれを無視することはできなかった。その結果、

例えば小学校教育について、生徒個人の理解と応用力の伸長を目標とする事、画一的教育法の弊

害を避けるために地方の実情に合わせた教育方法を採用する事などが答申に盛り込まれた。かと

いって、これら全てについて国家が政策的に具体化する事は極めて困難であった。中野（1998	 :	

111）が指摘するように、このような経緯が、民間教育運動としての性格を持つ、いわゆる大正

自由教育運動が各地で展開する背景となったのである。

この教育熱は、結果的に全国的に拡大した。各学校では、教員による研修や研究会が盛んに行

われ、新しい教育動向を実践に移すべく、教育方法などが研究された。それに伴い、学校施設そ

れ自体や備品の充実などが必要とされたが、そのための諸費用は市町村の負担におうところが
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大きく、各所の要望に応えきれないのが実情であった。大戦後の深刻な景気の悪化に加え、県内

では1918年のインフルエンザの大流行や風水害による不作などが相次いで起こった。同年に義

務教育費国庫負担法が成立し、国庫負担金が増額されるなど、地方の負担を抑える試みがなされ

たものの、地方における教育改革は、実際のところはなかなか進まなかった。大正末期には、続

く経済不況の影響でこれらの新教育は、それを支える自由教育の思想とともに行き詰まりが生じ

た。国民の体力増強をうたって力を入れた体育教育ではスポーツ観戦の方に熱中し、学科指導

でも教員による、いわゆる「手抜き」指導が見られるようになった（大分県教育委員会 1976	 :	

730）。

このような状況が一転するきっかけとなったのが、1923年9月1日に起こった関東大震災であ

る。震災後、11月に出された「国民精神作興ニ関スル詔書」を受け、各地では学校、官庁を通じ

てこれを徹底させた。大分県でも、後藤知事による各所での訓示、前大分中学校・大分師範学校

長であった鎌田文相の来県および講演、大分県教育会の会誌上における詔書の詳細な分析と主要

項目の掲載などが行われた。その結果、派手な学校行事の自粛、節約の奨励、運動による心身の

鍛錬などがうたわれるようになった。これらは総じて「国民精神」という曖昧で実体のない言葉

に還元され、学校教育では子供達にこの「精神」を植えつけるべく、教育内容や指導法が今いち

ど見直されるようになったのである。

同時的に、日本は政治的にも反動化する方向へ進んだ。1925年の治安維持法成立により、反

体制的、あるいはそれに繋がる思想を含む運動は弾圧されるようになった。大正自由教育も、体

制内にとどまらない限り、権力による干渉と弾圧を受ける恐れが生じたのである。しかし、中野

（1998	 :	240）の指摘によれば、そもそも大正自由教育は、反国体・反体制的性格は希薄であっ

た。明治以来の教育方法へのアンチテーゼから生じたものとはいえ、その内実は、日本資本主義

の帝国主義的発展がもたらす諸要求の教育への反映であり、天皇制国家構造を否定するものでは

なかった。従って、「国民精神」の深化が教育の場ではかられた際、それが続く昭和期における

ファシズム教育に結びつき、大正自由教育運動が退潮の方向を辿ったのは、ごく自然な成り行き

ともいえるだろう。

（２）国語教育――教科書改訂とその内容

時代的精神としてのデモクラシーは、全国的な地方中心主義の風潮を生んだが、標準語教育

に関して言えば、少なくとも中央政府がその方針を変えた様子は見られなかった（宝力 2005	 :	

36）。明治後期から始まった国語調査委員会による言語調査の研究成果は、大正期に入って『口

語法』（1916）および『口語法別記』（1917）にまとめられた。それまでは理念が先行し、具

体的な姿を伴わなかった標準語は、これによって初めて現実の形を与えられたのだといえる。森

岡（1991	:	164-166）はこの二著について、明治30年代の口語文典の集大成であるとし、以降の

標準語確定の原点になったと評している。

時を同じくして、国定教科書の改訂（1918）および小学校令の改正（1919）が行われた。

従って、大正期には国定Ⅱ期教科書（1910～1917）および国定Ⅲ期教科書（1918～1932）の
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二つが使用されたことになる。国語科についていえば、Ⅲ期教科書は第Ⅱ期を修正した形の「尋

常小学読本」と国定第Ⅲ期「尋常小学国語読本」の二種類が用意され、小学校による自主的採択

が認められていた。話し方教育の観点から第Ⅲ期の国語教科書を分析した渡辺（2004	:	20）は、

その特徴を以下の様にまとめている。

① 明治期の教科書（Ⅰ・Ⅱ期）と比較して口語文の採用が多く、長幼尊卑に基づいた

敬語の規範的な用法が確定している。

② 直接話法のある教材が増え、スピーチ・対話・会話場面を扱った教材によって私

的・公的場面でのコミュニケーションのあり方が示されている。

③ 明治期の教科書に引き続き、人間関係を形成する上での基礎的能力である「挨拶」

の重要性が低学年で示されている。

④ 明治期の教科書に引き続き、討論教材が採択されているが、内容には違いがある。

国定Ⅰ・Ⅱ期と比較した時、Ⅲ期の国語教科書には口語文による会話・対話場面が多く採用さ

れている。また、長幼尊卑の原則が示されることで、相手によって話し方がどう変わるかとい

う、会話に関する社会的規範が教えられたのだといえる。

なお、主資料の著者である手嶋氏は1920年に小学校に入学しており、尋常小学校一年次の国語

の授業の描写から、「尋常小学国語読本」を使用したことが分かっている。

Ⅲ．主資料とその背景

１．主資料の性格
本稿の主な分析対象とした資料『懐しの別府北校』（1981,	以下『北校』）『懐かしの別府北

校 追記』（1994,	以下『追記』）は、著者の手嶋宗一郎氏が自らの小学校時代について、記憶

をもとにして書いた自費出版による冊子で、学校を中心とした当時の生活の様子が子供の視点か

ら綴られている。これらの資料はいずれも、著者の記憶が比較的新しいうちに記されたという点

に特徴がある。『北校』は卒業の半年後、筆者が14歳の時に3か月（1928年11月17日～1929年

1月5日）かけて記録したものを、原文のまま掲載したものである。『追記』は、『北校』に掲

載されなかった原稿を著者自身が後日発見し、まとめたもので、執筆時期は明確でないものの、

『北校』の原稿とほぼ同時期に書かれたことが、『追記』のまえがき部分に記されている。

本章では、同資料の本文中に頻出する会話文と、そこに数多く含まれる方言が分析の主な対象

となる。これらは、当時の方言を記述言語学的に捉える上でも貴重な資料の一つとなり得るが、

当時の人々による言葉の使われ方の一端をうかがい知ることもできるという点で興味深い。ここ

では後者に注目して分析を行う。その際、標準語と方言という二つの言語形式がどのような状況

下で使い分けられるのか、という点を説明するにあたっては、やはり同一言語内の二つの変種を

対象として取り扱ったBlom/Gumperz（1972）によるコード切替えの研究とその分類に依拠する
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こととする。

２．著者とその言語歴
著者の手嶋宗一郎氏は1914年、大分県別府市に生まれた。1919年4月から一年間を、当時別府

で唯一の幼稚園であった別府幼稚園（別府南尋常高等小学校附属）で過ごし、翌1920年4月には

尋常科に入学した。一年次は浜脇町の別府南尋常高等小学校へ、それ以降は別府町の別府北尋常

高等小学校に所属している。当時、同校には尋常科1500名前後、高等科380名前後が在籍してお

り、特に尋常科の生徒数が年々増加していたため、本校だけでは全員を収容しきれず、分校の建

設が進められていた。これは1922年に野口分教場として開設され、手嶋氏はここで尋常科四・五

年次を過ごした。六年次には再び本校に戻り、1926年3月の卒業を迎えている。同4月には高等科

へ進み、2年後の1928年3月、高等小学校分立前の最後の卒業生として小学校生活を終えた。

学校での彼は学業面での成績はよく、教師や他の生徒からの信頼を得ていたようである。学芸

会では何度か代表に選ばれており、教師不在の際には代講もしていたことが両資料に記されてい

る。また、学級内で起こったもめごとを彼が度々仲裁していること、生徒による選挙で級長にも

選ばれている事などから、学級のまとめ役であったことがうかがえる。

高等小学校卒業以降は家業の建具職を継ぎ、1940－1941年、1944－1945年の二度の応召以

外は、一貫して別府市内に在住した。従って言語歴としては、ほぼ全てを大分中部方言域で過ご

しているといってよい。

３．基礎的分類
分析を始めるにあたって、主資料の基本的なデータを整理しておきたい。

『北校』『追記』はいずれも、幼稚園から尋常小学校、高等小学校まで、一学年を一章とし

て、全9章で構成されている。その他、筆者による前書きと後書き、『追記』には付記として手嶋

氏が紹介された新聞記事の掲載がある。

各章はトピック毎に小項目がたてられ、筆者がその時期に体験した・見聞きした事が断片的に

記されている。各項目の長さは数行から数ページに及ぶものまで様々である。これらのほぼ全て

に直接話法が使われている。学校生活を中心に記述したものであるため、特に学内外での友人と

の会話、次いで教師とのやり取りが多い。また、家族・親戚との会話も比較的多く見られるが、

他にもさまざまな人物と言葉のやりとりを行っており、この年代の少年を取り巻く世界が意外な

ほど広い事を示している。

各項目をBlom/Gumperz（1972）のいう「背景」「状況」「出来事」のうち、「背景」によっ

て大きく分類すれば、学校に関連するものと私的領域、例えば家庭や地域に関わるものに分ける

事ができる。ここでは、標準語の使用が顕著であった前者に焦点を置いて分析を行う。学校に関

連する項目はさらに、学校の敷地内とその外での出来事に分けられる。

（１）学校内：授業中のこと（教師の談話、友人との会話、授業内容など）
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授業外のこと（休み時間、掃除、教師不在の折の自由行動など）

行事（学芸会、運動会、始業式・終業式・卒業式、記念日の行事など）

学校生活に関わる事物（施設、制度、弁当、通信表、流行の遊び、歌詞

や読物の転載など）

（２）学校外：行事・課外授業（遠足、旅行、神社参拝、少年団の活動など）

次章では、(1)(2)における会話について、それぞれの「状況」や「出来事」も鑑みつつ、資料か

らの引用を交えながら考察を進める。

Ⅳ．資料の分析――標準語と方言の境界線

１．学校内での会話
（１）教師との会話

1919年の小学校令改正によるカリキュラムの変更で、地理・日本史が各数時間増えたのとは対

照的に、国語関連の授業時間数は減少した。地理・日本史の増加については、帝国主義的発展を

目指して「国民的精神」形成を求めるこの時代の要請だと考えられる。代わりに国語の授業数が

減ったことについて鈴木（2003	:	105-106）は、均質な「国語」の普及が進み、国語の授業にそ

れほど多くの時間を割く必要性が薄れたからだろう、と推測している。確かに、手嶋手記におけ

る学校内での会話場面でも、教師だけでなく子供達もごく自然に標準語を理解し、使い分ける様

子が見て取れる。

まず、授業中に行われた教師を含む会話場面から分析を行う。当時、少なくとも授業において

は、教師は標準語を使うことが求められていた。上田万年は1895年の時点で既に、教員の言葉に

ついて「中央集権主義」的統一を主張しており、方言の使用には否定的であった（安田 1999	 :	

94）。1918年に大分県の師範学校で行われた読方研究教授の記録では、教師・生徒ともに標準語

でのやりとりが行われている。その一部を引用する。

一、復習・小目的の指示

１ 教師「上杉謙信」と板書し、「きのうは、この強い大将のことを調べたね。きょう

は先に進みましょう」一緒に読ませる（一か所誤読す）こんどは誤らないようにと注意

していっしょに読ませる

２ （教）「それではお話をいたしましょう」陣取図を提示しながら、「この山の上に

陣取ったのは誰か」（児）「謙信であります」（教）「信玄はここにいて、どんなこと

を考えましたか」（児）「謙信を挟み討ちにしようと考えました」……

（大分大学教育学部附属小学校 1983	:	51-53）

手嶋氏が通学した別府北小学校でも、教師の多くが授業中には標準語を使用している。 ま
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た、教師の問いかけ等に対し、生徒も基本的には標準語で受け答えしている。

T1:	一学期最後の図画の時間「夏休みに、何でもよいから日数をかけて、絵を描き、二

学期になったら出して下さい。賞をつけますから」と、大津先生は言った。（手嶋

1981	:	113）

T2:	生野先生は、笑いながら、「皆に尋ねるが、フランスのナポレオンの絵や写真等

で、平服の姿を見たことがあるかな。」と言った。……「先生。軍服の絵しか見たこと

がありません。」と、ひとりが言った。（手嶋 1994	:	35）

ただし、生徒の言葉遣いは流動的な部分もある。その多くのケースは、授業中ではあるが雑談

に近いやり取りで行われている。

T3:	突然「あいたあ」と、大きな声を張り上げた者がいた。皆、驚いた。岩本だった。

先生が「岩本、どうしたんか」と言うと、「あん、グチの奴が、うちん足をわざっと

しゃんと踏んだにい」と言った。（手嶋 1981	:	141）

T4:	「先生、そげな事、ほんとですか。」と、言う奴が出てきて、大笑いした。生野先

生も笑いながら、「実際見たのじゃないから、絶対と言うことはできないが、昔話と思

えばいい。」ワハハーと、先生も一緒に笑った。（手嶋 1994	:	35）

T5:	（先生の話に対して）質問が出てきた。「金を拾って、警察には出さんのです

か。」（手嶋 1994	:	66-67）

T3のように、ほぼ完全に方言を保つ例はそれほど見られず、多くの場合、T4やT5のように、

方言と標準語が混在する形で教師とのやり取りを行っている。これは、Auer（1984）のいわゆる

「コードの揺らぎ」と類似しており、学校という背景において使用を推奨される「標準語」の中

に、子どもの生活言語の基礎となる方言の要素が、比較的安定した形で残存している例だといえ

る。

さらに、教師が自ら方言を用いて生徒に話しかけるケースも見られる。これは、授業中であれ

ばやはり雑談めいた場面（T6）、または授業外での場面（T7）に多い。

T6:	（運動会の翌日、授業そっちのけで）等にかからなかったのを残念がった話が、い

くつか出てきた。すると、皆の話を聞いていた先生が、笑いながら、「等にかかる者は

少ない。かからん者が、多いんじゃ。そげえ、くやむことはねえ。賞品だって、そげえ

いい物はくれん。羨まんでもいい。」と、言った。（手嶋 1994	:	31）
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T7:	休み時間、松尾が砂原の松の木に小便をひりかけているのを、週番の先生に見つ

かった。（先生は）「松尾は、なぜ便所に行かんのか」（松尾は）「行きうせんかった

けん。それに、松に小便をやるとコヤシになるけん」と言った。先生は笑いながら「バ

カ言うもんじゃねえ。古い小便なら肥料になるが、新しい小便は肥料になりどころか、

枯れてしまう。これから気を付きいや。便所に行きうせんなんかあるもんか」「ヘイ」

（手嶋 1981	:	120）

T6の場合、運動会の興奮が冷めない生徒達の会話が授業をよそに盛り上がっており、教師は後

からそこに参加する形で発話している。また、T7は生徒の不行跡をとがめる場面であるが、教師

が「笑いながら」発話した点から、叱責するというよりはむしろ雑談の延長線のような形で注意

を行ったと考えられる。このように、教師が方言を使用することで、結果的にその場の雰囲気が

軽くなった場面は、他にも見られる。

T8:	「何か、質問はないかな。」と、先生が言った。たった今、授業が終わったところ

で、“何の質問があるか”と、誰も手を上げない。すると、先生は、仇討ちでもするつも

りか、「ほほう、質問のないところをみると、よく覚えているんだな。では、先生から

ひとつ質問しよう。」と、反対に質問を始めた。ところが、また、誰も手を挙げない。

俺達は、わざと手を挙げないのだ。今度は、先生も困った。「何かやあ。1人もでけんの

か。あんまりじゃねえか。」すると、皆はワハハーと笑った。（手嶋 1994	:	50）

この例では、はじめは標準語を使用して授業を行っていた教師が、自らの問いかけに反応が全

くないことに対して、最後は方言でコメントを述べている。ここで教師は標準語から方言への

コード切替えを用いることで、自らに対する生徒の「からかい」を許容したことを示している5。

このように、『北校』『追記』での記述においては、教師は基本的には標準語を使うという全

体的方針に沿いつつも、自らも場合に応じて方言を使用している。また、生徒の言葉遣いに対し

て細かい訂正を加えるような厳しい態度をとる様子は見られない。例外的に、以下のような場面

が一か所見られた。

T9:	ある朝、廊下にいた者が「先生が来た」と、皆に知らせた。先生は教室に入ると

「先生が来た、来たなんか言うな。きた、きたじゃ犬かネコだ。これからは“おいでた”

と言え」とやられた。皆、黙っている。先生は用事をすますと教室を出た。すると「た

5	 この例からは、教師がコード切替えを意識的に行ったかどうかをうかがう事はできないが、筆者が行った聞き
取り調査で、小学校教師の職にあったインフォーマント（70 代男性）が「戦略的な方言使用」に言及している。
彼によれば、生徒の理解を助ける、教室の雰囲気をやわらげる等の目的で方言を意識的に使う事は、同年代の
多くの教師が用いていた方法だという。
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だ今、先生さまが教室をお出りなさいました」「今、階段をおくだりあそばされており

ます」と誰かが言った。（手嶋 1981	:	89-90）

ここで教師は、生徒に対して敬語使用を促している。ただし、教師が提示した「おいでた」と

いう形は、標準語の語法としては誤りであり、当時の大分・別府・速見の地域に見られた方言的

な敬語法で、「来る」の尊敬表現である。

昭和初期に著された三ヶ尻（1937）の方言研究によれば、大分県の方言は、九州の他地方のよ

うな発達した敬語法に乏しい。現在も使われる標準語「いらっしゃる」という語は、これらの地

域ではもともと使われておらず、この時期にはその代りに「おいでる」という方言的敬語法が拡

大しつつあった（三ヶ尻 1937	 :	124）。他の小学校の生徒による回想でも、同様の記録が見ら

れる。

O1:	（修学旅行で）出かける前に荷宮先生から「旅先では行儀よくして立石の方言など

使わないように」と注意を受けた。そしたら、駅で誰かが「先生、汽車がおいでよる」

といったものだから、みんなが大笑いして、…（1916年卒業生の松本ヨシエによる回

想、別府市南立石小学校 1975	:	49）

また、T9での生徒の言葉からも、当時の言語使用の様子がうかがえる。「お出りなさりまし

た」は、「接頭語お＋出る＋なさる＋ます」を組み合わせた敬語法だといえる。この、接頭語

「お」＋動詞という形は汎用性が高かったようで、三ヶ尻（1937）の例では、「オカエッタ（お

帰りになった）」「オユータ（おっしゃった）」等が挙げられている。また、ナサル＋マスの複

合形は、大分県の各地に見られた語法で、その時々で音変化を伴い「聞きナサレマス」「行きナ

サッス」「読みナハンス」等といった形で使われる。「出る」の活用については、本来ならば

「出なさる」となるところ、「出りなさる」となっている。これは上下一段活用がすべてラ行四

段活用となる大分方言の特徴に準じるものとも考えられる。

このような事から、教師、生徒ともに「敬語法」というものの存在や、それが必要となる場面

などは十分に知っているものの、実際使用する場合、標準語による「正しい」形をさほど意識し

ていなかったことがうかがえる。従ってこの時期、標準語法による敬語表現は完全に定着してい

たとは言い難い。

さらにT9では、教師が出て行った後に見られる生徒の様子から、敬語使用に対する「茶化し」

の態度が見られる。いわゆる「良い言葉」と、そこからイメージされる「良い子」に対する消極

的態度は、次の文章にも見る事ができる。

T10:	高二が四学級ある中で、隣りの二十三学級は友達同志、名を呼ぶのに「・・君」

と、君づけが多い。言葉のよい事はよいのだが、オレ達にはどうもシックリしない。

「よい、聞いたか。隣りの連中の言葉。・・君だと。ヘソが茶を沸かす」と、オレ達は
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この調子だ。（手嶋 1981	:	92）

話題になっている学級が、どのような経緯で「～君」という敬称を使用するようになったのか

は、資料からは分からない。ただ、「四学級ある中で、隣りの二十三学級は…」と取り立てて述

べている事から、友人同士でこの敬称が多く使われていたのは、ごく限定された範囲の話である

ことが推測される。ここで、手嶋氏は「～君」という敬称について、良い言葉であるという認

識は持っている。そして、「言葉のよい事はよい」としながらも、自分たちには「シックリしな

い」と、違和感を表明している。その違和感は、敬語使用について同級の生徒が示した態度と同

じ様に、「ヘソが茶を沸かす」という、「よい言葉」に対するからかいの表現となって表れてい

る。

（２）生徒同士の会話

教師に対して生徒が、その場面に応じて言葉を使い分けつつ、基本的には標準語、あるいは標

準語の文体を交えて話していることは前項までの例で明らかであろう。これに対して、生徒同士

の会話では何らかの規則が見られるだろうか。まず、同級生との会話場面を検討してみよう。

T11:	この日の午後、帰る用意をしていると、車と河野が印刷物を持って来た。（※私た

ちは）「何かと思うたら、子供愛護デーか。冗談じゃねえぞ。いつまで子供か」「こげ

なもんを持って帰って親に見せらるるか」「親に見すると“バカ言うな”と叱らるるぞ」

あっちこっちで大笑いだ。（手嶋 1981	:	93）

T12:	オレの隣りにいた安部は授業時間いつも「出る鐘が鳴らよいのう。早う鐘が鳴りゃ

よいのう」と、口癖のように言っていた。「始まったばかりじゃにどうして鐘が鳴る

か」と、オレはよく言った。（手嶋 1981	:	28）

T11は授業が終わった後の教師不在の場面、T12は授業中の私語である。教師の在・不在に関

わらず、いずれも同級生同士という状況において、標準語は一切使われていない。また、前項と

同様、教師の側でも、生徒の方言使用に関して、特に注意を行っている様子は見られない。これ

を、標準語教育の極端な例として示される沖縄の場合などと比較した際、別府北小学校での言語

指導の方針が、少なくとも戦間期の時点では政府の期待ほどは厳しくなかった事が推測される。

一方、生徒の間でも上下の関係に応じて言葉遣いを変えている様子は観察される。

T13:	（運動会の後）高二の最上さん（教練の中隊長）が「ちょっと、あん美しい雲を見

ない」と、東の空を仰いで言った。（手嶋 1981	:	79）



Area	Studies	Tsukuba	34	:	203–224,	2013

218

T14:	……六年が二、三人窓際に走って来た。「すみませんが、水を止めて下さい」と頼

むので「ヨーシ、行ってやるぞ」と窓際にいた者が言った。（手嶋 1981	:	108）

T15:	（始業式の日）オレ達は、低学年の式が終わるのを、教室で待っていると、「手

嶋さんは」と、尋四らしい三人が尋ねて来た。「何か用か」と優しく言うと「はい、先

生が“手嶋という人に、やかましいから静かにするように、言ってきなさい“と言いまし

た」と言った。（手嶋 1981	:	151-152）

上級生は下級生に対して方言の使用が許されるが、下級生は上級生に対して「すみませんが～

下さい」等、標準語の文体で会話を行っている。この時期に使われていた国定Ⅲ期の国語教科書

では長幼尊卑の原則が示され、目上の者に対して丁寧な言葉遣いをするよう指導が行われてい

た事が、渡辺（2004）により明らかになっている。生徒たちは、日常的に接する教師には場合

によって若干くだけた表現をしているものの、普段あまり接触のない上級生に対しては、この長

幼尊卑の原則に沿って標準語を用いた丁寧な言葉を使っている様子が、これらの例からうかがえ

る。

２．学校外での会話
（１）学校行事・課外授業

では、学校行事などで学校の外に出た場合に、子どもたちと教師の言語使用には何か変化があ

るだろうか。ここで留意すべきは、彼らが自らの所属する「別府北小学校の教師・生徒」という

立場を保持したまま学校外で行動しているという点である。

T16:（登山の途中、私は級友に）「先に登れ。オレはボツボツ登るわい」と、先に行

かせた。「しっかりしよや」と、先生にも追い越された。……権現神社の見える頃、一

番最後に下って来た五人の先生に追い付かれた。「手嶋は登れんかったんか」と笑われ

た。予科級の渡辺先生に「手嶋よい。小隊長が鶴見山に登れんなんか気のどきい事はね

えか」とひやかされた。（手嶋 1981	:	80-81）

T17:	（修学旅行の）途中、新婚らしい二人連れに会い（※生徒たちが）「ヨー美人じゃ

のう」「ベッピンさん、こんにちは」等とひやかした。和田先生は「お前達はどもなら

ん。あんな事を言うもんじゃねえ」と言うと「でも先生、二人を喜ばせてやったんでい

いじゃねえですか」と言い返す者がいて、皆、大笑いした。（手嶋 1981	:	98）

いずれも学校内とは若干異なる言葉遣いの様子が観察される。特に教師の側の方言使用が目立

つ。T16では、登頂を断念した手嶋少年が、教師に方言で「ひやかされ」ている。また、T17は修

学旅行の一場面で、他の乗客をからかう生徒達に注意を行う教師が方言を用いている。それに対



Area	Studies	Tsukuba	34	:	203–224,	2013

219

して言い返した生徒の言葉の内容と、その後「皆、大笑いした」となったことから、この教師の

態度と口調が、本気で叱責するものではなかった事が推測される。

この例とは対照的なのが、以下に引用するT18である。

T18:	七月十一日 国旗制定記念日、少年団のオレ達は、放課後手分けして、国旗に関

する事を書いた広告紙を町中に配って歩いた。「明日は国旗（日の丸）のできた日です

から、国旗を立てて下さい」と言って歩くのだが、皆、きまり悪がっていた。（手嶋

1981	:	112）

知らない家を訪問する居心地の悪さか、標準語を使う事への気恥ずかしさか、この行為に関し

て手嶋少年は「皆、きまり悪がっていた」という感想を述べている。後者の場合であれば、先述

のT9・T10でも見られた「良い言葉遣い」に対する消極的態度であるといってよい。「明日は

…立てて下さい」という口上は、おそらく教師から事前に指示されたものであろう。ここでも、

学校の外ではあるが、高等小学校の生徒であり、同時に少年団に属する者として発話する、とい

うある種の公的な立場上、方言ではなく標準語を使用するよう指導が行われたと考える事ができ

る。また、生徒の方でも、T16・T17とは異なり、「きまり悪が」りつつも、おそらくは指示通り

に標準語を使用していた様子がうかがえる。

両者の違いは、公的性格の強弱にあるといえる。前者は旅行や遠足といった、生徒が比較的開

放的で私的な部分を出しうる学校行事であり、公的な色合いがそれほど強くない。それに対し

て、T18は学校の生徒としての立場に加え、「国家」の記念日に関して周辺住民に依頼するとい

う、「状況」「出来事」ともに公的性格が強い場面である。教師の側も、このような要素を考慮

して、生徒の言葉遣いを普段よりは厳格に指導したと考えることは可能だろう。

（２）その他の場面	

次に、どちらかといえば私的領域に属する背景ではあるが、発話者が学校内での立場を保った

ままの状態で会話を行った場合をとりあげて分析する。まず、手嶋少年らが学校の友人宅、ある

いは担任教師宅を訪問した時の例を以下に引用する。

T19:	九月のはじめ、車と井伊と三人で大津の家に遊びに行った。…（中略）…（※私た

ちが）「ごめん下さい」と言うと、家の人が「遊びに出ていますが、すぐに帰りますか

ら、どうぞお上がり下さい」と、大変丁寧だった。（手嶋 1981	:	77-78）

T20:（※私と佐藤が）「ごめん下さい」と言うと、先生のお母さんが笑いながら出て来

た。「裏の離れにいますから。どうぞ」と言ってくれた。裏に行くと、先生のお父さん

がいて「さあ、お上がり」と、廊下のガラス戸を開けてくれた。障子を開けると「よう

来たなあ。さあ入りよ」と先生は言った。「皆、元気か。別に変った事はないな」「ハ
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イ」「昨夜は、近松先生達が来て松栄館に映画を見に行ったが、眠ってしもうた」「何

え！病気で学校を休んじょるのに映画に行ったんかえ。そじゃけん快うならん」とオレ

が言ったら「そうじゃのう」と笑った。（手嶋 1981	:	67-68）

いずれの例においても、手嶋少年とその友人は「ごめん下さい」という、丁寧な挨拶の表現を

用いて来訪の意を告げている。また、訪問先の家人も、いずれの場合も標準語で応対している。

ここで興味深いのは、家人の言葉遣いに対して手嶋少年が「大変丁寧だった」という印象を持っ

た箇所である。これは、手嶋少年の周囲、特に身近な大人との会話では、普段聞かれない類の言

葉であったことを暗示する。

また、T20では、教師・生徒ともに、一連の会話の中でコードの切替えを頻繁に行っている点

で特徴的である。手嶋少年らを迎える時の教師は方言であるが、学校での様子を尋ねる時は標準

語に切り替えている。その後、教師が昨晩映画館に行ったことを聞いた手嶋少年が、方言で反応

している。これは、手嶋少年が思わず発した言葉で、率直な感情の発露と考える事ができる。教

師もそれを受け入れ、再度コードを方言に切り替えている。

これらは前項と同様、学校外という非日常ではあるが、学校に属する立場を保持しているとい

う、いわば境界線にある場合の言語使用の例である。手嶋少年らは「生徒」という属性を明らか

にして友人・教師宅を訪問し、迎えた家人ともども改まった言葉遣いをしている。また、教師と

の会話という一つの「状況」の中でも、「出来事」によって方言と標準語を切り替えながら会話

を進める様子が観察される。

Ⅴ．結論

本稿では、大分県別府市に在住していた手嶋宗一郎氏の二つの手記を素材に、大正時代におけ

る子供とその周辺の人々の言語使用について分析を行った。大正期は第一次世界大戦を経験した

日本が、さらなる帝国主義的発展を目指すために「国民的精神」の形成を学校教育に求め、教育

改革を行った時代であった。また、それまでの時期に上田万年を中心とした国語調査委員会等の

組織が全国的な言語調査を行うことで標準語の構築に力を注いでおり、この二つの要素が重なる

ことで、地方の生活言語である方言は、特に初等教育の現場において徐々に排除をよしとする方

向へと進んでいった。

この全体的傾向が地方では実際にどのように現れていたか、という問題意識のもとに手嶋資料

を分析すると、教師・生徒ともに、「状況」や「出来事」に応じて標準語と方言という二つの

コードを切り替えていることが分かる。具体的な使い分けの様子としては、おおよそ以下のよう

にまとめることができる。

1) 生徒は、教師に対しては標準語の使用を基本としつつ、標準語と方言が混在する形の発話

も多く見られる。両者は授業中かどうか、雑談的要素があるかどうかなどで使い分けられ
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ている。

2) 教師は、授業中は標準語を用いる事が多い。ただし、雑談的要素の多い「出来事」の場合

は方言を使用することもある。また、教室の雰囲気をよくするための方言の使用という、

戦略的なコード切替えを行ったと受け取れる場面もある。

3) 同級生同士では、基本的に方言を用いた会話が行われている。しかし、上級生と下級生の

間の会話では、当時の教科書に示されていた長幼尊卑の原則が適用されており、下級生は

上級生に対して標準語を用いている。

4) 学校に所属する者としての立場を保持して学校外に出ている場合は、その公的性格の強弱

によって異なる言葉遣いが観察された。旅行や遠足等の、比較的開放的な雰囲気の中では

方言、あるいは方言と標準語の混在した形が見られた。それに対し、国の行事等の公的性

格が強い「出来事」が関連する場合、教師は標準語の使用を求め、生徒もまたそれに従っ

ている。

教師、生徒ともに敬語法を誤用しているケースや、一部生徒の教師に対する発話が方言に極端

に偏っている例なども散見されたが、それをもって標準語がさほど浸透していなかったという考

察を与えるべきではないだろう。むしろ、標準語・方言と標準語の混在形・方言の三者を「状

況」や「出来事」によって使い分けるという、戦略的な談話構成を行っている様子から、この時

期までに、標準語が人々の間にかなりの程度で入り込んでいたと推測する事ができる。標準語に

対して生徒が時折見せる「気恥ずかしさ」や「茶化し」は、彼らにとって標準語が「自分たちが

本来持っている言葉ではない」ものであると感じていることを示すと同時に、標準語に付与され

た性格――「近代国家の国民」である「良い子」が使う「きれいで正しい」言葉――を認識して

いるからこその感情であると考えられる。

一方で、政府が推し進めていた標準語の拡大と定着を図る教育方針を想起したとき、手嶋資料

では若干意外なほど方言が多用され、教師もそれを許容していた様子がうかがえる。教師自身も

「状況」や「出来事」に応じて方言を使用しており、学校の中ですら、標準語使用は徹底されて

いなかったようである。同時期の他の小学校でも、教師、生徒共に方言、あるいは標準語との混

在形を使う例が見られることから、これが一小学校に限った傾向でなかったことが推測できる。

O2:	私は膝の上で開いた「にぎりめし」を一ツ下に落し、思わず「アアシモウター」と

大声をあげたら皆んなそろって「アアシモウターノオ、秦君」といって、同情してくれ

ました。すると先生が自分の「にぎりめし」を一ツ私の処に持って来てくれて「食べな

さい腹がヘッチョルトカエリキランからね」とおっしゃいました。（1918年入学の秦正

木による回想、大分市立南大分小学校 1976:	p.55）

O3:「今日はあんた達は家に帰されん。教室の後に立っちょりなさい」そういって先生は

教室を出て行かれました。（1928年入学の中村久大による回想、九重町立野上小学校
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1985:	p.65）

以上の様な傾向は、戦間期だけに見られるというわけではない。佐藤（1996）が1987～1989

年に東北地方で行った調査では、9割以上の者が方言と共通語の使い分けを日常的に行っている事

や、地元で共通語を使うことへのためらい等、手嶋資料で観察されたものと同様の特徴が報告さ

れている。ただし、少なくとも明治期の同地域における言語使用の様子には、このような複雑な

使い分けを行う事例は観察されないのである。

O4:	（叱られ立たされた時）白墨をにぎったままだったので、「これもっちょっとく

れ。」と角おいさん（職員）に投げたら、またしかられた。わたしは「こげんことぐら

いでおこられるんならもう行かん」といって、とうとう学校をやめてしまった。（1892

年頃入学の生徒による回想、別府市立南立石小学校 1975:	p.18）

ひとつには、その時期は「標準語」はもちろんのこと、「国語」の定義ですら曖昧なものであ

り、教師の側で言葉遣いの指導をしようにも、話し言葉の「正しい」形がそもそも定まっていな

かったという事情があるだろう。実際、明治前期時点の当該地方で行われた言語指導は、どちら

かといえば「明瞭な言語は明瞭な思考を表す」という観念のもとに、口ごもりや言いよどみ等の

「不明瞭な」語尾・発音に集中していた傾向があり、方言について特に言及した例はほとんど見

られない（Ichimiya	2011）。そのような状況下においては、戦間期に見られるような言葉の使い

分けは、学校内ですら行われていなかったといえる。従って、上記のような傾向は、明治期の国

語政策、特に後期に盛んであった標準語拡大の結果の表れであると同時に、現代にも続く言語意

識の萌芽であると解釈して差し支えないだろう。

昭和前期に入ると、学校内での方言使用に対する許容の度合いは徐々に変化する。筆者が行っ

た聞き取り調査では、昭和前期に小学校時代を過ごしたインフォーマントの多くが、授業中は私

語ですら方言使用をとがめられた、という経験を持っていた。今回の分析でも観察された「公

私」の区別によるコードの切替えは、昭和期になってより厳密になり、学校の生徒という公的立

場にある以上は須らく標準語の使用が求められるようになる。また、それ以前に「国民」である

事自体に公的性格が付与され、方言は戦間期以上に標準語の背後に追いやられることになる。と

はいえ、地方において標準語はあくまで「よそいき」の言葉であることが、筆者の聞き取り調査

から分かっている6。国家の状況に応じて標準語がその勢力を拡大する一方で、方言がその「完全

な勝利」（バーク	2009）を許さず、「私」の部分や時には「公」の部分でも標準語の中に混在

する形で生き残る様子を描写することが、今後の課題の一つとして挙げられる。

最後に、筆者が今回の調査で試みたミクロヒストリーによる対象へのアプローチは、いわゆる

全体史が提示する社会像からは見えない個人の活動あるいは経験を描くことで、対象に新しい解

釈を与え得るという利点がある。本稿の場合でいえば、対象時期において主に初等教育の場で徹

底されていたとされる標準語教育の方針が、地方の小学校では建前上のものに留まっており、
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実際は方言が多用されていたことが分かった。ただし、この調査結果はあくまで一人の少年によ

る描写の分析から得られたものであり、これをもって当時の地方全体の傾向とすることはできな

い。歴史家のジョヴァンニ・レヴィの言葉を借りれば、ミクロヒストリー研究によってより広範

な一般化は「可能である」ものの、今回の観察は「相対的に狭溢な範囲内で、実例というよりは

むしろ実験として行われる」（Levi	1991）類のものである。本稿では、資料の解釈に客観性を持

たせるために社会言語学の分析方法を用いた。これに加え、例えばストーラー（2007）のように

当時の統計的資料を併用する等しながら、対象に対する適度な「親密さと距離感」（ブルーア

2005）を模索することが、今後の研究全体に関わる課題となるだろう。
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Abstract

	 This	 paper	 aims	 to	 demonstrate	 how	 the	 Japanese	 term	 “dōseiai”	 and	

contemporary	Chinese	term	“tongxing	lian”	were	established	and	to	explore	from	

the	viewpoint	of	vocabulary	exchange	between	 the	 two	 languages	 the	possible	

factors	that	contributed	to	the	establishment	of	each	term.	The	conclusion	consists	

of	the	following	4	points:

（１）	The	Japanese	 language,	owing	to	 the	 translation	of	specialized	books	on	

sexology	from	the	West	from	the	end	of	the	Meiji	Period	until	the	beginning	

of	 the	Taishō	Period,	witnessed	the	usage	of	words	such	as	“dōsei	no	ai”,

“dōseiren’ai”	and	“dōseiai”	as	 translations	of	 the	 terms	Homosexuality	or	

Homosexualität.	However,	these	translations	started	to	converge	on	“douseiai”	

by	the	latter	half	of	the	1910s.

（２）The	Chinese	language,	owing	to	the	translation	of	Japanese	literature	in	the	

first	half	of	 the	1920s,	was	 introduced	to	the	terms	“tongxing	 lianai”	and	

“tongxing	ai”.	However,	the	word	“tongxing	lianai”	was	used	more	often	by	

around	the	1980s.

（３）However,	the	usage	of	“tongxing	lian”	is	also	evident	from	the	1920s	in	the	

research	papers	of	the	prominent	sociologist	Pan	Guangdan.	Eventually,	the	

latter	half	of	 the	1980s	evidenced	the	convergence	of	most	of	 the	similar	

terms	into	“tongxing	lian”.

（４）The	main	factor	for	the	establishment	of	“dōseiai”	in	Japanese	and	“tongxing	

lian”	 in	Chinese	 is	considered	to	be	the	word-formation	power	of	the	kanji	

characters	“ai”	and	“lian”	in	Japanese	and	Chinese	respectively.

「同性愛」と“同性恋” の成立と定着
―近代の日中語彙交流を視点に―

The	Formation	and	Establishment	of	the	Terms
	“Dōseiai”	and	“Tongxing	lian”：From	the	Perspective	of	Vocabulary	Exchange	

in	Modern	Japan	and	China

清地 ゆき子
KIYOCHI Yukiko



Area	Studies	Tsukuba	34	:	225–246,	2013

226

Ⅰ はじめに

近代の日中語彙交流により、日中同形語が誕生する最大の要因について、陳（2001）は、「前

期では漢訳洋書や英華字典など中国から日本へ流出が主流となっているが、後期では日本から中

国へと流れていく」（陳 2001：355）とする1。この日中同形語については、既に数々の研究が

みられる。しかし、中には拙稿（2010）で指摘した、「三角関係」と“三角恋愛”のように構成語

の一部を変えて中国語に定着したものもあり、このような語彙を考察することは、両国の社会的

背景の相違、或いは両言語の言語上の特性が浮き彫りにされるのではないかと推測される2。

本稿で取りあげる日本語の「同性愛」も近代訳語として成立し、中国語にも借用されたと思わ

れるが、現代中国語の規範とされる《現代漢語詞典》には、“同性恋”が収録されており、現代中

国語としては定着しなかったようである3。

ところで、日本語の所謂同性愛を表す訳語については、古川（1995）に詳しい考察がみられ

る。古川（1995）は19世紀末から20世紀初めにかけて考案された数種の訳語を明らかにした上

で、それらを「同種交接・同性的色情・同性性欲・同性欲」などの「同性（間）色情・情欲・

性欲」のグループと「同性の愛・同性の恋・同性恋愛・同性愛」などの「同性（の）愛・恋」の

グループに分類している。但し、「同性愛」という言葉の成立については言及されていない4。

また、黒岩（2008）は、古川（1995）の分類を受け、「同性（の）愛・恋」のグループの中の

「同性愛」が他の語を凌駕した背景には、女性同士の心中事件（1911.7.26）を機に女性の「同

性愛」についての議論が噴出したことにあるとしている。しかし、何故「同性恋」や「同性恋

愛」に定着しなかったのかという疑問が残る。

一方、中国語の“同性恋”の成立や定着に関する先行研究は見られないものの、“恋”によって構成

される語については、「清末になっても中国語の「恋」という漢字は恋を表現する固定用語には

ならなかった」（張競 1993：8）という指摘がある。また、1910年代末から20年代には、“失

1	 陳（2001）の示す「前期」とは宣教師らにより、数多くの英華字典が編まれた 16 世紀後半から 19 世紀末まで、
「後期」とは中国人留学生による日本書物の翻訳が盛んに行われた 1902 年以降である。

2	 拙稿（2010）では、日本で訳出された「三角関係」が、中国語では “ 三角恋愛 ” として定着したのは、所謂三
角関係に対する捉え方に日本と中国で温度差があり、中国においては、たとえ三角関係になったとしても、恋
愛をすること自体の重要性が叫ばれた背景があったことを指摘した。

	 尚、本稿では、特に日本語と中国語の区別が必要な場合、日本語は「 」、中国語は “ ” とし、日本で出版
された文献は『 』、論文は「 」を用い、中国で出版された文献は《 》、論文は〈 〉を用いた。

3	 《現代漢語詞典》（商務印書館）には、1996 年の第 3 版以降、2012 年の第 6 版まで、“ 同性恋 ” が録されている。
また、《応用漢語詞典》（商務印書館、2008）や《現代漢語規範詞典》（第 2 版、語文出版社、2010）において
も “ 同性恋 ” が収録されている。

4	 古川（1995）は、1922 年の「変態性欲要説」（田中香涯）での「同性愛」の訳出をあげるものの、「同性の愛
というふたつの言葉の組み合わせではなく、ひとつの言葉としての同性愛が誰によって考察されたのかは、い
まだ解明されていない」（古川	1995：206）としている。
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恋”や“恋人”のような2字語が日本語から借用され、1940年代には“異性恋”というような言葉も訳

出されており、民国期以降、“恋”により構成される新語が創出された可能性も考えられる5。

本稿では、このような先行研究を踏まえながら、先ず、日本語において「同性愛」という言葉

がどのように成立したのかを確認した上で、日本で訳出された訳語の中国語への借用、及び中国

語での“同性恋”の成立・定着の過程を明らかにしたい。さらに、このような構成語が生じた要因

を探ることにより、言語接触により垣間見られた、言語上の特性を考えてみたい。

Ⅱ 日本語における「同性愛」の成立と定着

１ 「同性の愛」・「同性の恋」・「同性愛」の混用
「性」に関する科学的学問分野が欧米に登場したのは、18世紀半ばから19世紀後半で、その一

つにはドイツ人医師・Krafft-Ebing（1840-1902）著の	Psychopathia	Sexualis（1886）があると

される（斎藤 2000：1）。同書が出版された1880年代半ば、ドイツに留学していた森鷗外は同

書を入手し6、帰国後の1889年には「外情の事を録す」（筆名、台麓学人）を発表している。こ

の中では、所謂女性の「同性愛」を描いた西洋の小説名を紹介する際に「西洋の小説には二女相

愛するの事実を挙ぐるもの枚挙するに遑あらず７」と、「二女相愛する」という言葉が用いられて

いる。また、1894年に	Psychopathia	Sexualis（第４版）が日本法医学会により、『色情狂篇』

（春陽堂）と題して抄訳された際には、「ウリニング」の項で、所謂男性の「同性愛」が「同性

の変愛」という訳語で表されている8。

1909年の鷗外の小説「ヰタ・セクスアリス」では、所謂男性の「同性愛」はUrningという英

語で表され、1911年の小説「青年」では、フランス語のhomosexuelと「同性の愛」という言

葉で表現されている9。この中で、鷗外が「同性の愛ということが頭に浮かんだ」と言うのは、

homosexuelの訳語として「同性の愛」を考えたものと思われる10。

5	 “ 失恋 ” と “ 恋人 ” の中国語での借用については、拙稿（2009・2011）で論じた。また “ 異性恋 ” は、1946 年
の潘光旦訳註《性心理学》（商務印書館）に heterosecuality の訳語にあてられている。

6	 森鷗外（1862-1922）は 1884 年から 4 年間ドイツに留学し、1887 年にベルリンでPsychopathia		Sexualis を
購入している（斎藤 2006：3）。

7	 台麓学人（鷗外）.1889.「外情の事を録す」『裁判医学会雑誌』第 2 号、5 月、7-10 ページ。
8	 日本法医学会訳述	.1894.『色情狂篇』春陽堂、156 ページ。尚、「色情狂編」は、1891 年の『裁判医学雑

誌』に連載されたのが日本での初めての翻訳であったが、その中では「同性的なる情欲」という表現（古川
1995：203）や「異常情欲感動」というやや意訳的な訳語（斎藤 2000：4）がみられたようである。

9	 古川（1995）は、この「同性の愛」を英語 homosexual の訳語として捉えている。また、黒岩（2008）は「青
年」での「同性の愛」は「肉体的な〈性欲〉ではなく、精神的な〈愛〉」としている。

	 尚、英語の homosexual や homosexualiy の早期の使用例について、O.E.D はPsychopathia	Sexualis 	Ⅲの英語
訳版（C.G.	Chaddock 訳）（1892）を引いている。また、Homosexuality という言葉の成立については、古川（1995：
201-202）や風間・河口（2010：30）に詳しい。
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１）そのうちに手を握る。頬摩をする。うるさくてたまらない。僕には	Urningたる素質はな

い。	 (森「ヰタ・セクスアリス」 1909：27）

２）純一の笑ふ顔を見る度に、なんと云ふ可哀い目附きをする男だらうと、大村は思ふ。それ

と同時に、此時ふと同性の愛といふことが頭に浮んだ。（中略）自分はhomosexuelではな

い積りだが、尋常の人間にも、心のどこかにそんな萌芽が潛んでいるのではあるまいかと

いふことが、一寸頭に浮んだ。	 （森「青年」 1911：6）

２か月後の『読売新聞』に報じられた「恐るべき同性の愛」にも「同性の愛」の使用がみられ

る。この記事は、2人の女学生の投身心中が報じられたもので、俗に言われる「オメ11」が「同性

の愛」と記されている12。また、1912年に出版された、医師・田中祐吉13の『男女の性欲研究』

では、「男子にして男子を愛し女子にして女子を慕ふが如き異常の現象」が「同性の愛」で表さ

れており、1911年、12年当時においては、男性間、女性間の所謂同性愛は共に「同性の愛」とい

う言葉で表されていた14。

３）両人の関係は俗に謂ふ「オメ」の関係にて近時各女学校にて盛に行はるヽ一種厭ふべき同

性の愛なり	 （「恐るべき同性の愛」 1911）

４）異性相牽引し相愛慕するは人性の自然であるが、然るに時として男子にして男子を愛し女

子にして女子を慕ふが如き異常の現象がある、同性の愛とは、即ち之を指すので、世人の

予想以外に汎く社会の裏面に行はれゐる一種の陋風である。

	 （田中『男女の性欲研究』 1912：85）

但し、1911年8月の『婦女新聞』では、用例３であげた女学生の事件が「同性の恋」と表され

ており混用もみられた15。

５）曾根某、岡村某といふ二人の令嬢の情死事件は、事件そのものが珍らしいので世間の注意

を惹いた、同性の恋と言ふことが此の事件の為めに教育家の間にも父兄の間にも注意さ

るヽに至るなら、我が教育界にとつて二嬢の死は犬死でない。

	 （島中「同性の恋と其実例」 1911）

10	 本稿での引用例の詳細は、巻末の「引用文献」に掲載番号の順にあげた。引用は原文通りの表記としたが、日
本語の漢字表記は新字体に改め、ルビを省略し、中国語は簡体字を用いた。また、引用の下線、及び訳者名が
明記されていない中国語引用の邦訳は筆者に拠るものである。

11	「おめ」の意味については、1919 年の『現代新語辞典』（耕文堂）には、「女学生間にありて、上級の女生が下
級の美少女を恋情的に愛するをいふ」とある。

12	 日本社会学院調査部 .1920.『風俗問題』（冬夏社、205 ページ）は、女性同士の心中はこの事件の前にもみられ、
同性者の関係は叔母姪、姉妹、友人等で、職業には雛妓、下女、郵便局、事務員、娼妓、女工等で、女工の数
が最も多いと指摘する。また、平石（2012：282）も 10 代の女学生同士の擬似恋愛は 1900 年代初めにおい
てそれほど珍しいことではなったと指摘している。

13	 田中祐吉（1874-1944）は、1922 年に雑誌『変態性欲』（1922.5. 創刊、1925.6. 休刊）を主幹した田中香涯
の本名である。

14	「同性の愛」は月刊『不二』（第１号、1913.11.15、35-39 ページ）の有岡の里人「同性の愛に耽る女性」にも
みられる。
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ところが、1911年11月5日の『読売新聞』には「研究すべき同性愛」が掲載され、記事のタ

イトルや本文にも「同性愛」が使用されている。同記事は、アンデルセンやオスカー・ワイルド

などが所謂同性愛者であったことなどを紹介し、「男性と男性の愛、女性と女性の愛」を「同性

愛」という一語で説明している。著者の中原青蕪については詳細不明であるが、記事の内容から

は西洋の文献の翻訳を通して、「同性愛」が訳出された可能性が高い16。

６）同性愛、この現象に就ては近来独逸ではオイレンブルヒ事件の突発した以来非常に興味を

持たれて研究されてゐる事象である。同性愛之を分けては男性と男性の愛、女性と女性と

の愛の二つになる。	 （中原「研究すべき同性愛」 1911）

また、1915年の羽太鋭治・澤田順次郎著『変態性欲論』にも「同性愛」が訳出されている。第

3章「同性間性欲の概論」にはドイツ語Homosexualitätの訳語として、「同性間性欲」があてら

れ、さらに「単に同性愛ともいふ」と記されている17。但し、同章の第3節「歴史に現はれたる同

性間性欲」では、「同性恋愛」も使用されており、2者において用語はまだ定着してなかったよう

である。

７）これは謂はゆる同性間における顛倒性欲、乃はち同性間性欲（Homosexualität．単に同性

愛ともいふ）にして、平たく言へば、男性にして他の男性を恋ひ、女性にして他の女性を

慕ふ類のものこれなり。	 （羽太・澤田『変態性欲論』 1915：42）

	 稗史に伝へられたるものには、太田道灌と二人の小姓、蒲生氏郷と名古屋山三、豊臣秀次

と不破伴作、（中略）大川政右衛門、等にかかる、同性恋愛あり。

	 （羽太・澤田『変態性欲論』 1915：46）

２ 「同性恋愛」の訳出
羽太・澤田の『変態性欲論』にも使われた「同性恋愛」という言葉は、実は1911年の内田魯庵

の随筆に既に使われており、1910年代前半に訳語に屡々あてられていた。1911年の『新公論』9

月号に「性欲論」の特集が組まれた際に、内田魯庵はベルリンに「同性恋愛を研究する会」があ

ると記している。

８）伯林には同性恋愛を研究する会があつて、其会員の一人なる或る博士は昆蟲や男色を研究

してゐるといふ奇談がある。	 （内田「性欲研究の必要を論ず」 1911：2）

15	「同性の恋」という言葉の早期の使用は、1908 年の秋田雨雀「同性の恋」（『早稲田文学』第 19 号、6 月、32-46 ペー
ジ）に題目としてみられる。また、1913 年の田村とし子の小説「同性の恋」（『中央公論』1 月号、105-108 ペー
ジ）にも、女性間の所謂同性愛が「同性の恋」で表されている。

16	 ほぼ同時期に、西洋の詩人や作家を紹介した、中原青蕪 1909「海外思潮」（『文章世界』第 4 巻第 11 号、102-
103 ページ）や青蕪 1910「文壇うめ草」（『太陽』第 16 巻第 12 号、213-214 ページ）などがあり、中原青蕪
は西洋事情に詳しかったと思われる。

17	「同性間性欲」という言葉は、澤田の初期の論文「同性間性欲ト犯罪」（1914）にみられる（古川 1995：204）。また、
羽太鋭治（1878-1929）、澤田順次郎（1863-?）は共に性科学者で、羽太は『性と人生』、澤田は『性』『性の科学』
の雑誌をそれぞれ 1920 年に創刊している。また、澤田は同年『神秘なる同性愛』（天下堂）も出版している。
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1913年には、Krafft-Ebing	のPsychopathia	Sexualisの全訳『変態性欲心理』（大日本文明協会

編）が出版され、訳者・黒澤良臣は、Homosexuelle	Liebeの訳語として、「同性的恋愛」をあて

ている18。但し、巻末の「索引」には、「同性恋愛（Homosexuelle	Liebe）」と記載されている。

９）Eine	Veranlagung	 in	For	der	Bisexualität	oder	der	mangelhaften	Fundirung	einer	der	

Entwicklung	der	normalen	Sexualität	dienenden	Einrichtung	oder	der	conträren	Sexualiät	

vorausgesetzt,	 lassen	sich	 folgende	Entstehungsmöglichkeiten	für	homosexuelle	Liebe	

anführen：	 （Krafft-Ebing	Psychopathia	sexualis 1903：282）

	 両性色情或は尋常なる色情の発達の基礎の不十分、或は顛倒的色情の形式に於ける素質を

前提とするを得ば、同性的恋愛の成立に関して、次の事項は可能となるべし。

	 （黒沢『変態性欲心理』 1913：308）

さらに、1914年の『青鞜』（4月号）に掲載された、野母訳「女性間の同性恋愛―エリス―」

でも、訳語として「同性恋愛」があてられている。この翻訳は、平塚らいてうが、青鞜社の社員

である野母にHavelock	EllisのSexual	Inversion	in	Women（Studies	in	the	psychology	of	sex	Ⅱ）

を抄訳させたものである。この訳文では、Homosexuality、Sexual	 inversionが「同性恋愛」と訳

出されている。この本文の冒頭には平塚らいてうによる、野母の抄訳に至る経緯が寄せられてい

る。その中でらいてうは、「女学校の寄宿舎などで同性恋愛といふやうなことが行はれてゐるや

うなことを屡々耳にはいたしますけれど」と記している。1914年当時、らいてうにとっても「同

性恋愛」は理解語彙だったようである。

10）Homosexuality	has	been	observed	 in	women	from	very	early	 times,	and	 in	very	wide-

spread	regions.	Refraining	 from	any	attempt	 to	 trace	 its	history,	and	coming	down	to	

Europe	in	the	eighteenth	century,	we	find	a	case	of	sexual	 inversion	in	a	woman,	which	

seems	to	be	recorded	in	greater	detail	than	any	case	in	a	man	had	yet	been	recorded.

	 （Ellis	Sexual	Inversion	in	Women 1901：118）

	 昔から、至る処に於いて、女性の間に同性恋愛が存在したことは事実である。それを遠く

歴史に遡つて追索するのは暫くおいて、今降つて十八世紀の欧州を見れば、吾人は測らず

も婦人間の同性恋愛の一例を見出すのである。そして其記録は、男子のそれに比して、遥

かに詳細を極めてゐる。	 （野母「女性間の同性恋愛」 1914：2）

同年1914年には、Edward	CarpenterのThe	 Intermediate	Sex（1912）が青山菊栄により、

「中性論」と題して翻訳された19。第2項の「中性（The	Intermediate	sex）」では、the	special	

affectional	temperament	of	the	‘Intermediate’	が「中性タイプにしてもなほその特異な愛着の（即

同性恋愛）傾向」と訳され、「同性恋愛」がカッコの中に説明書きされている20。

18	 訳者については、同書の「例言」に拠る。尚、同書の底本は 12 版（1903）、13 版（1907）、14 版（1912）
の何れの訳とされる（斎藤 2006：6）。

19	 	「中性論」は 1914 年の『番紅花』5 月号から 7 月号に、「1 緒言、2 中性（The	Intermediate	Sex）、3 同性の愛、
4 愛情の教育、５社会に於ける中性者の位置」という構成で掲載された。
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11）It	is	also	worth	noticing	that	it	is	now	acknowledged	that	even	in	the	most	healthy	cases	

the	special	affectional	temperament	of	the	‘Intermediate’	is,	as	a	rule,	ineradicable; 	

	 （Carpenter	The	Intermediate	Sex 1912：23）

	 亦最も健全な中性タイプにしてもなほその特異な愛着の（即同性恋愛）傾向の到底改め難

い事まで今日は認められて来たのも注目すべき点である。	 （青山「中性論」 1914：11-12）

このように、1910年代前半には、所謂同性愛を表す言葉として、「同性の愛」や「同性の

恋」、「同性愛」のほか、訳語「同性恋愛」も使用されていた21。

３ 「同性愛」への収斂
1910年代前半に、所謂同性愛を表す言葉が混用される中、1910年代後半になると言葉が収斂

されてくる。1917年に出版された雀部顕宜著『女性の心理』の「序」には、「本書はなるべく多

くの婦人のかたの間にも読者を得たく、（略）出来る限り平素な通俗的なものに編述することヽ

した」（雀部 1917：2-3）と記述され、本文で使用されている「同性愛」の汎用が窺える22。

12）然らば何故に世間では、女性間の同性愛に就て語る所少く、実際の事実より過少視された

のであらうかと言ふに、雑と四つばかり其の理由を挙げることが出来る。

	 （雀部『女性の心理』 1917：190-191）

さらに、次の2例からは、「同性恋愛」から「同性愛」に収斂される経緯がみえる。一つは、

1919年の山川菊栄訳の「同性愛」である。これは、用例11にあげた、青山菊栄訳の「中性論」

が、「同性愛」と改題され、堺利彦・山川菊栄訳『女性中心と同性愛』に所収されたもので、内

容は同じものである23。1914年の「中性論」で「同性恋愛」と訳出されていた幾つかの箇所は、

「同性愛」に改められている。但し、用例11で、カッコの中に説明書きされた「同性恋愛」はそ

のままであった24。

13）Then	coming	to	the	literature	of	the	Roman	age,	whose	materialistic	spirit	could	only	with	

difficulty	seize	the	finer	 inspiration	of	the	homogenic	 love,	and	which	in	such	writers	as	

Catullus	and	Martial	could	only	for	the	most	part	give	expression	to	its	grosser	side,	we	

still	find	in	Vergil,	a	noble	and	notable	instance.	 （Carpenter	The	Intermediate	Sex 1912：44）	

	 さて羅馬時代の文学になると、当時の物質的気風のために、同性愛の霊妙なインスピレー

ションに触れなくなつた、殊にカツルスやマーシャルの如き詩人に在つては、単にその野

20	 次号の 6 月号に掲載された「3	同性の愛」の本文の中にも、「同性恋愛」が多用されている。
21	「同性恋愛」は 1920 年代初め、市島春城『蟹の泡 奇談 150 篇』（早稲田大学出版部、1921）や黒田礼二の「同

性恋愛の奇現象」（『蝙蝠日記』大鐙日記、1922、36-37 ページ）の中でもみられた。
22	「序」には、著者が 1913 年に奈良高等師範学校の教授であった際、文部省の委嘱により同校で開催された夏期

講習会での講義の原稿を訂正したものであることも記されている。
23	 山川菊栄とは、1916 年に山川均と結婚した、青山菊栄である。
24	 例えば、第 3 章「同性の愛」においては、「同性恋愛」から「同性愛」に改められた箇所が 5 箇所、「同性の愛」

から「同性愛」に改められた箇所が 2 箇所あった。
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鄙な方面のみ表現したに過ぎないが、それでも猶ヴアジルの詩に高尚な顕著な例を見出す

ことが出来る。	 （山川「同性愛」 1919：199）

もう１例は、1922年の田中祐吉著の『人間の性的暗黒面』で、Homosexualitätの訳語にあてら

れた「同性愛」である。田中は用例４で示したように、1912年の『男女の性欲研究』では、所謂

同性愛を「同性の愛」としていた。

14）男子が女子を恋ひ、女子が男子を愛するは、自然であるが、之に反して同性に向つて専

ら愛情を傾け、異性を嫌忌する一種病的の人間がある、此の如きものは屡々身心の健全な

る人に於ても認めらるゝことで、唯だ性欲のみが変化してゐるのである、医学上では同性

愛Homosexualitätを称して性欲顛倒Konräre	Sexual-	Empfndungといひ、性欲倒錯の一種と

してある、	 （田中『人間の性的暗黒面』 1922：40）

このような用例から、所謂同性愛を表す言葉が1910年代後半から1920年代初めに、「同性

愛」という１語に収斂されていったと言える。それは、1922年の『ポケット顧問 や．此は便利

だ』（平凡社）に見出し語として「同性愛」が収録されていること25、さらには、1927年の『双

解独和辞典』（南江堂書店）と『Kenkyusha's	new	English-Japanese	dictionary』（研究社）に、

HomosexualitätとHomosexualityの訳として「同性愛」が収録されていることからも裏付けられ

る26。

Ⅲ 民国期における“同性恋愛”・“同性愛”の汎用

１ 訳語としての“同性恋愛”・“同性的愛”
中国において本格的な性科学の研究がなされたのは1940年代に入ってからと指摘される（施

2008：9）。しかし、民国初期の1920	年代前半の《婦女雑誌》27 には、日本語からの重訳や随筆

の翻訳がみられた28。1920年8月の《婦女雑誌》には、正声によりCarpenterのThe	Intermediate	
Sexの最初の２章（緒言、中性）が翻訳され、訳語として“同性恋愛”があてられている29。このThe	

Intermediate	Sexは、用例11に示したように、1914年に青山菊栄訳「中性論」と題して翻訳され

25	 その意味は、「男子でありながら男子を女子でありながら女子を、恋愛の相手とするをいふ。変態性欲の一種。
古くは男子の間に多く行はれたが、今はかへつて女子の間に多く行はれるといふ」とされる（下中芳 .1922.『ポ
ケット顧問	や．此は便利だ』平凡社、369 ページ）。

26	 1920 年以降には、『神秘なる同性愛』（澤田順次郎、天下堂、1920）、『同性愛の種々相』（花房四郎訳、文藝市場社、
1929）など、書名にも「同性愛」の使用がみられるようになる。

27	《婦女雑誌》（1915.1 創刊、1931.12 停刊）は、上海商務印書館発行の月刊誌。1921 年に章錫琛を主編者に迎え、
1925 年までに、恋愛や婚姻の自由に関する論文が数多く掲載された。日本の近代の恋愛観や女性解放などに
関する随筆も多数翻訳されている。

28	 1915 年に創刊された《新青年》には、小酒井光次原著の〈女性与科学〉（《新青年》第 1 巻第 4 号、1915.12）、〈青
年与性欲〉（《新青年》第 1 巻第 5 号、1916.1）など、性科学に関する論文の翻訳の掲載もあったが、所謂同性
愛に言及する内容のものではない。



Area	Studies	Tsukuba	34	:	225–246,	2013

233

ている。用例11で青山がカッコに付した「同性恋愛」は、正声訳においても、“同性恋愛”が内に

付されており、青山訳を参照した可能性が高い30。

15）It	is	also	worth	noticing	that	it	is	now	acknowledged	that	even	in	the	most	healthy	cases	

the	special	affectional	temperament	of	the	‘Intermediate’	is,	as	a	rule,	ineradicable;

	 （Carpenter	The	Intermediate	Sex 1912：23）

	 而且最健全的中性模型有如那终始不变的特异恋爱（即同性恋爱）的傾向，今日已认为最可

注目的一点。	 （正声訳〈中性論〉 1920：7-8）

1922年の幼雄訳〈男性的女子和女性的男子〉は、冒頭に「日本中
（ママ）

田香涯原著」とあり、田中香

涯の文献が翻訳されたと思われる31。この翻訳では“同性的愛”と訳されている。

16）又俄国彼得大帝的皇女，爱利沙倍太女皇，是经过七年战争，英名卓著的君主，人所共知；

她也爱着男装；喜欢同性的爱；但在异性间，也极淫乱。

	 （幼雄〈男性的女子和女性的男子〉 1922：61-62）

	 （また、ロシアのピョートル大帝の皇女・エリザヴェータ女は、七年戦争を経て、名声際

立つ君主であり、よく知られている。彼女が男装の着用を愛し、同性の愛を好んだもの

の、異性間においても極めて淫乱であった）

現在のところ、田中香涯の底本は確認できていないが、用例４の田中香涯著『男女の性欲研

究』にも「同性の愛」が使用されており、幼雄が引いた底本も「同性の愛」と記されていたこと

が推測される。

２ 汎用される “同性愛”・“同性恋愛”
《婦女雑誌》には1923年以降も所謂同性愛に関する論文が掲載され、その際には“同性恋愛”や

“同性愛”が用いられている。用例17は、女学校に流行る所謂女性の「同性愛」について論じられ

たもので、“同性愛”が用いられている。中国においても日本よりやや遅れ同現象が表面化したこ

とが窺える32。

17）去年下学期，有某地女子师范学校发生风潮，我们此间会接到一种传单，系该地人士攻讦校

长的话；其中有一条，是说该校学生同性爱习惯的流行，以为这是校长管理不善所致。

	 （晏始〈男女的隔離与同性愛〉 1923：14）			

	 （昨年度の後期、某地の女子師範学校で発生した風潮があり、我々はこの時宣伝ビラを受

29	 訳者の正声については詳細不明であるが、2 か月前の《婦女雑誌》（第 6 巻第 6 号）にも、正声訳〈新社会的結
婚和家庭〉（久布白直勝原著）が掲載されており、日本語に長けていたと思われる。

30	 その他の箇所においても、青山が「同性恋愛」と訳した箇所は、正声訳においても “ 同性恋愛 ” と訳されている。
31	 幼雄についても詳細不明であるが、1920 年から 25 年までの《婦女雑誌》には、幼雄訳の日本文献は 27 編ある（村

田雄二郎編 .2005.『『婦女雑誌』からみる近代中国女性』研文出版社、26 ページ）。
32	 中国における女性の同性愛について、小野和子.1978.「女工たちの結婚拒否」（『中国女性史』平凡社、163-166ペー

ジ）は、第一次世界大戦中、中国の民族工業（紡績、製糸、マッチなど）が、めざましい発展をとげる中、広
東の女工たちには同性愛がみられたと指摘している。
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け取った。その地の人が校長の過失を暴いて責めるという話である。その一つは、その学

校の学生に同性愛の習慣が流行ったのは、校長の管理が行き届いてないからだそうだ）

晏始についても、前出の正声や幼雄と同様、詳細は不明であるが、1922年1月の《婦女雑誌》

に〈日本老婦人之赴美〉（「日本老婦人のアメリカ行き」）という随筆が掲載されており、日本

の事情に通じていたと思われる33。

1926年には、中国人留学生・張資平による翻案恋愛小説《飛絮》にも“同性愛”の使用がみられ

る34。底本である「帰る日」に描写された、ヒロインが叔母と同じ布団に入った際に生じた感情

が、《飛絮》にも挿入され、それが“同性愛”と表現されている35。

18）云姨母只说山里天气凉，凑近些睡暖和些，但我觉得云姨母的亲近我带有点儿同性爱的分

子。	 （張資平《飛絮》 1926：52）

	 （雲叔母は山の気候は涼しいから少し近寄って寝ると暖かくなると言ったが、私には叔母

の接近が同性愛の感情をもたらすと思えた）

1927年には、CarpenterのLove’s	Coming-of-Age（1911）が、樊仲雲により《恋愛論》と題し

て翻訳された36。ここでは、底本にあるhomogenic	natureが“同性愛”と訳されている。この樊仲雲

訳は、用例13の山川菊栄訳からの重訳とは考えられないが、《恋愛論》の第７章〈中性〉には“同

性愛”の使用が多数みられ、山川訳を参照したことも推測される37。

19）These	are	types	which,	on	account	of	their	salience,	everyone	will	recognize	more	or	less.	

Naturally,	when	they	occur	they	excite	a	good	deal	of	attention,	and	it	is	not	an	uncommon	

impression	that	most	persons	of	the	homogenic		nature	belong	to	either	one	or	other	of	

these	classes. 	 （Carpenter	Love’s	Coming-of-Age 1911：134）

	 像这类的人物，因为特別显著，所以谁都能够辨別出来。他们的出现，常自然的能够引起人

的注意，普通都以为这类人物，大概都具有同性爱的傾向。	（樊仲雲訳《恋愛論》 1927：140）

	 （このようなタイプの人は顕著である為誰もが見分けることができる。彼らはいつも自然

に人の注意を引くので、普通にこのような人は大抵同性愛の傾向を持つと思われている）

33	 晏始〈日本老婦人之赴美〉《婦女雑誌》（第 8 巻第 1 号、1922.1、60-61 ページ）には、東京キリスト教婦人矯
風会を組織し、1893 年には日本キリスト教婦人矯風会会頭となった、矢島楫子が 89 歳にして渡米したことが
紹介されている。

34	 張資平（1893-1959）は、約 10 年間の日本留学を終え、1922 年 5 月に帰国。1920 年代に恋愛小説を数多く
発表している。《飛絮》の〈序〉で、池田小菊の「帰る日」（『東京朝日新聞』1925.5.1-7.29）の翻案小説であ
ることを明らかにしている。

35	 但し、底本である「帰る日」に「同性愛」という言葉は特に使用されていない。尚、張資平は自伝《我的生涯》
（上海現代書局、1932）の中でも、自らの成長期の体験を “ 同性愛 ” と表現している。

36	 樊仲雲は、1929 年に設立された著作家協会の発起人の一人である。
37	 但し、用例 19 の同箇所は、用例 13 の山川訳「同性愛」（『女性中心と同性愛』）では、「同性偏愛」と訳されている。

尚、用例 13 の山川訳は Carpenter	のThe	Intermediate	Sex の翻訳で、用例 19 の樊訳は Carpenter のLove’s	
Coming-of-Age の翻訳である。両底本には The	Intermediate	Sex と題した、同じ内容のものが所収されており、
用例 13 も用例 19 もこの The	Intermediate	Sex の章からの引用である。
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1927年の茅盾の小説〈幻滅〉の中でも、女性同士の関係を描写する際に、“同性愛”が使用され

ている。ここでいう彼女たちとは主人公・章と友人・王女史を指し、彼女たちが姉妹のように親

しくしているのを見て、趙女史が“同性愛”だと揶揄している38。

20） 他
（ママ）

俩既是这等亲热，且又同居，因此赵女士常说他们是同性爱．

	 （茅盾〈幻滅〉 1927：29）

	 （彼女たち２人がこのように仲良がよく、さらに一緒に住んでいるので、趙女史は、彼女

たちが同性愛だといつも言っている）

このように1920年代に随筆や小説などに“同性愛”が汎用される一方で、“同性恋愛”の汎用もみ

られた。

1926年4月には、北京大学の教授であった張競生著《性史》（北京優種社）の第1集が出版され

た39。その後出版された第2集には〈我之同性恋愛〉と題した、浮海客（既婚男性）の体験談と小

江平による助言が掲載されている。体験談でも、助言でも“同性恋愛”が使用されている40。

21）我在小学校时代，同学中年龄小的不过十一二岁，年龄大的却有十八九岁，性的知识，大概

很模糊影响的：可是很自然的发生了许多同性恋爱的事实。

	 （浮海客〈我之同性恋愛〉 1926：52）

	 （私が小学校の頃、同級生の年齢は小さいほうは11、2歳、大きいほうは既に18、9歳に

なっていましたから、性の知識についてはいくらか影響を受けていました。しかし、自然

に発生した多くの同性恋愛がありました）

	 同性恋爱发生的原因，既由于身体中含有异性成分的发展的而来，故凡其性质而有几分类似

异性的，必易起同性恋爱的病症。	 （小江平〈我之同性恋愛〉 1926：57）

	 （同性恋愛が発生する原因は、身体に含まれる異性成分の発展に依るものである。故に、そ

の性質がいくらか異性に類似したものがあるならば、同性恋愛の病症を引き起こしやすい）

３ 潘光旦の書き換えにみる“同性恋”
社会学者・潘光旦が1920年代から40年代に記した論文や著書からは、“同性愛”“同性恋愛”から

“同性恋”への書き換えがみられる41。1924年11月の《婦女雑誌》に掲載された潘光旦の〈馮小

38	 茅盾（1896-1981）が日本に亡命中（1928.7-1930.4）に執筆した長編小説《虹》（1930）の中でも “ 同性愛 ”
の使用がみられる。

39	 張競生（1888-1970）は、1911 年の辛亥革命後フランスに留学、哲学博士として帰国。1921 年に北京大学学
長蔡元培から教授として招聘され、人生美学や社会美学を教え、学生たちの人気を博す（邱 2000：208）。《性
史》第 1 集は、張競生が北京大学在職中に性に関する体験レポートを募集し、寄せられたレポート（200 余編）
から北京の大学生による 7 編が選び出版されたもの（楊群 .1999.《張競生伝》花城出版社、383 ページ）。

40	 第 2 集の初版の時期は明確ではないが、第 3 集初版が 1927 年 2 月であるので、第 1 集初版の 1926 年 4 月か
ら 27 年 2 月までの間とされる（土屋 1990：258）。また、第 2 集は、同じ内容のものが、同じ出版社から、
北京大学教授哲学博士・張競生編と北京大学教授哲学博士・小江平編の 2 種類が出版されている。第 2 集の助
言者は、第１集に〈初次的性交〉という一文を寄せた小江平だとされる（土屋 1999：286）。
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青考〉の中には、“同性愛”と“同性恋愛”が使用されていた。前述したように、1920年から23年の

《婦女雑誌》には、翻訳や随筆などに“同性恋愛”や“同性愛”が使用されており、潘光旦がこれらを

参照した可能性は高いであろう。〈馮小青考〉では馮小青（1595-1612）の詩が取りあげられ、

馮小青にみられた“影恋”（自己愛）を精神分析の視点から論じている42。“同性愛”と“同性恋愛”の

使い分けも特にみられず、1924年の時点では、この２語が混用されている。

22）精神分析论者谓有自爱的性心理的人，其有变动时，大率趋向同性爱一途，小青与杨夫人

相与之日，其影恋的程度比较尚浅，其受环境之影响亦较易，而其恋爱生活乃渐有同性的趋

向，读其致杨夫人书。	 （潘光旦〈馮小青考〉 1924：1714）

	 （自愛の性心理を持った人に変動が生じた時に殆んど同性愛になる、と精神分析論者は主

張している。小青が楊夫人と付き合った日は、其の自己愛の程度は比較的まだ浅かった。

その環境から受けた影響も比較的穏やかだった。だが、その恋愛の生活は次第に同性の趨

向を帯びていった。楊夫人に宛てた手紙を読むと昔が偲ばれる）

23）昔女子之顾影自怜以至于积重难返者大率因深居简出而绝少闺中腻友之故；其行动略较自

由，交游略较广阔者,又多流入同性恋爱一途。是以女学与而影恋之机绝，男女同校之法行而

同性恋爱之风衰；	 （潘光旦〈馮小青考〉 1924：1717）

（昔、女性の自己陶酔が長年の習慣で急には改められないのは、だいたい家の中ばかりに

引っ込んでめったに外出しなく、女性の親友が極めて少なかったゆえである。しかし、そ

の行動が比較的自由で、交際も比較的広く闊達であった人は、その多くは堕落して同性恋

愛になった。したがって女学によりナルシシズムが絶え、男女同学の法の施行により同性

恋愛の風潮が衰えることになる）

ところが、1929年に新月書店から出版された、潘光旦の《馮小青―一件影恋之研究》では“同

性恋”が使用されている43。この《馮小青―一件影恋之研究》は、1924年11月号の《婦女雑誌》

に掲載された〈馮小青考〉が大幅に加筆されたもので、〈馮小青考〉で表記された、“同性愛”や

“同性恋愛”は“同性恋”に改められている44。

24）夫异性恋之生活至复杂也；唯其复杂，故顺应之之方，亦较顺应自我恋与同性恋等生活为繁

剧；惟其繁剧，精神略脆弱者在平时已有不能应付之势，况当凄风苦雨之候乎？

41	 潘光旦（1899-1967）は、1922 年 8 月に〈馮小青考〉を脱稿、9 月に清華学校を卒業後アメリカに留学、生
物学を主専攻とし、遺伝学、優生学などを学ぶ。コロンビア大学で修士の学位を取得後、1926 年に帰国。以
後清華大学、中央民族学院などで教鞭を取る一方、優生学、社会思想史、性心理学などの分野で数多くの論文、
著書、翻訳を手がける（潘・潘 2000 参照）。

42	 潘光旦は、〈馮小青考〉で “ 西文称影恋為 Narcism”（西洋では影恋をナルシシズムと言う）と Narcism を “ 影恋 ”
と訳している。

43	《馮小青―一件影恋之研究》は、現代の精神分析法を応用して変態的な性心理を探求した中国の最初の著作とさ
れる（劉 1999：610）。

44	 本書には、5 箇所で “ 同性恋 ” が使用されている（内、“ 同性恋者 ” が 1 件）。但し、1 箇所だけ “ 同性恋愛 ” の
使用がみられた。
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	 （潘光旦《馮小青―一件影恋之研究》 1929：31）

	 （その異性愛の生活は複雑に至る。複雑だからこそ、故にこれに順応する方が自我愛と同

性愛に順応するより繁雑で厳しい。繁雑で厳しいからこそ、精神がむしろ脆弱な者は、平

時は已に対処できない状態がある。まして、冷たい風や長雨の頃は言うまでもない）

潘光旦は、1924年から5年後の1929年に“同性恋”に書き改めたことになる。実は、《馮小青―

一件影恋之研究》が出版される1年前の1928年、沈従文の小説〈阿麗思中国遊記〉でも“同性恋”

の使用がみられた。この小説は「不思議な国のアリス」をモチーフにしたもので、マヒワとヒバ

リの関係が比喩的に“同性恋”と表わされている。

25）然而当真他们是一对同性恋的，大致是有同样聪明伶俐而又同样小身个儿，所以就很互相爱

慕要好起来了。	 （沈従文〈阿麗思中国遊記〉 1928：35）

	 （彼らは同性愛だったけれども、同様に聡明で利口で、さらに同様に体も小さかったの

で、互いに慕い合うようになった）

この〈阿麗思中国遊記〉は新月書店の月刊誌《新月》に掲載され、2ヶ月後、同じく新月書店か

ら《阿麗思中国遊記》として出版されている。潘光旦が《新月》の同人であったこと、《麗思中

国遊記》と《馮小青―一件影恋之研究》が共に新月書店から出版されていることなどからは、両

者の“同性恋”の使用には関連性があったとも推測される。

その後1946年に出版された、潘光旦訳註《性心理学》でも、潘光旦は“同性恋”を訳語にあてて

いる45。同書はHavelock	EllisのPsychology	of	Sex 	が訳註されたもので、底本のhomosexualityに

“同性恋”があてられている。

26）When	the	sexual	 impulse	 is	directed	 towards	persons	of	 the	same	sex	we	are	 in	 the	

presence	of	an	aberration	variously	known	as	“sexual	inversion,”	“contrary	sexual	feeling,”	

“uranism,”	or	more	generally,	 “homosexuality,”	as	opposed	 to	normal	heterosexuality.			

	 （Ellis	Psychology	of	Sex 1933：188）

	 假如一个人的性冲动的对象是一个同性而不是异性的人，就这另成一种性歧变的现象，有人

叫做『性的逆转』“sexual	 inversion”，或『反性感』“contrary	sexual	 feeling”	或『优浪现

象』“uranism”，比较最普通的名词是『同性恋』“homosexuality”，所以别于常态的异性恋

“heterosexuality”。	 （潘光旦《性心理学》 1946：218）

	 （もし、人の性の衝動の対象が同性で異性でなかったなら、これは一種の性の異常な現象

で、「性の逆転」（sexual	 inversion）、或いは「反性感」（contrary	sexual	 feeling）、

或いは「優浪現象」（uranism）とも言われるが、よく言われる名詞は「同性恋」

（homosexuality）であり、正常の「異性恋」（heterosexuality）とは別である）

潘光旦が1924年に《婦女雑誌》で“同性愛”“同性恋愛”を混用しながら、1929年の《馮小青―

45	 潘光旦訳註《性心理学》の〈訳序〉（1941.12. 付）には、潘光旦が、1939.11.13 から同書の翻訳を開始し、
1941.11.27 に訳了したことが記されている。また、同書の表紙の扉には底本が 1933 年のPsychology	of	Sex 	
であることが明記されている。
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一件影恋之研究》で“同性恋”に改め、1946年の訳註《性心理学》においても“同性恋”をあてたの

は、彼自身の中では、“同性恋”が定着していたのであろう。但し、1920年代から40年代の辞典類

には“同性恋”の収録はみられず、“同性愛”や“同性恋愛”のほうが汎用されていたようである。

1928年に出版された《綜合英漢大辞典》にはTribadismの訳語として“婦人之同性愛”が収録さ

れ、翌1929年の《新術語辞典》には、見出し語として“同性恋愛”が収録され、Homosexualityの

訳語とされている。また、1930年の国語辞典《王雲五大辞典》も“同性恋愛”を収録し、1948年に

増訂された《新知識辞典》も“同性恋愛”を収録し、「同性の恋愛は青年期に異性と接触する前に

最も発生しやすい」と説明されている。

《綜合英漢大辞典》（商務印書館、1928）：

【Tribadism】妇人之同性爱，妇女间之非自然的性欲．（婦人の同性愛。婦女間の自然ではな

い性欲）

《新術語辞典》（南強書局、1929）：

【同性恋愛】（Homosexuality）这是一种变态性欲，对于同性（如男人对男人或女人对女

人）发动性欲，而对异性反不感趣味。（これは一種の変態性欲。同性に対して

（例えば、男性が男性に対して、女性が女性に対して）性欲を発するが、異性

に対して興味を感じないこと）

《王雲五大辞典》（商務印書館、1930）：

【同性恋愛】 女与女或男与男间发生的恋爱。（女性と女性或いは男性と男性の間に発生する

恋愛）

《新知識辞典》（北新書局、1948増訂1版）：

【同性恋愛】（Homosexuality）同性与同性间所发生的一变态性爱。如男子爱男子，女子爱

女子等。同性恋爱在青年时代尚未与异性接触以前最易发生。

	 （同性と同性の間に発生した一種の変態性愛。例えば男性が男性を愛し、女性

が女性を愛することなど。同性の恋愛は青年期において、異性と接触する前に

最も発生しやすい）

このように、民国期の辞典類は“同性愛”や“同性恋愛”を収録していた。では、潘光旦に使われた

“同性恋”は、現代中国語としてどのように定着するようになったのであろうか。

Ⅳ 新中国以降にみる“同性恋”への収斂

１ 1980年代以降の 《人民日報》にみる“同性恋”
新中国に入った1950年代の《人民日報》46 には、アメリカやイギリスにみられる所謂同性愛に

関する情報を伝えられ、その際にはやはり“同性恋愛”と“同性愛”が使われていた47。ところが、文

46	《人民日報》は中国共産党中央委員会の機関紙で 1948 年以降発刊されている。
47	 1951 年に “ 同性愛 ” が、1957 年に “ 同性恋愛 ” が使用された記事が各 1 件ずつあった。
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化大革命後の1980年以降は、その記事内容は、1950年代同様、海外にみられる所謂同性愛の情

報であるものの、“同性恋”の使用が多くみられるようになる48。

27）旧金山市长选举本已在十一月举行过了，但由于有一个同性恋的商人斯科特赢得了百分之十

的选票，使得现任女市长范因斯坦和现在督察员柯普都未能超过半数。

	 （張彦〈市長選挙与美国式民主〉 1980：第7版）

	 （サンフランシスコ市長選挙は既に11月に行われたが、同性愛者である商人・スコットが

10％の得票を勝ち取ったため、現女性市長ファインスタインと現検査官カップは過半数を

上回ることができなかった）

28）他们痛恨的是同性恋、电视上的性问题、平等权利修正案、美国教育部。

	 （王飛〈美国保守主義的派別〉		1981：第7版）

	 （彼らが恨むのは、同性愛、テレビに流れる性問題、平等権利の修正案、アメリカ教育部

である）

1985年以降にはエイズ関連の情報が多く伝えられるようになるが、その際にも殆ど“同性恋”が

使われている49。

29）近年来，一种使人感到恐惧、厌恶、羞耻和神秘的病――获得性免疫缺损综合症，正日益

广泛和迅速地在西方国家流行开来。（略）患此病的人绝大多数（90%）是男同性恋者。							

	 （楊貴蘭〈西方的獲得性免疫欠損綜合症〉 1985：第7版）

	 （近年、人が恐れ嫌い、恥ずかしいと感じる得体の知れない病――後天的性免疫欠損綜合

症が、日に日に広範囲、且つ急速に西洋各国に流行している。（中略）この病気に罹った

人は圧倒的多数（90％）が男性同性愛者である）

30）美国全国已知有一万三千多爱滋病例，一半已死亡。虽然其中99%是属于同性恋者、注射毒

品者、输血者或是女患者的子女，但也有1%的病人不属于上述几种人的范围。

	 （張充文〈愛滋病帯来的社会問題〉 1985：第7版）

	 （アメリカ全土には既に1万３千余りのエイズの例があり、半分は亡くなったと知らされて

いる。その中の99％は同性愛者、注射による麻薬者、輸血者或いは女性患者の子供である

が、1％の病人は上述の種類以外である）

1980年以降の《人民日報》で“同性恋”が多用されたことは、現代中国語としての定着に繋がっ

たのではないかと推測される。

48	 1980 年から 89 年の 10 年間では、“ 同性恋愛 ” と “ 同性愛 ” が使われた記事件数はそれぞれ、1 件と２件であっ
たのに対し、“ 同性恋 ”（含む、“ 同性恋者 ”）が使われたのは 50 件であった。

49	 エイズは、1981 年アメリカ CDC（国立防疫センター）発行の MMWR（『Morbidity	and	Mortality	Weekly	
Report』＝伝染病週報）6 月 5 日号の「ロサンゼルスで、若い男性同性愛者 5 人に発症したカリニ肺炎」、7 月
3 日号の「ニューヨークとカリフォルニアで、通常みられないカポジ肉腫が若い男性 26 人に発生」の記事に始
まる（『日本大百科全書』小学館、1994 参照）。
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２  《魯迅全集》（1981）の註に付された“同性恋”
一方で、“同性恋”が定着するようになった例として、1981年に出版された《魯迅全集》（人民

文学出版社）での使用もあげられる。この《魯迅全集》の第5巻所収〈登龍術拾遺〉と第6巻所収

〈七論“文人相軽―両傷”〉の本文に付された註に、“同性恋”の使用がみられる。いずれも、本文の

“王尔德”（ワイルド）に付けられた註である。

魯迅は〈登龍術拾遺〉の本文で、オスカー・ワイルドについて、“以至滥交顽童，穷死异国”

（不良青年と不純に付き合い、他国で窮死した）とだけ記していた。1981年に全集が出版された

際、“王尔德”に註がつけられ、文中にいう「不良青年との不純なつき合い」が“同性恋”と表されて

いる50。

31）（註）[7]	王尔德（O.	Wilde，1856―1900）英国唯美派作家。著有童话《快乐王子集》、

剧本《莎乐美》、《温德米尔夫人的扇子》等。曽因不道德罪（同性恋，即文中说的“滥交顽

童”）入狱，后流落巴黎，穷困而死。	 （〈登龍術拾遺〉	1981：276）

	 （原注[7]ワイルド（O.	Wilde	1856―1900）イギリスの唯美派の作家。著書に、童話集

『幸福な王子』、劇作『サロメ』、『ウィンダミア夫人の扇』などがある。不道徳の罪

（同性愛、すなわち文中にいう「不良青年との不純なつき合い」）によって入獄、のちパ

リに流浪して、貧困の果てに死去）	 （片山訳「登龍術拾遺」 1986：310）

また、〈七論“文人相軽―両傷”〉に付けられた“王尔德”の註にも、“同性恋”が使われ、ワイル

ドがクウィーンズベリの長男アルフレッド・ダグラスと同性愛であったことが説明されている。

1957年に出版された《魯迅全集》所収〈七論“文人相軽―両傷”〉にも“王爾徳”に註が付けられた

が、ワイルドが誹謗罪で訴えられ２年の監禁処分を受け、出獄後は外国に流寓し1900年にパリで

死去したことが記されるに留まり、“同性恋”は使われていない。

32）（註）[7]一八九五年马奎斯指摘王尔德与其子艾尔弗雷德・道格拉斯搞同性恋，道德败坏。

	 （〈七論“文人相軽―両傷”〉	1981：406）

	 （原注[7]一八九五年、［クウィーンズベリ］侯は、ワイルドがその長男アルフレッド・ダ

グラスと同性愛をしていて道徳が退廃していると指摘した）

	 （今村訳「「文人は、互いに軽視しあう」こと、」 1986：453）

1980年代後半以降に“同性恋”が優勢となったことは、現代中国語の規範とされる《現代漢語詞

典》の記載からも窺える。《現代漢語詞典》の1973年の試用本以降1983年の第2版までは、“同

性恋愛”が収録されていたが、1996年の第3版からは“同性恋”が収録されている。その意味は第3

版では「一種の心理変態である」とされていたが、2005年の第5版では「性の心理障害に属す」

と改められ、さらに2012年の第6版では「同じ性別の人における性愛行為」とだけ説明され、同

性愛に対する捉え方の変化がみてとれる。

50	 1957 年に出版された《魯迅全集》（人民文学出版社）所収〈登龍術拾遺〉には、“ 王尔德 ” に註はつけられていなかっ
た。
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《現代漢語詞典》1973試用本・1978第1版・1983第2版：

【同性恋愛】男子和男子或女子和女子之间发生的恋爱关系，是一种心理变态。

《現代漢語詞典》1996第3版・2002第4版：

【同性恋】男子和男子或女子和女子之间发生的恋爱关系，是一种心理变态。也说通性恋爱。

（男性と男性或いは女性と女性との間に発生する恋愛関係であり、一種の心理変

態である。同性恋愛ともいう）

《現代漢語詞典》2005第5版：

【同性恋】同性别的人之间的性爱行为，属于性心理障碍。（同じ性別の人における性愛行為

で、性心理障害に属す）

《現代漢語詞典》2012第6版：

【同性恋】同性别的人知之间的性爱行为。（同じ性別の人における性愛行為）

このように、1980年以降、《人民日報》や《魯迅全集》などでも“同性恋”が使われるようにな

り、次第に“同性恋”に収斂されたのではないかと考える。

Ⅴ 「同性愛」と“同性恋”の定着の要因

日本語の「愛」について、「愛」は「恋」よりも意味範囲が広いという指摘もみられる51。語構

成の視点から、「同性愛」と“同性恋”が定着した要因を探ってみたい。

表１は『日本国語大辞典（第二版）』（小学館）と近代デジタルライブラリーに収録された、

「□□＋愛」構成の三字語が使用されている文献を年代順にまとめたものである52。ここからは

1920年代に、「□□＋愛」構成の言葉が多く造られていたことがわかる53。

51	『日本大辞書』（山田美妙、1983、１ページ）の「あい」の項には、「今日ノ普通ノ意味ニ因レバあいハこひヨ
リ意味ガヒロク即チあいハ一般外界ノ物ニ対シテノ想ヒニ差シ支ヘ無ク言ヘル、但シ、こひハ寧ロソノ一部分デ、
主トシテ男女間ニ出ルイツクシミノ情ナドノ意味ヲ持ツ」とある。

52	 近代デジタルライブラリーは、国立国会図書館デジタル化資料の http://dl.ndl.go.jp/ を使用した（2012.7.31
検索）。表１には、『日本国語大辞典（第二版）』と近代デジタルライブラリーに収録された文献中、出版年の早
い文献を掲載した。

53	「□□＋恋」構成の三字語は、「一時恋（イットキコヒ）」（『浄瑠璃・薩摩歌』1711 頃）と「想夫恋（サウフレン）」
（『徒然草』214 段、1331 年頃）だけで、それ以外は「うたかたの恋」「老いらくの恋」のような句としての表
現のみであった。
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表１：「□□＋愛」構成の語の使用がみられる文献（明治期～昭和初期）

次の表２は、中国語の文献、及び国語辞典・新語辞典などに、“□□＋恋”構成の語が収録され

ているものをまとめたものである。

表２：“□□＋恋”構成の語の使用・収録がみられる文献・辞典類（民国期以降）

これらの文献・辞典類に“□□＋愛”構成の３字語は散見されなかった。中国語においては、

1920年代末以降に	“□□＋恋”	の構成語が多く造られたことがわかる。

このように、日本語では「愛」による構成語、一方、中国語では	“恋”	による構成語が多く造ら

れたのは、日本語では「愛」に、中国語には“恋”にそれぞれ造語力があったからではないかと推

測される。

出版年 “□□＋恋”構成の語 文献・辞典名

1929年 同性恋 異性恋 自我恋 潘光旦《馮小青―一件影恋之研究》（新月書店）

1946年 同性恋 異性恋 自動恋 潘光旦《性心理学》（商務印書館）

1993年 同性恋 黄昏恋 婚外恋 王均熙編《漢語新詞詞典》（漢語大詞典出版社）

1996年〜
2012年

同性恋 黄昏恋 婚外恋 中国社会科学院語言研究所詞典編輯室編《現代漢語詞典》
第３版〜第６版（商務印書館）

1999年 彫像恋 画像恋 器物恋 劉達臨《性与中国文化》（人民出版社）

2006年 双性恋 忘年恋 王均熙編《新世紀 漢語新詞詞典》（漢語大詞典出版社）

年代 「□□＋愛」構成の語、及びその使用がみられる文献名

1919年以前 夫婦愛（『人情本・春情花の朧夜』1860頃）
人類愛（月の家『日月日記』天声社、1900）
無我愛（加藤弘之『学説乞丐袋』弘道館、1911）
祖国愛（文部省訳『独逸国民に告ぐ』帝国教育会、1917）

1920年〜
1929年

異性愛・同性愛（沢田順次郎『神秘なる同性愛』天下堂、1920）
同胞愛（新居格『左傾思潮』文泉堂書店、1921）
人間愛（米田庄太郎『恋愛と人間愛』弘文堂書店、1923）
隣人愛（生田長江訳『ツァラトゥストラ』新潮社、1924）
母性愛（鳥山朝夢訳『女子春秋』朝香屋書店、1924）
自己愛（長与善郎『竹沢先生と云ふ人』岩波書店、1925）
自然愛（斎藤清衛『国文学の序説 : 四大国文学者の批判』古今書院、1925）

1930年以降 師弟愛（本地正輝『先生！（師弟愛物語集）』三洋社、1930）
郷土愛（田沢義鋪『青年団の使命』日本青年館、1930）
父性愛（岡本かの子『仏教読本』大東出版社、1934）
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Ⅵ おわりに

本稿では、近代の日中語彙交流を視点において、日本語の「同性愛」と現代中国語の“同性恋”

がどのように成立し定着したのか、またその要因を探ってみた。

日本語では、明治期末から大正初期に西洋から性科学の専門書などが数多く翻訳され、

Homosexualität	やHomosexuality などの訳語として、「同性の愛」や「同性恋愛」、「同性

愛」があてられ、1910年代はこれらの言葉が混用されていた。しかし、1910年代後半から、

1920年代初めには、「同性愛」に書き改められた文献もあり、次第に「同性愛」に収斂されてい

く過程を読み取ることができた。

一方、中国語では、1920年以降《婦女雑誌》に日本文献の翻訳により、“同性恋愛”や“同性的

愛”がもたらされ、民国期の小説や性の研究書などには、“同性愛”や“同性恋愛”が混用されてい

た。但し、社会学者である潘光旦の研究書には、1920年代末から、“同性恋”への書き換えもみら

れていた。文化大革命後の1980年代の《人民日報》には、海外の所謂同性愛の情報が“同性恋”で

表され、特に、1985年に多くのエイズ関連の情報が伝えられた際には“同性恋”が屡々使用される

など、次第に“同性恋”に収斂されるようになったものと推察される。

日本語では、1920年代に「□□＋愛」構造の言葉が多くみられ、中国語では1920年代末以降

に“□□＋恋”構造の言葉が造られていた。日本語で「同性愛」が、現代中国語で“同性恋”が定着し

た背景には、日本語の「愛」と、中国語の“恋”にそれぞれ造語力があったからではないかと推測

される。詳細については、今後の課題としたい。
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Abstract

This	study	focuses	on	how	Thai	learners	of	basic	Japanese	language	recognize	

the	shapes	of	unknown	kanji ,	and	on	what	kinds	of	shapes	are	difficult	or	easy	for	

them	to	recognize.	In	order	to	explore	this,	a	kanji 	shape	discrimination	task	was	

administered	via	a	computer	program	specially	designed	to	test	 learning	of	kanji 	
shapes.	This	test	was	used	to	 investigate	the	kanji 	character	 identification	 issues	
among	103	Thai	learners	of	Japanese	language	in	a	high	school	(Grade	10-12)	in	

Bangkok,	Thailand.	

The	results	of	survey	reveal	that,	in	the	case	of	the	identification	of	unknown	

kanji 	characters	with	a	 total	stroke	count	of	between	6-16	strokes,	 there	 is	no	

substantive	difference	in	perception	of	the	shape	of	kanji 	characters	between	Thai	

learners	of	different	grades.	 In	addition	to	the	survey,	 follow-up	interviews	of	18	

randomly	selected	 learners	were	conducted	 in	order	 to	 learn	 the	reasons	why	

they	perceived	or	 identified	certain	kanji 	characters	 in	 the	kanji 	discrimination	

task	as	 ‘difficult’	or	 ‘easy’.	The	results	reveal	that	the	perception	of	kanji 	shapes	is	
significantly	different	between	students	who	have	 just	started	learning	kanji 	and	
students	who	have	been	learning	kanji 	for	one	to	two	years.

「要旨」

本調査では、未知の漢字の字形に着目して、特にタイ人初級日本語学習者の初級

漢字学習者がどのように漢字の形を認識しているか、および彼らにとって認識しに

くい、あるいは、認識しやすい漢字の字形を探るために、パソコン上の漢字字形識

別テストのプログラムを作成して調査に用いた。タイ国内のA国立高等学校におい

非漢字圏学習者の漢字字形の識別に関する事例研究
―タイ人高校生日本語学習者を対象にして―

The	Identification	of	the	Shape	of	the	Kanji	Characters
among	Non-Kanji	Background	Students	:	A	Case	Study	of	Thai	High	School	Students

ヴィモンヴィタヤー チョーラッダー
WIMONWITTAYA	Chorladda
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てタイ人初級日本語学習者103人を対象に調査を行った。

その結果、総画数6画から16画の未知の漢字の場合、漢字の字形識別には学年差

がみられないという結果になった。さらに、彼らにとって「漢字識別課題」に出題

されたある特定の漢字の字形が認識しにくい、あるいは、認識しやすいのはなぜか

という理由を知るために、103人の調査対象者から18人をランダムに選出し、フォ

ローアップ・インタビューを行った。その結果、漢字学習を始めたばかりの学生

と、漢字を1年、2年程度学習している学生の間には漢字の字形のとらえ方に違いが

見られるということが分かった。

Ⅰ 研究背景と研究目的

言語学習の重要な学習項目の一つに、文字習得が考えられる。通常、文字習得の段階に入る際

にまず文字の形を目で認識することが不可欠である。日本語がもつ平仮名、片仮名、アルファ

ベット、そして、漢字という4つの文字体系のうち、学習者にとって漢字が最も字形が複雑で習得

困難であると言われている。漢字圏学習者は母語の文字と学習対象となる日本語の漢字の文字間

の距離が近いため、日本語の漢字の字形を比較的容易に学習できる。しかし、非漢字圏学習者の

場合は、母語の文字が主としてアルファベット系に属するものが多く、漢字と母語の文字間の距

離が遠いため、彼らが漢字の字形に慣れるまでには時間がかかってしまう。加納（2010）では、

非漢字圏学習者の漢字学習の困難点として、形が複雑で似ている漢字の字形が多いという問題な

どが挙げられている。非漢字圏学習者であるタイ人を例にしてみれば、母語の文字（タイ文字）

と漢字の間において、線の形状や組み合わせ方、字としての構造などが異なる。このため、彼ら

が未習の漢字を普段どのように捉えているのか、どのような線の形状が彼らにとって認識しやす

いのか、どのような形状が認識しにくいのかを知ることで、より効果的に漢字の字形学習をサ

ポートできるのではないかと思われる。小林（2003）によれば、桑原（2000）は非漢字圏学習

者が日本語を学ぶ際には、初期段階では漢字の形態を重視し、方法としてはイメージ媒介が有効

であると述べられている。つまり、非漢字圏学習者の漢字の字形認識の状況を把握することによ

り、学習者がより学習しやすい漢字字形の指導法や学習支援を促すための一助になるのではない

かと考えた。

そこで、本研究では非漢字圏学習者であるタイ人が文字習得の段階に入る際にまず通らなけれ

ばならない最初の関門として漢字の字形識別の問題に着目し、その字形識別の実態を解明するこ

とを目的に事例研究を行う。
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Ⅱ 調査概要

1 調査実施
バンコク市内のA国立高等学校において、校長の承諾を得た上で、2012年8月22日から26日ま

での5日間、学校の施設と8コマ（50分/コマ）の授業時間を本調査に使用した。

具体的には授業時間中にパソコンを利用した漢字識別課題テスト1、テスト2、テスト3（資料1

および資料2）のほかに、学習者用個人情報シートへの記入の他、漢字自由記述課題（資料3）、

旧日本語能力試験3級と4級（文字・語彙の部分：問題ⅠとⅡの漢字の読み・形に関わる問題）の

問題、漢字1字を2つの部分に分ける課題を行った。また、その調査対象者に、名前と電話番号を

記入してもらって名簿を作成し、2日間にわたり学校内で追跡調査を実施した。

なお、データ処理のための時間の関係で本論文で扱うデータは、パソコンを使用した漢字識

別テスト1、テスト2、テスト3、自由記述課題、そして、追跡調査のフォローアップ・インタ

ビューのみである。

2 調査対象者
「漢字識別課題テスト1、テスト2、テスト3」「漢字自由記述課題」の対象者は、タイ国内のA

国立高等学校に在学する、日本語を選択している高校生103人である。その内訳は、高校1年生34

人、高校2年生34人、高校3年生35人である。なお、追跡調査に参加したのは103人の日本語学習

者のうちからランダムに選んだ18人である。

表１ 調査実施と本論文で扱う課題のまとめ

実施日 課題
調査対象の課題

日本語学習者の
高校生

その他の高校生

2012 年８月
22 日〜 24 日

(1) 学習者用個人情報シート 〇 〇

(2) 漢字識別課題（パソコン上：テスト 1、2、3） 〇 〇

(3) 漢字自由記述課題 〇 ×

(4) 漢字 1 字を 2 つの部に分ける課題 〇 〇

(5) 過去問の日本語能力試験（3 級と 4 級） 〇 ×

８月 25 日 26 日 (6) フォローアップ・インタビュー 〇 △

備考：1) 〇 : 実施 × : 実施しない △：不備あり
2) なお、網をかけた部分に関しては、本論文では扱わない。
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3 調査内容
（1）パソコンを使用した漢字識別課題について

①調査で使用した漢字

当漢字識別課題は筆者が独自に作成したものである。調査対象となる漢字はいずれもタイ国

内において販売されている、タイ語訳付きの『Kodansha’s	Compact	Kanji	Guide』に収録され

ている1945字の旧常用漢字から抜き出したものであり、総画数が6～16画で、部首が上下、

左右、その他のパターンに分けられる漢字である。パソコンを使用した漢字識別課題のテス

ト1とテスト2には、同じペア15問と異なるペア15問の計30問がある（資料1を参照）。違い

があるペアの漢字における画数の差は、±0～3画以内である。テスト3の漢字は前述の30問

の中から10字をランダムに選択し、選択肢には作字も含まれている。（資料2を参照）

②プログラム

各漢字のフォントは一般的に教科書に使用されているHGP教科書体を用いた。パソコン上の

操作のため、文字サイズはやや大きめの36ポイントにし、200	X	200pxの	jpgファイルとし

て、C	sharp	languageにてVisual	Studio	2010というプログラムで作成した。

③問題形式

漢字識別課題は3つのテストで構成されている。全てのテストには例が2問ずつある。それぞ

れのテストの詳細は以下の通りである。

・テスト1：テスト1は30問あり、図１のように画面の上部に、「これらの漢字は同じもので

すか、違いますか？」という質問とともに問題となる2字の漢字が同時に現れる。漢字が画面

に表示されてから調査対象者が解答ボタン（「○（同じ）」か「×（違う）」）を押して解

答した時点までをミリ秒で計測する。

図１ テスト１の例の画面

・テスト2：テスト2は、テスト1と同じ2字の漢字のペア30問を使って、異なる方法でその時

間を測定する。図2－1のようにまず、画面の上部に、「これらの漢字は同じものですか、違

いますか？」というテスト１と同じ質問が出る。そして、問題となる1つ目の漢字が左下に2
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秒表示され、すぐ消える。同時に、今度は図2－2のように問題となる2つ目の漢字が画面の

右下に表示され、図2－3のように2秒後に消える。漢字が画面から消えてから調査対象者が

解答ボタン（「○（同じ）」か「×（違う）」）を押した時点までをミリ秒で時間を計測す

る。

	 図2－1 テスト2の例の画面（1）	 図2－2 テスト2の例の画面（2）

図2－3 テスト2の例の画面（3）

・テスト3：テスト3は10問ある。（資料2を参照）画面の上部に、「最初の漢字と同じもの

は、どの漢字ですか。」という質問が出題され、次に図3－1のように問題となる漢字1字が

画面上に4秒間表示される。
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	 図3－1 テスト3の例の画面（1）	 図3－2 テスト3の例の画面（2）

そして、問題の漢字が消えると同時に、図3－2のように選択肢となる4つの漢字が画面に表れ

る。解答時間は4つの選択肢が画面上に出てから調査対象者が解答ボタン（解答1～4）を押した

時点までをミリ秒で時間を計測する。

（2）漢字自由記述課題

自由記述では、学習者に「A４」の紙の漢字自由記述課題用シート（資料3を参照）を配って、

10分以内に覚えている漢字（形、読み、意味）を書いてもらった。読み・書き・意味の情報の全

部を覚えていなくても、覚えている限り形の一部でも、覚えている情報だけでも書いてもらうよ

うに指示した。

（3）追跡調査

追跡調査ではパソコン上で実施した漢字識別課題の問題をパソコンを使って再度一問一問解い

てもらいながら、フォローアップ・インタビューを行うという手法で行った。インタビューは一

問ごとに行った。

4 調査の手順
3で述べた内容の課題（パソコンを使用した漢字識別課題、漢字自由記述課題、追跡調査のフォ

ローアップ・インタビュー）を、以下の手順で行った。

（1）パソコンを使用した漢字識別課題

①調査対象者に対し、調査者が簡単な自己紹介をした。

②これから実施するタスクは研究の目的であり、「学校の成績には一切関係のないこと」「個

人情報は本研究のみの扱いとし、個人情報の秘密は保護すること」「点数などを担当の先生

には報告しないこと」「研究結果の報告に当たっては、調査対象者の実名など個人情報を掲

載しないこと」を説明するとともに「パソコン上のタスクでは正答も使用時間も記録され、

途中で隣の人と話したり質問したりすると、自分のみならず相手のテストの解答時間や結果

などにも影響する恐れがあるため、途中で隣の人と話したり質問したりしないように」と注
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意した。また疑問点や質問がある場合は、手を挙げてもらい、調査者が対応する旨を説明し

た。

③調査者にテストの内容と回答方法を説明してから、調査対象者に画面の操作方法を各自、目

で確かめさせた上で、マウスを操作して例題の回答を行ってもらった。

④パソコン上でテストを実施した。

⑤テスト1終了後、少し時間をおいてからテスト2について簡単に説明し、学生に画面を確認し

てもらったあと、テスト2を実施した。テスト3も始める前に同様なやり方で行った。

（2）漢字自由記述課題

①漢字自由記述課題について説明し、以下の（a）～(e)のように伝えた

(a)漢字自由記述課題は研究目的で実施すること。

(b)個人情報や点数は本研究のみの扱いとし秘密にすること。

(c)学校の成績には一切関係のないこと。

(d)タスクの時間は10分で、周りに相談しないで、自分が出来る範囲で漢字の情報（漢字の

形、読み、意味）を書くこと。

(e)全ての情報を書けない場合でも、覚えている情報を書くこと。

②学習者に自由記述課題用のプリントを配った。

③10分後に、回収した。

（3）フォローアップ・インタビュー

①調査対象者に、漢字識別課題のテスト1（資料1）と漢字識別課題のテスト3（資料2）

のプリントを配った。

②テスト1を再生し、2つの漢字に違いがあるか否かを解答できるようテスト1の漢字をもう1度

よく見てもらうよう説明した。そして、「漢字の違いを判別する際、どのようなことを考え

たか」と質問した。問題の間に少し時間を設け、学生からの回答時間に充てた。

③テスト2もテスト1と同様の説明をした。テスト1との違いは、テスト2では漢字が一定時間後

画面から消えた後、「覚えやすい線、記憶に残りやすい線はどれか。理由があれば教えてほ

しい」旨を学生に質問した。テスト2もテスト１同様に問題の間に少し時間を設け学生の回答

時間に充てた。このようなやり方で問30まで行った。

④そして、逆に「覚えにくい線、記憶に残りにくい線はどれか。理由があれば、教えてほし

い」と質問した。テスト2を再生し、問1の漢字が消えた後に、画面を一時的に停止し、その

部分を〇で囲んで説明してもらった。同様なやり方で問30まで行った。

⑤次に、プリントのテスト1の漢字リスト（資料1）を見て、難しいところを〇で囲んでもら

い、どのように覚えていくのか、次の週に漢字の書きテストがあると仮定して学生に説明し

てもらった。

⑥最後にテスト3を再度一問一問受けてもらい、「問題を解いた時、選択肢の中で答えではない
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と分かったものはどれか」という問に対し、回答と理由を書いてもらった。

なお、パソコンの数が限られていたため、学習者を2つに分けて、先にパソコン上の課題を始め

る群と紙上の課題を始める群で、以下の順番で調査を行った。全体の調査実施の順番は以下の表2

の通りになっている。

表2 全体の調査実施の順番

Ⅲ 結果と分析

1 漢字識別課題のテスト1
パソコン上の漢字識別課題のテスト1、つまり、漢字の字形をみて「同じ」か「違う」かを判断

してもらった結果、正答率に関して高校は1年生(34人)98％、高校2年生(34人)97％、そして、高

校3年生(35人)は98％という平均点（表3	テスト1の正答率と応答時間を参照）であり、学年によ

る差は見られなかった。

テスト１に関して、表3の右側にあるタスクに要した平均応答時間は、高校1年生が2956ミリ

秒、2年生が3493ミリ秒、3年生が2773ミリ秒かかった。つまり、漢字を識別するのに高校1年

はほぼ3秒、高校2年生は約3秒半、3年生もほぼ3秒かかったことが分かる。読みや意味などの

未習・未知の字形情報（総画数6～16画）を目で処理するのには、学年の差がそれほど見られな

かった。漢字の学習を始めたばかりの初級の1年生と1～2年間漢字を学習した高校2年生、3年生

との間に正答率と応答時間の差があまりなく、識別力はほぼ同じという結果であった。

この結果から、未知・未習の漢字（総画数6から16画）の形を見比べる際、非漢字圏のタイ人

高校生は違うか同じ漢字であるかの識別はできると言えるが、ほんの僅かな違い、例えば、構成

要素の一部の有無、全体の雰囲気や線の方向やサイズが似通った構成要素の一部に違いがある場

合（問12、問21、問26）は、識別の正答率がやや落ちることが分かった。これらの未知の漢字を

見る際、彼らがこのような細かい部分や小さい違いに注意を払わなかったことを反映しているの

ではないかと考えられる。

問12（遂・逐）の「ソの有無」、また、問21（埋・理）の「一」のような線の有無「土・

項 目 課 題
それぞれの群と課題の順番

パソコン上の課題の
群

紙上の課題の群

パソコン上の課題 漢字識別課題（パソコン：テスト 1,2,3） 1  2

紙上の課題 漢字自由記述課題 2 1

パソコンと紙 フォローアップ・インタビュー 3 3

備考：数字は実施の順番を表す。
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王」、問26（祈・析）の「木・ネ」は漢字の特有の線や形状を表しているものだと考えられる。

つまり、非漢字圏のタイ人高校生にとっては、両方の漢字の全体の雰囲気や線の方向や構成要素

の違いによってサイズや字のバランスがあまり異ならないが、構成要素の上部の書き方や線の形

にほんの少しの違いを有する漢字の識別が難しいようである。このような線の特徴やパターンが

タイ語の母語にはあまり見られないため、タイ人の初級学習者には漢字特有の線に関する知識や

注意が欠けていることが考えられる。

表3 テスト１の正答率（％）と応答時間（ミリ秒）



Area	Studies	Tsukuba	34	:	247–270,	2013

256

表3を厳密に見ると、30問のうち最初の問1と問2はどの学年でも比較的長く時間がかかってい

る。これは問題を解く前の練習が十分ではなかったことを示唆している可能性がある。

正答率が高く・応答時間が短い問題として、正答率が90～100％で、応答時間が1000ミリ秒台

には当てはまるものは、高校3年生群には問8（貞・貢）、問14（垂・乗）、問17（疾・痴）、

そして、問25（望・聖）が見られる。また、高校3年生群の調査対象者に書いてもらった自由記

述の漢字のデータから、既習・既知・再現できる字の多くは、正答率が高く、応答時間が短い問

題となる漢字のペアの字形の形状と共通している部分があることが分かった。例えば、問8（貞・

貢）のように四角の形の中に、横線があるような線の形状をもつ既習の字には「口、日、目、

買、見、兄」などがある。「車、集、電、田、海、母」も、問14（垂・乗）と共有する線の形を

持つ字であることが考えられる。問17（疾・痴）も、それに近い字、例えば、口が有無の違いと

いう漢字の形状特有の背景知識として、「左、右、口」などが挙げられる。3年生群の既知の漢字

から、彼らはこれらの漢字の点、線の形状、ほんの少し違いのある形状に慣れているだけではな

く、似ている線、点、形状を持つ漢字同士のバラエティーも知識が比較的多いことを反映してい

る。3年生群の方はこれらの知識を他の学年よりうまく利用して漢字の字形を捉えているため、正

答率も高く、字形を区別する応答時間も短縮できることに起因するのではないかと考えられる。

ようするに、漢字の点、形状、線の種類、漢字特有の形などに関する背景知識が多ければ多いほ

ど、漢字の字形識別・認知が高まることに繋がると考えられる。

高校2年生群の正答率が高く、応答時間が短い問題としては、問25（望・聖）、高校1年生群で

は問25（望・聖）と問27（健・建）の例が挙げられているが、いずれも例が非常に少ないので、

その理由は断定できない。

学年別の平均応答時間と平均正答率を見ると分かるように、正答率は変わらないか、応答時

間だけ見ると、高校2年生がやや長かった。これはそれぞれの学年では漢字を見る際に、違う見

方、つまり、漢字の字形の捉え方が異なることが考えられる。というのは、フォローアップ・イ

ンタビューから推測されることであるが、1年生は既知・既習の漢字が少なく、漢字の特徴を掴

んだり、漢字の一部分や全体の雰囲気を既知の図形やアルファベットやものの形と関連付けたり

して、深く何も考えずに漢字を見るので、応答時間が短いのに対して、高校3年生は既知・既習の

漢字の数が比較的多いことから、漢字特有の知識（線や点の有無、似た線の形の種類、それぞれ

の漢字の共通している線のほんの一部）をうまく使用しているために、識別にあまり時間がかか

らなかったのではないかと思われる。それに対して、高校2年生の場合は、漢字は高校1年生より

知っているが、共通点を持つ線に関する知識はまだそれほど定着していないため、既習漢字と似

ているが違う形状を見ると戸惑ったりして長く見比べていたことが考えられる。

2 漢字識別課題のテスト2
テスト2の場合は、テスト１と同じ2字の漢字のペア30問を使うが、テスト1と違うのは記憶と

いう要因も絡んでいることである。調査対象者はテスト2の問題を解くに当たり、テスト1で既に

同じ漢字のペアを見ている。そのため、テスト2では最初（画面の左下）の漢字を2秒だけ表示
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し、最初の漢字が消えるとともに、ペア対象となる漢字（画面の右下）を表示する。ペア対象と

なる漢字が消えた後、学習者が解答するところまでの時間を計測する。

表4を見ると分かるように、テスト2のように2つの漢字を時間差をつけて提示すると、平均正

答率に関して、高校1年生群では正答率は88％、高校2年生群では90％、高校3年生群では91％と

なった。平均応答時間に関しては、高校1年生群では782ミリ秒、高校2年生群では981ミリ秒、

高校3年生群では648ミリ秒かかった。ただし、テスト2の応答時間というのは2つ目の漢字が消え

てから回答するまでの時間であるため、テスト1の応答時間の長さと比べることはできない。

学年別に見ると、テスト2でも漢字の字形識別能力にはさほど大差はないが、学年が最も高い3

学生が未知の漢字を識別するにあたり、より正確に未知の漢字を記憶しているという傾向が見ら

れた。応答時間の結果も、テスト1と同様に高校2年生が最も時間がかかっていることが分かる。

このように、既習の字の数が増えれば増えるほど、ある段階を超えると、漢字特有の線の形に

慣れてくるため新しい漢字を見ても、うまく既知の知識を活用していると思われる。

テスト1の結果と比較してみると、テスト2では全体としてどの学年でも30問のうち半分以上の

問題の数において正答率が落ちていることが分かる。これは、非漢字圏の初級日本語学習者が漢

字の読みや意味など未知の漢字の特有な線・点や構成要素の形状などを見る際、一般的に総画数6

画～16画の漢字を識別することができるが、漢字の各構成要素の位置や形を正確に暗記しようと

しても、記憶になかなか残らないことを反映していると思われる。漢字を2回見るだけでは、正答

率が上がらないのは、漢字の形だけを覚えるにしても、非漢字圏学習者にとって線の形、構成要

素などの形状の情報量が多いためだと考えられる。また、母語の文字との共通点が少ないため、

線の形状や線の方向が多いことや漢字特有な背景知識のないこともあり、形だけでの情報量が彼

らにとって多く、短い時間で正確に暗記しきれないと思われる。
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表4 テスト2の正答率（％）と応答時間（ミリ秒）

テスト2の結果をテスト1の結果を比較してみたところ、問12（遂・逐）、問13（壊・壌）、問

21（埋・理）、問26（祈・析）、問27（健・建）、そして、問3（素・索）の6問がどの学年で

も共通して正答率が10％以上落ちたことが分かる。それらの6問には、テスト1でそもそも正答率

が悪かった問12（遂・逐）、問21（埋・理）、そして、問26（祈・析）があった。これは漢字特

有の形状や線や点などの背景知識の不足だけではなく、形の情報の量が多いことが漢字を見た際

の識別自体にも漢字の形を正確に記憶できるかどうかにも影響していると考えられる。
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3 漢字識別課題のテスト3
漢字識別課題のテスト3に出題された漢字の問題は、先述の漢字識別課題テスト1とテスト2で

みた字形認識力と短期記憶力に加えて、さらに、似ている字形の漢字の識別という要因を加え、

全部で4つの選択肢を設けた。調査対象者はテスト1とテスト2でも見た漢字をテスト3で3回目に

見たことになる。比較的漢字に慣れている高校3年生の学習者の調査結果では、テスト3の問題に

出題された10問のうち、問3、問5、問7、問8の問題については正答率がやや低く、他の学年と同

じような傾向が見られた。また漢字を見る回数が3回目になっても、初級学習者の場合は漢字の細

かい部分まであまり注意を払わないという傾向が見られた。これらの結果は、小林（2003）にお

いて、桑原（2000）が非漢字圏日本語学習者を対象にしてイメージ媒介方略の有効性を検討した

際には、試行回数が低い場合、はね・はらいなど小さい単位で、類似する漢字同士の混同が見ら

れたと指摘していることと同様のことが言える。

表5 テスト3の正答率（％）と応答時間（ミリ秒）

	

テスト3の応答時間は4つの選択肢が表示されてから回答するまでの時間である。4つの漢字を

見比べなければならないため、テスト1、テスト2とは条件が異なるので、時間そのものは比較で

きないと考えられる。

4 漢字の自由記述課題 
漢字の自由記述のタスクでは、10分以内に学習者が知っている漢字と共に、読みと意味を書

いてもらった。本調査は漢字とその読みと意味とを結ぶ前の段階の調査であるが、学習者がどの

漢字のつもりで字形を書いたのかを確認するために、調査対象者にその漢字の読みと意味が分か

れば、書くように依頼した。ただし、読みや意味は知らなくても字形だけ書いてもよいと指示し

た。

自由記述の結果からは、漢字を記述する際に、形からの連想で漢字を記述するという手法が高

校1年生では34人のうち31人（91％）、高校2年生では34人のうち18人（52％）、高校3年生で

は35人のうちに25人（72％）に見られた。
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1年生群では調査時、既習の漢字がまだ少ないが、1年生群の自由記述にも「人 火」「本

人」「木 本」「人 本 木」「木 人 日本人」のように似たカーブの線、「日 月」「母

日 田」「母 日 月 田 男」のような四角、あるいは、直線に近い線や形状で組み合わせた

字、「上 下 本 木 中」のような中棒を持つ字が書き並べられていた。1年生群では、「日→

日本」「木→日本」「本 木→日本」のように1字の漢字から同じ字を持つ漢字熟語に連想された

ケースが4人に見られた。また、「日本→本 日」のように2字熟語の漢字から別々の漢字が連想

されたようなケースが1人見られた。一般的に高校1年生群では主に字から字へ、字の形や雰囲気

や線の形状に近いもの同士を連想するケースが多かった。

2年生群でも「八 人」「出 山」「左 右 友」「目 日 月 男」「日 月 目 口」のよ

うに字の雰囲気や線の形状に近いもの同士を連想したケースもあったが、その他に、「名 多」

「口 右」「右 口」「右 宮」、「計 語」のように構成要素の一部が共通している字が書き

並べられたケース（5人）も見られた。さらに、「人 入」のような類似形の連想、「今→今日」

「本→日本語」「日→日本→日本語」のように1字から2字・3字熟語（の語彙）を連想するケー

ス（3人）が見られた。

3年生群でも「本 木」「出 山」「田 日 目」のように形から他の似た形や線を持つ字を

連想するケースも見られたが、他の学年と違っていたのは、「木 林 森」「太（い） 犬」

「上 止」「日 時」「何 休」「何 花」「何 行」「待（つ） 持（つ）」「火 人」「大

人」「食（べる） 飲（む）」「子 学」「語 読」「目 見」「太 犬」「立 泣」「日本

→時」「先生→洗う」「百→日本」「時 日本 時間 日本語」のように一部の構成要素が共通

しているもの同士を連想するケース（11人）が他の学年よりも多かったことである。また、「入

人」のような連想（5人）も見られた。他には、「日本→日本語」「日→日本語」「車→電車」

「学校 学生」「学校 学生 大学」のように1字から、その字を有する2字・3字熟語（の語

彙）を連想するケース（4人）が見られた。

自由記述の結果から、次の（1）～（3）のような連想の例が、特に初級学習者である高校1年

群に多く見られたことを指摘しておきたい。

（1）漢字と似たカタカナとの連想の例。

例えば、初級の調査対象者のなかには「月」をカタカナの「タ」の形に近い形として連想した

学生がいた。（6人）

実例：	

（2）英語のアルファベットや他のシンボルとの連想の例。

例えば、「！」という記号が雨という漢字の字点の代わりに使われていた。（１人）

実例：	
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他に、「友」という字の一部にも英語文字の「ｔ」が混じっているような形が見られた。

実例：英文字との連想（ｔ）

	 	 	 	

（3）数字との連想の例。

例えば「下」（方向を表す、上の反対という意味）をアラビア数字「１」の裏がえしのように

書いた者がいた。（9人）

実例：	

また、「私」という字の右の構成要素についても「ム」ではなく、アラビア数字の「4」に近い

形を書いた者がいた。（人）

実例： （4・私）

山という字を数字の「4」に近い形として書かれた例も見られた。（人）

実例： （4・山）

実例： （4・女）

形の問題、例えば、形のバランス、はねやはらいの省略、線と線の繋がりによって出る、出な

い、長さの違いなどが1年生群にはもっとも多く見られた。

5 追跡調査のフォローアップ・インタビュー（18名のインタビュー）による分析・考察
上記の結果から、パソコン上の問題による正答率と使用時間に関しては、調査対象者の学年に

よる差はあまり見られなかったが、実際にそれをやっている間にどのように認識しているかに関

して、パソコンを使って漢字識別課題を再度解いてもらいながらインタビューを行った。その

際、漢字のどの部分を見ているか、その部分を○で囲んで順番を付けてもらった。それから漢字

を見た時、どんなことを考えていたか、そして、自分にとって簡単に覚えられたところは字全体

か、部分であるかをタイ語で説明してもらった。また、容易に覚えられないような難しい漢字や

点や線の形などをどのようにして覚えているのかを具体的に説明してもらった。その結果は次の

ようにまとめられる。

（1）漢字を見るための背景知識

漢字学習を始めたばかりの学習者は漢字の線の形状を今まで見た図形や文字や線の形などと関

連づけようとしていることが分かった。例えば、以下の漢字のある〇で囲んだ部分の線の形をア

ルファベットの「t」に似ていると認識していた（調査対象者が7名いた）。



Area	Studies	Tsukuba	34	:	247–270,	2013

262

また、下記は、それぞれアルファベットの「A」、「R」、「B」、「P」「y」に似ていると調

査対象者が述べたものである。

一方、漢字を1年程度学習した調査対象者の場合、英語や他の背景知識を使用して漢字を見るの

ではなく、習ったことのある漢字の線の形に関する背景知識で漢字を見ていることが分かった。

例えば、「索」という字の上部を英語の「ｔ」と認識するのではなく、漢字の「十」と認識し

たり、「性」という字の右側を「生」に似ていると認識したりするということである。他にも

「票」という字の下部を「小」、「貢」の一部を「目」に似ていると捉え、「横」の一部には、

「木」または「本」、そして、「サ」に似ている線があると捉えた調査対象者もいた。「壌」

と「壊」には「上」に似ている部分があるという指摘もあった。「望」の字に「月」がある、

「聖」には漢字の「耳」と「口」がある、「析」の右の構成要素に「近」という字に似ていると

いう説明もあった。「痴」には「知（っている）」がある、「房」に「方」がある、「翌」の字

の上の部分に「母」に似ているものがあるという認識もあった。これは、学習する漢字の数が増

えるにつれて母語には無い漢字の形を見慣れるようになったことにより、漢字の形状を無理やり

学習者自身の背景知識に基づいて認識することなく既習の漢字についての知識によって捉えよう

とし、漢字独自の形状そのものを認識しているためではないかと思われる。

（2）認識しやすい字形や点・線の形状

非漢字圏学習者にとって漢字の形は複雑で難しいと言われているが、インタビューの結果か

ら、「初級学習者にとって全ての線が難しいという訳ではなく、認識する過程において難しい線

と易しい線とがある」ということが判明した。つまり字形の認識方法のいかんによって、同じ画

数を持つ漢字であっても慣れている形があるか、あるいは既習の漢字の字形に関する知識を生か

せるかどうかによって、学習者の難易の感覚に差が出てくるようである。追跡調査の結果から、

字形の認識しやすい形状としては以下のような形が挙げられた。これらの平均画数は約3画であ

る。
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訳： 、 、 （2年生）

訳：（ ）の次に2本の線を書くと覚える。（2年生）

訳： 、 、 （3年生）

今回の調査の結果から、初級の漢字学習者は漢字の字形に関する学習方法として記号やアル

ファベットと関連付けること、線の数を数えること、形から学習者独自のストーリーを作るこ

と、簡単な部分を最初に覚えること、よく書くことなどが特徴的なストラテジーとして見られ

た。

Ⅳ まとめの考察

漢字の読みや意味の情報は抜きにして、未知の字形だけに焦点を当てて調査を行った結果、

漢字総画数6～16画数の字形識別能力においては非漢字圏の高校生タイ人学習者には学年の差は

あまり見られないことが明らかになった。しかし、初級学習者、特に非漢字圏のタイ人において

は漢字に関する部首など形状的な知識がなくても、日常生活に親しみのあるものの形やアルファ

ベットに結び付けてイメージを作ったり、字の特徴を掴んだりするなどしてなじみのない漢字の

字形の認識を自分自身で漢字の「字形」学習をサポートしていることが分かった。漢字の形を覚

える際、タイ語文字の中にある、フォントーンという記号を関連付けて覚える学習者が１人、主

に英語のアルファベットに結びつけていることが多いことが今回の調査から明らかになった。

漢字の線などの形状と難しさに関しては漢字を組み立てる全ての線が難しい訳ではなく、学習

者の難易の感覚は認識方法によって差が出てくるようである。認識しやすさ・漢字の書きやすさ

に関する形状の共通点は、線と線がはっきり分かりやすいこと、線と線の繋がりや線の長さや方

向の多様性などの情報量が少ないこと、平均画数の約3画ぐらいのものであることなどが多い。

それに対して、認識しにくさ・漢字の書きにくさに関する形状の共通点は、線と線の繋がりが多

く、横線・縦線や線の形状や長さが多いなどの8画以上の漢字が多いことが分かった。

学習方法から見れば、漢字の線や形状のようなものを見る際、母語の字（タイ語）の線や形状

などの知識を漢字字形の学習に利用できず、既習漢字の数が少ない1年生の多くは漢字の雰囲気や

特徴を掴んでアルファベットや自分の未知の図形と関連付けて覚える傾向が見られる。この段階

で、1年生のような初級学習者に、共通の漢字数が多く、認識しやすい構成要素（画数が3画程度

で、線の形状に関する情報量の少ないもの）、あるいは、部首を指導することで、より早く漢字

の持つ形状に慣れさせ、より容易に学習させることに繋がるのではないかと思われる。また、既

習漢字の数が多い途中の段階では、既習漢字と未習漢字との混乱の問題、漢字特有の形状などの

線の知識がまだ定まっていない高校2年生の場合にも部首や構成要素のグルーピングを指導するこ
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とによって、より早い段階で漢字の形状などの知識が定着する可能性がある。それから、漢字ら

しい字形の構成要素の共通点まで認識でき、漢字の線や形状などの知識がかなり安定するように

なった3年生の場合は、漢字2字熟語を中心に指導しながら、難しい字形、似通った線や形状を持

つ２字熟語などを学習者の慣れている字形の分解や他の漢字の構成要素、または、字との連想な

どを指導すれば、より効率的に学習できるのではないかと思われる。

Ⅴ 今後の課題

漢字の字形に注目して字形の識別に関する調査を行った結果、識別力には学年別の差がそれほ

ど見られないという結果が出た。同時に、調査対象者は、漢字を見たことがある図形や文字など

の背景知識と照らし合わせたり、見慣れない字形を親しみのあるものの形と関連づけしたりして

情報処理をしているらしいことが分かった。漢字に対する形状的な知識のない初級学習者の場合

は、複雑な線を見て字のもつ全体の雰囲気からその特徴を把握しているようだが、漢字の自由記

述課題や難しくて書きにくい点や線の形状の学習方法に関するインタビュー結果から見られるよ

うに、場合によっては字形認識・学習を学生に任せてしまうと、正しい字の形状の学習や漢字に

特有の書き順などにも影響を与えてしまうこともある。そのため、字形認識やその対処を学習者

に任せるよりも加納（1992）や、武部良明（1991）で紹介されているように、漢字の構成単位

などを生かして学習する方法、または、漢字を部首単位で教えることなどを工夫する必要があろ

う。しかし、どのような方法をどの段階で教えたらよいか、また、その有効性を確かめるのは今

後の課題としたい。

*謝辞：この研究を論文として形にすることができたのは、筑波大学人文社会系の加納千恵子教

授、池田潤教授、崔宰栄准教授の熱心なご指導とアドバイスによるものです。また、タイ国内の

先生方、高校生たちが貴重な時間を割いて調査に協力してくださったおかげです。皆様に心から

の感謝の気持ちとお礼を申し上げ、謝辞にかえさせていただきます。
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＜資料1＞ 調査対象漢字リスト（漢字識別課題のテスト1＆2用）

（なお、上記はイメージであり、紙面の関係で実際のフォントと違ったサイズである。）
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＜資料2＞ 調査対象漢字リスト（漢字識別課題のテスト3用）

（なお、上記はイメージであり、紙面の関係で実際のフォントと違ったサイズである。）
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＜資料3＞漢字自由記述課題用シート

（なお、調査にはタイ語版が使われたが、その内容を筆者が日本語に翻訳したのが上記であ

る。）

i	 旧日本語能力試験 3 級と 4 級（文字・語彙の部分：問題Ⅰ漢字の読み、問題Ⅱ漢字の形に関わる問題）の
2008 年の過去問の 3 級：問題Ⅰ漢字の読み 20 問、問題Ⅱ漢字の形 15 問および 2008 年の過去問の 4 級：問
題Ⅰ漢字の読み 15 問、問題Ⅱ漢字の形 10 問を選んでテストを行った。（日本国際教育支援協会 .2009.）調査
当日の時点では高校 1 年生は平仮名、片仮名の学習が終え、漢字の学習を始めたばかりで、日本語能力試験 3
級と 4 級に出題された漢字はまだ既習していないものが多いため、本論文では分析対象外とした。

ii	 調査対象者は A 国立高等学校に在学する①日本語学習者の高校生（高校 1 年～ 3 年生の合計 3 組）と②その他
の高校生（高校 2 年生～ 3 年生の合計 3 組）であるが、本論文で分析に使うのは①の日本語学習者の高校生の
103 人のみである。
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Abstract

Three	kinds	of	organizations	may	be	classified	as	social	welfare	organizations.	

First	 is	service	type	organization,	second	is	advocacy	type	organization,	and	third	

is	mixed	type	organization.	 	Service	type	organizations	are	those	which	perform	

services	like	offering	activities	for	a	fee	or	for	free,	and	advocacy	type	organizations	

are	those	which	protect	a	user’s	right.	Mixed	type	organizations	are	those	which	

perform	service	and	protect	user’s	right.

In	connection	with	 institutional	 reform	of	welfare	 in	 recent	years,	 (1)the	

quantitative	increase	in	service	type	organizations	and	(2)the	increase	in	advocacy	

in	advocacy	type	organizations	are	predicted.	The	reasons	of	these	predictions	are	

that	through	the	reform,	(1)	establishment	of	a	service	type	organization	becomes	

easy,	and	(2)	when	the	welfare	policy	becomes	a	point	at	discussion,	advocacy	type	

organizations	become	active.

In	this	research,	 I	would	 like	to	clarify	two	questions	described	above.	 (1)In	

order	to	prove	the	quantitative	increase	in	service	type	organizations,	establishment	

years	 are	 analyzed.	 (2)	 In	 order	 to	 verify	 that	 the	 advocacy	 of	 advocacy	

organizations	is	increasing,	①the	access	to	political	actors,	②existence	of	lobbying	

and	③change	of	frequency	of	access	to	political	actors	are	analyzed.

I	used	 the	data	of	Cross	National	 Survey	on	Civil	 Society	Organizations	

and	 Interest	Groups	 in	 Japan,	2nd	 (J-JIGS2),	 and	 the	hypothesis	was	 tested	

quantitatively.	The	analysis	 result	 is	as	 follows.	The	result	of	 the	analysis	 is	as	

follows:

(1)Advocacy	type	organizations	have	more	access	to	political	elites	of	national	

level,	and	advocate	for	them	actively	at	the	national	level.	

日本の福祉分野における団体動向の複線性
―第二次団体の基礎構造に関する調査を用いて―
Double	Track	Change	of	Social	Welfare	Organizations	in	Japan:	

Evidence	from	"J-JIGS2"

大倉 沙江
OKURA	Sae
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(2)At	both	 local	 level	and	the	national	 level,	establishment	of	advocacy	type	

organizations	has	not	been	increasing	since	the	1980s,	 is	not	so	 increasing	after	

1980s.	

(3)Service	type	organizations	have	access	to	political	elites	of	 local	 level,	but	

lobbying	is	 less	active	there.	Frequency	of	access	to	political	actors	suggests	that	

there	has	not	been	so	much	change	in	this	decade.	

(4)At	 the	 local	 level,	service	 type	organizations’	establishment	 is	 increasing	

after	1996.	However,	when	it	comes	to	the	national	level,	service	type	organizations	

established	in	1976-1985	also	existed.

	I	would	like	to	point	out	the	implication	which	the	above	information	has	in	

the	end.	Tendency	of	social	welfare	organizations	would	support	 its	double	track	

change.	Double	 track	change	 is	a	numerical	expansion	of	 the	service	offer	 type	

organizations	at	the	local	level,	and	expansion	of	the	lobbying	of	the	advocacy	type	

organizations	which	work	at	 the	national	 level.	The	advocacy	type	organizations	

might	demonstrate	influence	through	contact	with	the	political	elite,	and	lobbying.	

Conversely,	the	service	type	organizations	lobby	through	the	mass	media,	because	

they	do	not	 have	much	 access	 to	political	 actors.	While	many	 service	 type	

organizations	are	born	at	the	local	 level,	 the	welfare	organization	which	performs	

advocacy	activity	gains	more	from	the	contact	with	the	political	elite.

Ⅰ．問題の所在

日本の福祉分野では、社会福祉協議会と社会福祉法人という公益法人が中核となり社会福祉・

地域福祉サービスを提供してきた。それに加え、財団法人や社団法人、住民参加型・市民互助型

の在宅福祉団体や市民団体、ボランティア団体なども数多く存在する（安立2008：111）。

社会福祉法では、「利用者の権利の保護」（アドボカシー活動）及び「社会福祉事業の公明か

つ適正な実施」（サービス提供活動）が社会福祉事業の目的とされている。しかし、現実の福祉

団体を観察すると（1）両方の活動を行う団体（融合型団体）とともに、（2）サービス提供を中

心に行う団体（サービス提供型団体）、（3）アドボカシー活動を中心に行う団体（アドボカシー

型団体）が観察できる。例えば、大阪市釜々崎で野宿生活者に対して支援を行ったNPO法人（秋

山2007：106-110）は、サービス提供活動を中心に行う団体の一例といえよう。また、全国障害

者問題研究会や障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会はアドボカシー活動を中心に行う団体

のひとつである。

90年代以降、福祉サービス供給体制の変革を目指した一連の福祉関連法の大幅な改正がなされ

た。これらの政策転換は社会福祉基礎構造改革と呼ばれ、（1）措置制度から契約制度への移行、
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（2）サービス提供機関の自由化という2点に特徴づけられる（坂田2012：169）。

この2点は、福祉団体の動向に影響があると考えられる。1点目に、措置制度から契約制度へ移

行すると、利用者の獲得にはサービスの質が要求されるようになる。そのため、契約制度の下で

福祉事業に参入した福祉団体は、アドボカシー活動が停滞し、サービス活動に特化することが予

測されている（安立2008：103、須田2004：22、26-27）。2点目のサービス提供機関の自由化

は、（1）一部社会福祉法人の設立要件の緩和と（2）サービス提供活動に対する参入の規制緩和

という2点から主に構成される。このような福祉事業に対する参入の規制緩和に伴い、福祉団体の

新設や新規参入が予測できるだろう。

そのような団体の動向は、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲

（地方レベル/全国レベル）ごとに異なる可能性がある。まず、新設団体の増加は、主としてサー

ビス提供型を中心として生じることが予測される。契約制度下では、団体はサービス活動に重点

をおいた活動を行うと考えられるためである。アドボカシー活動の停滞は、主として融合型とア

ドボカシー型で生じる可能性がある。その一方で、制度改革はアドボカシーを誘発すると考える

こともできる。一般に政治争点化に際して団体は様々な主張や活動を行うが、福祉団体内部には

障害の程度や深刻さに基づいた利益分配方式に起因する対立構造が存在し（伊藤1986：143、

1996：25）、利益配分の変化を伴う制度改革にアドボカシー型の福祉団体は特に敏感に反応する

と考えられるためである。

このような動向は、活動範囲（地方レベル/全国レベル）ごとに細分化できるだろう。新設団体

の増加は、主として地方レベルで生じる可能性がある。2000年の社会福祉事業法等の改正によ

り、主として地方レベルでの福祉事業（地域福祉）の発達が推進されたためである。福祉団体の

アドボカシー活動の停滞あるいは活発化は、地方レベルでも全国レベルでも観察できる可能性が

ある。福祉行政は分権化しつつあるため（武智2001：71－73）、地方レベルでアドボカシー活

動が行われるかもしれない。一方で、サービス提供活動とアドボカシー活動の両立の難しさが指

摘されており（須田2004：26－27）、リソースが少ないと考えられる地方レベルの団体はアド

ボカシー活動が停滞する可能性もあるだろう。また全国レベルで活動する団体は、国政レベルで

決定される福祉制度の変化に対して様々な主張を行なうかもしれない。

本論では、2006年度を中心に全国の団体を対象として行われた「第二次団体の基礎構造に関

する調査」（以下JIGS2社会団体調査）のデータに基づき、福祉分野における団体の動向を記述

する。問いは2つある。1つ目は、どのような団体がアドボカシー活動を行っているのかである。

2つ目は、どのような団体が新設されているのかである。特に、団体分類（サービス提供型/アド

ボカシー型/融合型）及び活動範囲（地方レベル/全国レベル）に注目して分析を行う。以上の検

討を通して、地方レベルで活動するサービス提供型団体の新設、全国レベルで活動するアドボカ

シー型団体のアドボカシー活動の活発化が福祉分野で生じていることを検証することが本論の目

的である。
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Ⅱ．先行研究

1．日本の福祉団体
日本の福祉分野では社会福祉協議会と社会福祉法人が中核となり社会福祉・地域福祉を提供し

てきた。それに加え、財団法人や社団法人、住民参加型・市民互助型の在宅福祉団体や市民団

体、ボランティア団体なども数多く存在する（安立2008：111）。福祉団体には、戦前からルー

ツを持ち、設立から行政と強いつながりを持つ社会福祉協議会と社会福祉法人に対して、60年代

末の公害被害者の団体や既存の制度では十分救済されない障害者団体という2つの潮流が存在する

（辻中1986：97）。本項では、厚生労働省の実施する社会福祉施設等調査や総務省の実施する事

業所・企業統計調査などの既存のデータを使用しながら、現代日本の福祉団体に量的に接近した

い。

福祉団体の中には、多様な団体が含まれている。厚生労働省の実施する社会福祉施設等調査

（2006年版）によると、生活保護法に基づく保護施設298か所、老人福祉施設44,432か所、身体

障害者更生援護施設2,352か所、知的障害者援護施設4,682か所、精神障害者社会復帰施設1,692

か所、婦人保護施設49か所、児童福祉施設33,464か所、母子福祉施設73か所などの施設が存在

する。また、厚生労働省社会・援護局の調査によると、2010年現在で18,982の社会福祉法人が

存在する。社会福祉法人は、1980年の9,471、1990年の13,423、2000年の16,691から増加して

いることがわかる1。さらに、総務省の実施する事業所・企業統計調査（2006年版）によれば、

10万3,752の社会保険・社会福祉・介護事業所が存在し、そこで222万1,692人の従業員が雇用さ

れている。それ以外にも、1,891の共済組合で3万5,303人が働き、4,376の保健衛生事業所で10

万94人が働いている。しかし、こうした統計では市民運動的な福祉団体や障害者団体が捕捉され

ていないこともあるため、福祉団体の裾野はより広いと考えられる（辻中1988：166）。

次に、社会福祉協議会に関して確認したい。社会福祉協議会は、社会福祉法（第109条、110

条、111条）に基づきすべての都道府県・市町村に設置されている。2010（平成22）年1月5日

現在で、全国社会福祉協議会が1か所、都道府県・指定都市社会福祉協議会が65か所、市区町村

社会福祉協議会が1,899か所設置されている（平成22年度版厚生労働白書資料編：192）2。

2．日本の福祉団体の活動
社会福祉法では、「利用者の権利の保護」（アドボカシー活動）及び「社会福祉事業の公明か

つ適正な実施」（サービス提供活動）が社会福祉事業の目的とされている。しかし、現実の福祉

団体を観察すると（1）両方の活動を行う団体（融合型団体）とともに、（2）サービス提供を中

1	 厚生労働省社会・援護局のデータは、『平成 23 年版厚生労働白書資料編』	から引用。
2	 社会福祉法人や社会福祉協議会は、法律的・歴史的な背景から行政に極めて近い存在であると指摘されている（安

立 2008：107 － 108、西尾 2011：57、古川 1997：237）。そのため、「官製の福祉団体」（安立 2008：108）、「『お
役所』的、『半民半官』的」（西尾 2011：57）という批判的な見解も存在する。
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心に行う団体（サービス提供型団体）、（3）アドボカシー活動を中心に行う団体（アドボカシー

型団体）が観察できる。本項では、戦後日本の福祉団体の活動の事例から、福祉団体の類型化を

試みたい。

戦後の日本では、社会福祉協議会（以下、社協とする）と社会福祉法人が中核となり社会福

祉、地域福祉サービスを提供してきた（安立2008：111）。全国社会福祉協議会（旧中央社会福

祉協議会、以下全社協とする）は、中央社会事業協会から改組改称された「日本社会事業協会」

と戦災者の保護にあたっていた「同胞援護会」、方面委員から改称された民生委員を会員とする

「全日本民生委員連盟」の三団体が統合され結成した。組織の設立からも推察されるように、社

協は個人や団体に対するサービス活動を行っている。社協による過去のサービス提供活動を量的

データから振り返りたい。1976年12月に茨城県社協が同県で活動する社協に対して実施した調

査3によると、困窮家庭への援護（57.3％）、母子家庭への援護（58.5％）、ねたきり老人への

訪問・援護（78.0％）、一人暮らし老人への訪問・援護（72.0％）、在宅心身障害（児）者への

訪問・援護（45.1％）などの活動を実施している（茨城県社会福祉協議会1982：111-113）。

近年の社協の活動は、全国社会福祉協議会が市区町村社協に対して実施した調査からうかがうこ

とができる。同調査によると、市区町村社協は、心配ごと相談事業（80.6％）、訪問介護事業

（74.1％）、通所介護事業（54.9％）、居宅介護事業（67.2％）、重度訪問介護事業（50.3％）

などのサービス提供活動を実施している（平成22年度版厚生労働白書資料編2010：192）。

社協はこのようなサービス活動と並行して、アドボカシー活動も実施してきた。1948年には、

全社協の前身団体のひとつである日本社会事業協会が全国社会事業大会を開催し、「社会事業基

本法に関する協議並びに決議」が行なわれるなど、社会福祉関連法の整備に対する期待感を表明

した（蟻塚2010a：46）。1957年に女性の就業の増加、都市への人口集中で保育需要が増大した

にも関わらず、大蔵省が保育措置費の補助率削減の方針を提示した際には、全社協によって保育

関係者が動員され反対デモが組織された（蟻塚2010b：44）。また、1960年代後半の社会福祉

関係各法の国庫負担率の引き下げに対しては（蟻塚2010c：43）、全国の社会福祉関係者が動員

され、緊急集会の開催など社会福祉予算対策運動が行われた4。以上のように、社協は、サービス

提供活動とアドボカシー活動を並行して実施してきた団体であるといえよう。

全社協の他にも、60年代末には公害被害者の団体や既存の制度では十分救済されない障害者の

団体などが出現した（辻中1986：97）。障害者福祉の領域では、1960年代に障害児の生活・教

育・医療・労働などの諸権利を獲得する運動が出現し、高まりをみせた。活動の中心を担ったの

は障害者団体と教職員団体であり、運動の成果として京都府立与謝の海養護学校（2011年から

京都府立与謝の海支援学校）が開設された（山口2001：337－338）。障害者分野の代表的な団

3	 1976年12月1日を調査時点とし、茨城県で活動する社会福祉協議会（N=82）を対象として行われた。ここでは、
個人を対象とする活動のみを抜粋した。

4	 社会福祉法人全国社会福祉協議会『100 年のあゆみ～昭和後期②～』（http://www.shakyo.or.jp/anniversary/
history/showa3.html）最終閲覧日：2012 年 9 月 7 日。
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体としては、全国障害者問題研究会（1967年設立）と障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会

（1967年設立）が挙げられる（山口2001：337－338、小賀2003：207－209）。

また児童福祉の分野でも、女性の労働力化に伴い需要が増した保育所の増設、公費助成、保育

内容や体制改革を促す運動が展開された。代表的な団体として全国児童養護問題研究会（1972年

設立）、全国児童相談研究会（1975年設立）、日本子どもの虐待防止研究会（1996年設立）、

日本子どもを守る会（1952年設立）などの団体が挙げられる（浅井2003：192－196）。児童

福祉運動は、1967年東京都に革新知事を誕生させ、その結果東京都では保育充実施策が推進され

た。この自治体の取り組みは保守政党や国の反対を受けながらも、国の保育行政に大きな影響を

与えた（山口2001：330－344）。

高齢者福祉の分野の社会福祉研究運動は1970年代半ばに萌芽がみられ、比較的遅いスタートで

あった。この分野の代表的な団体として全国老人福祉問題研究会（1977年設立）が挙げられる

（宮崎2003：227）。同研究会は機関紙の発行、研究会の開催、アピールならびに見解・声明、

他団体との研究集会や要請運動を実施している（宮崎2003：228－230）。その他にも生活困窮

者の権利保護に関しては、1960年代から公的扶助研究運動が行われてきた。この分野の代表的な

団体は、公的扶助研究全国連絡会（1963年設立）ならびにそれを改組、発展させた全国公的扶助

研究会である。研究会は全国セミナーの実施、機関紙の発行、調査・研究活動を通して政治・社

会に対する働きかけを行っている（松崎2003：215―220）。社会福祉研究運動を行った以上の

ような団体は、意見の表明や集会など、アドボカシー活動を中心に行った団体と位置づけること

ができる。

以上で概観したように、福祉分野で活動する団体は、サービス提供を行う団体（サービス提供

型団体）、アドボカシー活動を行う団体（アドボカシー型団体）、そしてその両方の活動を行う

団体（融合型団体）と類型化できることがわかる。

3．日本の福祉制度と福祉団体
前項では日本の福祉団体とその活動について概観したが、福祉団体は自由に福祉事業に参入で

きるわけではなく、社会福祉法に基づき、団体の活動領域には一定の規制が課されている。社会

福祉事業の範囲は社会福祉法の第2条に規定されており、主として利用者に与える影響の大きさの

違いから第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されている。重要な点は、第一種社会

福祉事業と第二種社会福祉事業では、参画可能な経営主体が異なることである。第一種事業は入

所施設を経営する事業や経済保護事業がおおむね分類される（坂田2012：163）。原則として、

運営は国、地方公共団体及び社会福祉法人に限定され、都道府県知事等への届出が必要となる。

その他の者が経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になる。それに

対して、第二種事業では、社会福祉法上は経営の主体について特に制限が設けられておらず、届

出をすることですべての主体が事業経営を行なうことが可能となる。ただし、児童、老人、障害

者などの個別福祉法の求めによる認可を受けなければ社会福祉事業とはみなされない点に注意が

必要である（坂田2012：165-166）。
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90年代以降、福祉サービス供給体制の変革を目指した一連の福祉関連法の大幅な改正がなされ

た。これらの政策転換は社会福祉基礎構造改革と呼ばれ、（1）措置制度から契約制度への移行、

（2）サービス提供機関の自由化という2点に特徴づけられる（坂田2012：169）。

この2点は、福祉団体の動向に影響があると考えられる。1点目の措置制度から契約制度への

移行とは、行政が行政処分により福祉サービスの内容を決定する制度（措置制度）から、利用者

自身が事業者を選択し、契約を行なう制度（契約制度）への制度の変化を意味する。契約制度の

下において、利用者の獲得にはサービスの質が要求される。そのため、新制度の下で事業に参入

した福祉団体では、アドボカシー活動が停滞し、サービス活動に特化することが予測されている

（安立2008：103、須田2004：22、26-27）。

2点目のサービス提供機関の自由化は、（1）一部社会福祉法人設立要件の緩和と（2）サー

ビス提供活動への参入の規制緩和の2点から主に構成される。まず、社会福祉法の改正により、

（1）一部社会福祉法人の設立要件が緩和され、在宅サービス事業（ホームペルプ事業、小規模障

害者通所授産施設）を経営する社会福祉法人の資産保有要件が大幅に引き下げられた（従来の1億

円から1,000万円程度に減額）（古川2001：4）5。それに加え、（2）介護保険法の制定や行政上

の緩和措置によって、高齢者福祉や障害者福祉の領域でも、社会福祉事業の経営主体が自由化さ

れた（古川2001：1、坂田2012：169）。このような福祉事業に対する参入の規制緩和に伴い、

福祉団体の新設や新規参入が予測できる。

以上のように本節では、日本の福祉団体の全体像を量的に概観し、福祉団体の活動に関して先

行研究の検討を行った。戦後日本の福祉団体の活動を概観すると、（1）有償、無償でサービス提

供を行うサービス提供型団体、（2）権利の獲得やメンバーの生活の防衛のために活動を行うアド

ボカシー型団体、（3）その両方の活動を行う融合型団体に福祉団体を類型化できることがわか

る。また、90年代以降に行なわれた一連の福祉制度改革の結果、福祉団体を取りまく環境は変化

した。この変化は、（1）措置制度から契約制度への移行、（2）サービス提供機関の自由化の2

点に特徴付けられる。その結果、福祉団体のアドボカシー活動の停滞（須田2004：22、26-27）

と福祉団体の新設が予測されている。

そのような団体の動向は、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲

（地方レベル/全国レベル）ごとに異なる可能性がある。まず、新設団体の増加は、主としてサー

ビス提供型を中心に生じると予測される。契約制度下では、団体はサービス活動に重点をおいた

活動を行うと考えられるためである。また、福祉改革に伴うアドボカシー活動の停滞は、主とし

て融合型とアドボカシー型で生じる可能性がある。しかし一方で、改革を受けてアドボカシー活

5	 ただし、設立要件が緩和されたとはいえ、他の法人格と比較したとき社会福祉法人格の取得要件は依然として
厳しい。古川（2001：8）は、「社会福祉法にいう社会福祉事業の周辺には、社会福祉法人としての認可を受け
れば第一種なり第二種なりの社会福祉事業に該当するものの、財政的その他の理由で社会福祉法人としての認
可を受けようにもその要件を充足しえない未認可事業や社会福祉法人としての認可を受けることを意図的に避
ける無認可事業が少なからず存在している」と指摘している。
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動が活発化すると考えることもできる。福祉団体の過去の活動でみたように、アドボカシーを行

なう福祉団体は政策の変化に対して様々な手段で主張を行うと考えられるためである。

このような動向は、活動範囲（地方レベル/全国レベル）ごとに細分化できるだろう。新設団体

の増加は、主として地方レベルで生じる可能性がある。2000年の社会福祉事業法等の改正によ

り、主として地方レベルでの福祉事業（地域福祉）の発達が推進された6ためである。福祉団体の

アドボカシー活動の停滞あるいは活発化は、地方レベルでも全国レベルでも観察できる可能性が

ある。福祉行政は分権化しつつあるため（武智2001：71－73）、地方レベルでアドボカシー活

動が行われるかもしれない。一方で、サービス提供活動とアドボカシー活動の両立の難しさが指

摘されており（須田2004：26－27）、相対的にリソースが少ないと考えられる地方レベルの団

体はアドボカシー活動が停滞する可能性もあるだろう。また、全国レベルで活動する団体が、国

政レベルで決定される福祉制度の変化に対して様々な主張を行なうかもしれない。

本論の目的は、福祉分野において、地方レベルで活動するサービス提供型団体の新設と全国レ

ベルで活動するアドボカシー型団体のアドボカシー活動の活発化という複線的な動向が生じてい

ること検証することである。以下の第3節ではまず、データとして用いるJIGS2社会団体調査につ

いて述べる。その後、福祉団体の類型化を行ない、組織属性について記述する。第4節では、仮説

に基づき、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲（地方レベル/全国レ

ベル）ごとにアドボカシー活動、団体の設立動向について記述する。最後に、第5節では、日本に

おける福祉団体が複線的な動向を示していることを確認する。

Ⅲ．福祉団体の多様性

1．JIGS2社会団体調査の概要
本項では、データとして使用したJIGS2社会団体調査を調査対象に注目して概観したい7。母集

団情報は、NTT番号情報株式会社のiタウンページに登録されている「組合・団体」（平成17年12

月現在、199,856件）から、各分類別団体の「名称」、「住所」、「分類」の基本情報を収集し

6	 具体的には、社会福祉法の改正により、地域福祉計画（都道府県地域福祉支援計画 / 市町村地域福祉計画）の
策定が都道府県と市区町村に義務付けられた。これらは市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針
に関する事項」、「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」、「地域福祉に関する活
動への住民の参加の促進に関する事項」等を内容とする。

7	 同様のデータを用いた福祉団体の研究には、森（2010）、辻中・山本・久保（2010）、久保（2010）が存在する。
以上の先行研究の中では、福祉団体の「活性化」が指摘されている。森（2010：153）は中央省庁からの働き
かけの増加を、辻中・山本・久保（2010：43）は、1996 年以降の設立団体の多さを、久保（2010：268 －
269）は自治体に対する働きかけの増加とローカルレベルで新設される団体の比率の高さから、それぞれ福祉
団体の活性化を指摘している。つまり福祉団体の活性化とは、（1）政治エリートとの接触および（2）新設団
体の増加の 2 点に集約されよう。しかし、以上の研究では福祉団体をひとつの分類として分析しており、分類
内の内部構造の分析は行われていない。
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た。母集団での団体分類は、計28分類となっている。しかし、199,856件の登録情報の中には、

重複団体や、解散された団体、団体と認められない登録情報（店舗、工場、診療所などの施設

類）などが存在しているため、それらの情報を除いた最終的な母集団は、91,101団体と確定され

た（辻中編2009：10）。

本論における「福祉団体」は、JIGS2社会団体調査の「問7．あなたの団体は次の分類のどれ

にあたりますか。1つだけお答えください。」という質問項目を基に作成した。回答の選択肢は

「1.農林水産業団体」、「2.経済・業界団体」、「3.労働団体」、「4.教育団体」、「5.行政関係

団体」、「6.福祉団体」、「7.専門家団体」、「8.政治団体」、「9.市民団体」、「10.学術・文

化団体」、「11.趣味・スポーツ団体」、「12.宗教団体」、「13.その他」の13である。問7に対

して、「6.福祉団体」と回答した団体を作業上の「福祉団体」とみなした。後にも示すが、1,175

団体が自らは福祉団体であると回答している。これは、回答全体の7.4%を占めており、経済業界

団体の25.2%、農林水産業団体の17.5%、その他の12.5%、労働団体の7.5%に次いで高い割合であ

る。

福祉団体を捕捉した既存のデータとしては、厚生労働省が実施している「社会福祉施設等調

査」と、総務省が実施している「事業所・企業統計調査」（平成21年から経済センサスに統合）

が挙げられる。ここでは両調査の調査対象とJIGS2調査の調査対象を検討してみたい。「社会福祉

施設等調査」の調査対象は生活保護法による保護施設、老人福祉法による老人福祉施設、障害者

自立支援法による障害者支援施設等、旧身体障害者福祉法による身体障害者更正援護施設、旧知

的障害者福祉法による知的障害者援護施設、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による

精神障害者社会復帰施設、身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設と規定された社

会福祉施設等であり、休止中も含めてその全てに対して調査を実施している8。「事業所・企業統

計調査」では「調査日現在、国内に所在する民営の事務所」に対して調査員が調査票を配布し、

収集する方法で全数調査を行なっている。この中で福祉団体は、大分類「医療、福祉」の中の小

分類「保健衛生」及び「社会保険・社会福祉・介護事業」に該当すると考えられる。ここで調査

対象とされているのは、保健所、健康相談施設、その他の保健衛生、社会保険事業団体、福祉事

務所、児童福祉事業、老人福祉介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険等事業である。重

要な点は、両調査とも福祉のサービスを提供する団体が調査対象となっている点である。「こう

した統計からは市民運動的な福祉団体や障害者団体が抜け落ちていることが多いため、福祉団体

の裾野はずっと広いと考えるべきである」（辻中1988：166）と指摘されているように、サービ

ス提供を行なっていない福祉団体、つまりアドボカシー活動のみを行っている福祉団体はこれら

の統計では捕捉されていない。一方JIGS2社会団体調査では、電話帳に登録している限りにはアド

ボカシー活動のみを行う福祉団体も包括的に捕捉されているといえる。

8	 厚生労働省「調査の概要」『社会福祉施設等調査』（http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/08/dl/
tyosa.pdf）最終閲覧日：2012 年 8 月 20 日。
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2．福祉団体の類型化 
次に、福祉団体の類型化を行ないたい。先述したように、福祉団体はサービス提供を主に行な

う団体（サービス提供型団体）、アドボカシー活動を主に行う団体（アドボカシー型団体）、そ

してその両方の活動を行う団体（融合型団体）に分類できる。JIGS2社会団体調査には、団体の主

な活動目的や活動内容を尋ねた設問が存在する。具体的には、「問9．あなたの団体の主な目的、

活動は次のどれにあたりますか、あてはまるものすべての番号に○をつけてください。」という

設問で、14の選択肢にそれぞれ「あり」「なし」で団体に答えてもらっている。本項ではこの質

問項目を用いて、福祉団体の活動分類を抽出したい9。また、団体分類別の構成割合は表1に示し

た通りである。

（1）サービス提供型（16.9％）：一般向けに有償、無償でサービスを提供する団体である。問9

で「12．一般向けの有償サービス」と「13．一般向けの無償サービス」のいずれかあるいは両方

を選んだ団体をサービス提供型とする。

（2）アドボカシー型（33.1％）10：国や自治体に対して主張や要求を行う団体である。問9で

「3．会員の生活・権利の防衛」、「7．行政への主張・要求」、「9．専門知識に基づく提

言」、「10．啓蒙活動」のいずれかあるいは複数を選択した団体をアドボカシー型とする。

（3）融合型（27.7％）：融合型はサービス提供を行い、かつアドボカシー活動も行う団体であ

る。問9のアドボカシー型の選択肢のいずれに該当し、かつサービス提供型の選択肢のいずれかに

該当する団体を融合型とする。

（4）その他（22.4％）：活動目的として「12．一般向けの有償サービス」と「13．一般向けの

無償サービス」も、「3．会員の生活・権利の防衛」、「7．行政への主張・要求」、「9．専門

知識に基づく提言」、「10．啓蒙活動」も選択していない団体をその他の団体とする。つまり、

その他の団体はアドボカシー型、サービス提供型に該当しない団体とした。

以上のような分類に基づいて日本の福祉団体をみると、3割以上の団体はアドボカシー活動に専

念していることがわかる。また、サービス提供型と融合型を合わせて4割以上の団体はサービス提

供を行っているが、サービス提供に専念している団体は全体の2割に満たない。

また、先述した通り、活動範囲ごとに団体の動向が異なる可能性がある。JIGS2社会団体調査に

は、団体の主な活動範囲を尋ねた設問があり、この設問を利用し活動範囲を抽出したい。具体的

には、「問11．あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。」とい

う設問で、「1．市町村レベル」、「2．都道府県レベル」、「3．複数県にまたがる広域県レベ

9	 同様の趣旨で NPO 法人を類型化した先行研究として、権・辻中（2011）が挙げられる。
10	 アドボカシー活動として想定される手段は多様である。例えば、議員や官僚に直接ロビー活動を行う、公聴会

やフォーラムに代表を派遣する、大衆集会やデモを組織する、問題に関する投書を行う、ウェブサイト上の特
集ページを設け情報を提供するなどである。そのため、障害者団体、女性団体のようなマイノリティ団体が権
利の擁護・防衛のために講じている活動もアドボカシー活動に含まれると考えられる。
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ル」、「4．日本全国レベル」、「5．世界レベル」という5つの選択肢の中から1つを選択しても

らっている。団体分類別（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）に活動範囲（地方レベル/全

国レベル）を示した結果が表2である。

地方、全国ともにアドボカシー型の団体の比率が最も高く、サービス提供型の比率が最も低

い。表には示さないが、活動範囲ごとに福祉団体内の比率をみると、サービス提供型の87.3%、

アドボカシー型の83.8%、融合型の92.0%、その他の80.2％が地方レベルで活動しており、すべて

の分類で8割以上の団体が地方を中心に活動していることがわかる。

表1：団体分類ごとの比率

団体分類 N %

サービス提供型 198 16.9

アドボカシー型 389 33.1

融合型 325 27.7

その他 263 22.4

合計 1,175 100.0

単位 (% )

注：団体分類は、「問 9．あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか、あてはまるものすべての番号
に○をつけてください」という質問を基に作成している。サービス提供型は、問 9 で「12．一般向けの有償サービス」
と「13．一般向けの無償サービス」のいずれかあるいは両方に該当する団体とする。アドボカシー型は、問 9 で「3．
会員の生活・権利の防衛」、「7．行政への主張・要求」、「9．専門知識に基づく提言」、「10．啓蒙活動」のいずれか
あるいは複 択した団体とする。融合型は、サービス提供を行い、かつアドボカシー活動も行う団体である。問 9
のアドボカシー型の選択肢のいずれかに該当し、かつサービス提供型の選択肢のいずれかに該当する団体とする。（4）
その他は、サービス提供型団体の選択肢および、アドボカシー型団体の選択肢に該当しない団体とする。
出典：論文中の表はすべて筆者作成。 

表2：福祉団体の活動範囲（団体分類別）

サービス提供型 アドボカシー型 融合型 その他 N

地方 17.1 32.4 29.7 20.9 1,007

全国 15.1 38.0 15.7 31.3 166

合計 16.8 33.2 27.7 22.3 1,173

単位 (% )

注：活動範囲は、「問 11．あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。」という設問を
基に作成している。「1．市町村レベル」、「2．都道府県レベル」、「3．複数県にまたがる広域県レベル」、「4．日本
全国レベル」、「5．世界レベル」という 5 つの選択肢の中から 1 つを選択してもらっている。市町村レベル、都道府
県レベル、広域県レベルと回答した団体を「地方レベル」に、日本全国レベル、世界レベルと回答した団体を「全
国レベル」と類型化した。 
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3．組織属性
組織属性として財政規模、収入源、政治的影響力という3点から団体分類（サービス提供型/ア

ドボカシー型/融合型）、活動範囲（地方レベル/全国レベル）ごとに福祉団体の特徴を検討した

い。

団体の組織化の程度を示す指標のひとつに組織規模がある。表3は、団体分類、活動範囲ごとに

年間の収入合計の平均（万円）と4分位数を示した結果である。この結果から、以下の2点が指摘

できる。1点目に、地方レベルでは、サービス提供型の平均額が最も小さく（8,864.54）、次に

アドボカシー型（17,226.82）、融合型（23,487.42）と財政規模が大きくなる。全国レベルでも

同じ傾向である。2点目に、サービス提供型は、地方レベルで活動する団体の方が相対的に大きな

財政規模をもち、アドボカシー型団体、融合型団体では全国レベルで活動する団体の方が大きな

財政規模をもつ。以上の2点から、一定の財政基盤をもつ団体がアドボカシーを行っていると推察

される。

次に、団体の自律性を確認したい。資金は団体の存立にとって重要なリソースであり、団体が

どこから活動資金を得ているのかは、依って立つ基盤を明らかにすることにつながる。表4には、

会費・入会金、事業収入、委託手数料、行政の補助金を含む団体の収入の内訳（%）を団体分

類、活動範囲ごとに示した。この結果から、以下の2点が指摘できる。

1点目に、地方レベルで、サービス型（57.97％）と融合型（33.57	％）は事業収入が占める割

合が大きく、アドボカシー型で会費・入会金（49.98％）が大きい。全国レベルでみると、全ての

分類で事業収入の値が大きい。2点目に、サービス提供型で委託手数料、行政の補助金の項目が地

方レベルで10ポイント以上大きい。アドボカシー型では、会費・入会金が40ポイント以上地方レ

表3：年間収入（団体分類/活動範囲別）

N 平均値 標準偏差
4 分位

25 50 75

地
方

サービス提供型 100 8,864.54 25,705.18 241.50 1,070.00 5,737.00

アドボカシー型 218 17,226.82 136,575.37 363.75 1,535.00 6,000.00

融合型 206 23,487.42 74,294.57 1,748.75 7,337.50 23,326.50

その他 124 24,566.88 90,692.58 374.50 1,650.00 8,240.00

全
国

サービス提供型 11 3,725.55 5,985.13 330.00 1,050.00 5,400.00

アドボカシー型 36 24,592.67 50,960.73 480.00 3,220.00 20,925.00

融合型 12 29,634.58 65,859.75 403.50 935.00 10,165.50

その他 24 101,307.21 307,310.09 500.00 1,155.00 3,825.00

単位 ( 万円 )
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ベルで、事業収入が50ポイント程度全国レベルでそれぞれ大きい。

次に、行政とのつながりの強さ（自律性）をみる指標として、行政の補助金と委託手数料の項

目を検討したい。政府からの資金は、団体のアドボカシー活動の能力や意思を抑制する懸念があ

ると議論されてきた（Child	and	Grønbjerg	2007）。表4の結果から、以下の4点を指摘すること

ができるだろう。1点目に、地方レベルでは、融合型が、アドボカシー型と比較して行政からの補

助金と委託手数料の占める割合が10ポイント程度大きい。サービス提供型は、アドボカシー型と

融合型の中間に位置し、他の団体分類と大きな差はみられない。2点目に、全国レベルでみると、

委託手数料では団体分類間で大きな差はみられない。行政からの補助金では、融合型がサービス

提供型とアドボカシー型よりも10ポイント以上大きな割合を占めている。3点目に、サービス提

供型では、地方レベルで活動する団体が、全国レベルで活動する団体と比較して行政からの資金

が占める割合が10ポイント程度高い。4点目に、融合型では、行政からの補助金では大きな差が

みられないが、委託手数料では地方レベルで活動する団体のほうが10ポイント程度大きい。アド

ボカシー型では、活動範囲ごとに大きな差はみられない。

以上の4点から、政府との資金的なつながりの強さは、活動目的にサービス提供を含むかどうか

で異なることがわかる。政府との資金的なつながりが相対的に強い融合型とサービス提供型に対

表4：収入内訳（団体分類/活動範囲別）

割合
会費・
入会金

事業
収入

委託
手数料

行政の
補助金

募金・
補助金

その他

地
方

サービス型 5.33 57.97 12.14 11.83 9.38 3.34

アドボカシー型 48.98 23.00 6.85 9.63 5.02 6.52

融合型 3.00 33.57 15.89 18.63 3.04 25.86

全
国

サービス型 13.29 63.23 0.00 1.22 0.35 21.91

アドボカシー型 5.93 70.13 0.52 2.68 16.08 4.66

融合型 10.28 55.55 1.56 13.80 5.52 13.29

N
会費・
入会金

事業
収入

委託
手数料

行政の
補助金

募金・
補助金

その他

地
方

サービス型 100 96 55 75 64 67

アドボカシー型 222 170 138 171 147 151

融合型 207 191 169 190 174 160

全
国

サービス型 17 10 6 7 8 6

アドボカシー型 37 33 11 21 16 20

融合型 14 13 8 10 9 7

単位 (% )
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して、より自律的なアドボカシー型という特徴を読み取ることができるだろう。この特徴は、特

に地方レベルにおいて顕著である。だたし、全体としては、事業収入の占める割合が高いことに

注意しなくてはならない。

最後に、団体が持つ政治的影響力の大きさを団体分類、活動範囲ごとに確認したい。国政実施

の経験、自治体政策の実施経験、自らの団体の影響力をきいた主観影響力認知の3つを指標として

利用した11。表5は、政治的影響力が「ある」と回答した団体の割合を団体分類ごとに示した結果

である。表5から以下の4点を読み取ることができる。

1点目に、活動範囲に関係なく、主観影響力認知をみると、アドボカシー型と融合型で高く、

サービス提供型で低い。サービス提供型は、他の団体分類と比べて、20ポイント以上割合が低

い。2点目に、全国での国政実施は、アドボカシー型と融合型で成功経験が多い。地方での自治体

政策実施も同様である。3点目に、地方で活動するアドボカシー団体の2割以上は、国政実施経験

もある。4点目に、サービス提供型団体は影響力が全般に小さい。

以上の4点から、団体の政治的影響力は、活動目的にアドボカシー活動を含むかどうかで大きく

異なることがわかる。即ち、活動目的にアドボカシー活動を含む融合型とアドボカシー型では、

政治的影響力が相対的に大きく、サービス提供型では小さい。特に、アドボカシー型は活動範囲

表5：政治的影響力（団体分類/活動範囲別）

N
主観影響力

認知
国政

実施の成功
自治体政策
実施の成功

地
方

サービス提供型 125 38.1 1.6 4.8

アドボカシー型 243 58.0 21.4 29.6

融合型 239 64.5 5.9 21.2

全
国

サービス提供型 17 25.0 11.8 11.8

アドボカシー型 44 57.4 40.9 27.9

融合型 18 50.0 38.9 22.2

単位 (% )

注：主観影響力認知は「ある程度」「かなり強い」「非常に強い」の割合の和。
注：国政実施の成功、自治体政策実施の成功は「あり」の結果。 
注：複数回答可。

11	 JIGS2 調査では、「国政と自治体のそれぞれにおいて、政策を実施／阻止した経験があるか」および自らの政治
的影響力をきいた「主観影響力認知」が団体の影響力を測定する指標として設定されている。国政の政策阻止、
自治体の政策阻止についても同様の分析を行ったが、それぞれ国政政策の実施経験と自治体政策の実施経験と
傾向に差がなかったため、ここでは成功経験に関して提示する。
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に関係なく、総じて影響力が大きい。サービス提供型は、そもそも政治に対して影響を与えるこ

とを活動の目的としていないため影響力が小さいのであろう。

本項では、財政規模、収入源、政治的影響力という3つの指標を利用して、団体分類、活動範囲

ごとに組織属性を検討した。この結果から、一定の財政基盤をもち、自律的な活動に裏打ちされ

た政治的影響力をもつアドボカシー型、相対的に政府との資金的つながりが強く政治的影響力は

小さいサービス提供型、政府から活動資金を得ながらも政治的影響力も発揮する融合型という団

体分類ごとの特徴を読み取ることができるだろう。

Ⅳ．福祉団体の動向

1．アドボカシー活動
前節では、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲（地方レベル/全国

レベル）ごとに福祉団体の特徴を検討した。本節では、第2節で示した仮説を念頭に置き、団体

分類、活動範囲ごとにアドボカシー活動の状況、新設団体の状況を確認していきたい。まず、ア

ドボカシーの前提となる、政治エリートに対する接触可能性を確認し、その後、アドボカシー活

動、新設団体の状況について検証を行う。

最初に、福祉団体の政治アクターに対するアクセス可能性を確認したい。表6は、中央政治を

中心に活動するアクター（国会議員、中央省庁課長以上）、地方政治を中心に活動するアクター

（地方議員、自治体幹部、自治体課長以上）、マスメディア（新聞記者、テレビ記者）に接触可

能な団体の割合を団体分類、活動範囲ごとに示した結果である。表6から以下の3点を読み取るこ

とができる。

1点目に、活動範囲ごとにみると、地方レベルで活動する団体は地方のアクターを中心に接触が

あり、全国レベルで活動する団体は中央のアクターを中心に接触がある。ただし、地方レベルで

活動するアドボカシー型団体は、中央アクターとも接触があり、全国レベルで活動するサービス

提供型は地方のアクターとも接触がある。2点目に、地方議員、自治体幹部、自治体課長以上、新

聞記者と接触可能と回答する団体は、活動範囲に関係なく多い。3点目に、団体分類別にみると中

央のアクターと接触があるのはアドボカシー型、地方のアクターと接触があるのはサービス提供

型と融合型で多い。特に、全国レベルでこの傾向は顕著である。

以上の3点から、活動目的にサービス提供を含むかどうかで接触可能なアクターが異なることが

わかる。活動目的にサービス提供を含むサービス提供型と融合型は地方のアクターとアクセス可

能性が高い。福祉分野の事務は都道府県、市区町村の担当部分が大きいため、日々の業務の中で

これらのアクターと接触が可能になるのであろう。一方、アドボカシー型は中央の政治アクター

との接触が他の団体分類と比較して多いが、利益表出のための有効な接触先として中央政治を認

知しているのかもしれない。
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次に、使用されるアドボカシー活動の手段を団体分類、活動範囲ごとに確認したい。アドボカ

シーの手段は、政治アクターに対して直接働きかけるインサイド戦術と、世論の喚起などを利用

したアウトサイド戦術に大別される。インサイド戦術は、政党に対する活動か、行政に対する活

動かでさらに2つに分けることができるだろう。アウトサイド戦術も同様に、一般世論を利用した

活動と、マスメディアを利用した活動の2つに分けることができる。表7は、各アドボカシー活動

を「行う」と回答した団体の割合を、団体分類、活動範囲ごとに示した結果である。この結果か

ら、以下の4点が指摘できる。

1点目に、団体分類別にみると活動範囲に関係なく、アドボカシー型が活動を相対的に多く

行っている。サービス提供型では総じて高い比率ではない。2点目に、アドボカシー型を活動範

囲ごとにみると、インサイド戦術については全国レベルで相対的に活発に行なわれている。た

だし、行政との接触に関しては、地方レベルで活動するアドボカシー団体は自治体と接触をし

（59.1%）、全国レベルで活動するアドボカシー団体は中央省庁と接触をする（54.2%）傾向が

みられる。活動範囲に応じて有効と思われる対象に働きかけているのだろう。アウトサイド戦術

では、活動範囲ごとに大きな差はみられない。活動範囲に関係なく、請願のための署名、集会へ

の参加、マスメディアへの情報提供、他団体との連合が20ポイントを超える団体に使用されてい

る。3点目に、サービス提供型を活動範囲ごとにみると、地方レベルで20ポイントを超えたのは

自治体との接触（41.1%）のみである。全国レベルで20ポイントを超えたのは、自治体との接触

（31.6%）、専門知識等の提供（31.6%）、集会への参加（26.3%）、マスメディアへの情報提供

（31.6%）、意見交換（21.1%）である。4点目に、融合型団体を活動範囲ごとにみると、活動範

囲ごとに大きな差はみられない。ただし、中央省庁との接触は全国レベルで活動する団体で20ポ

イント以上多く、自治体との接触は地方レベルで活動する団体で20ポイント以上多い。

以上の結果から、アウトサイド戦術、特にマスメディアを利用した活動を行なうサービス提供

表6：政治アクターに対するアクセス可能性（団体分類/活動範囲別）

N 国会議員
中央省庁
課長以上

地方議員
自治体

幹部
自治体

課長以上
新聞記者 テレビ

地
方

サービス提供型 172 14.5 5.2 53.5 44.8 77.3 34.3 23.8

アドボカシー型 326 49.1 15.3 69.0 49.7 77.3 38.3 20.6

融合型 299 25.4 6.7 69.6 69.6 85.3 56.2 21.7

全
国

サービス提供型 25 52.0 20.0 72.0 56.0 48.0 68.0 24.0

アドボカシー型 63 52.4 55.6 38.1 33.3 33.3 47.6 23.8

融合型 26 53.8 34.6 61.5 42.3 50.0 57.7 42.3

単位 (% )

注：表中の%は、接触「あり」の比率である。      
注：複数回答可。
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型団体に対して、アドボカシー型団体はインサイド戦術を含む活動を活発に行っているといえる

だろう。特に全国レベルでそのような傾向は顕著である。

表7：アドボカシーの手段（団体分類/活動範囲別）

割 合

インサイド アウトサイド

政党 行政 その他 一般世論 マスメディア その他

与党と
接触

野党と
接触

中央省
庁と
接触

自治体
接触

専門知
識等の

提供

請願の
ための

署名

集会へ
の参加

マスメ
ディア
への情
報提供

意見
交換

他団体
との
連合

地
方

サービス提供型 3.6 1.4 3.6 41.1 16.5 9.3 9.4 12.9 3.6 9.4

アドボカシー型 20.7 18 11.6 59.1 28.2 41.3 35.8 26.4 10.9 34.7

融合型 8.2 7.8 4.7 65 31.8 23 22.4 22.1 6.3 21.8

合計 11 9.4 6.5 55 24.9 24.9 23 19.8 7.1 23.3

全
国

サービス提供型 5.3 5.3 10.5 31.6 31.6 16.7 26.3 31.6 21.1 10.5

アドボカシー型 39.1 26.1 54.2 29.8 40.4 41.7 31.9 31.3 10.6 38.3

融合型 13.6 9.1 26.1 41.7 30.4 17.4 13 29.2 8.7 13

合計 22.3 14.9 32.3 29.6 29.3 27.2 24.4 24.8 12.3 26

N

インサイド アウトサイド

政党 行政 その他 一般世論 マスメディア その他

与党と
接触

野党と
接触

中央省
庁と
接触

自治体
接触

専門知
識等の

提供

請願の
ための

署名

集会へ
の参加

マスメ
ディア
への情
報提供

意見
交換

他団体
との
連合

地
方

サービス提供型 139 138 139 141 139 140 139 139 138 139

アドボカシー型 271 267 268 281 262 276 274 269 267 274

融合型 257 257 256 260 255 257 255 253 253 257

合計 842 837 837 863 832 847 843 839 833 847

全
国

サービス提供型 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19

アドボカシー型 46 46 48 47 47 48 47 48 47 47

融合型 22 22 23 24 23 23 23 24 23 23

合計 121 121 124 125 123 125 123 125 122 123

単位 (% )

注：太字は手段ごとに他の分類と比較して最も値が高い部分である。 
注：表中の%は、各手法を「ある程度」「かなり頻繁」「非常に頻繁」に使用すると回答した団体の割合の和。
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このような傾向は、先述した政治アクターとの接触可能性と関連があると考えられる。中央の

政治アクターとの接触可能性が相対的に低いサービス提供型は、アクセスが可能なマスメディア

を利用して働きかけを行なう。一方、アドボカシー型団体は、中央の政治アクターとの接触可能

性が相対的に高いことを上手く利用したインサイド戦術を用いて政治に影響を与えようとするの

であろう。このようなアドボカシー活動の結果を反映してか、前節でみたように、アドボカシー

型の政治的影響力は相対的に高く、サービス提供型は低かった。

2．政治アクターとの関係の変化
前項では、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲（地方レベル/全国

レベル）ごとに政治エリートに対するアクセス可能性とアドボカシーの手段の特徴を確認した。

では、そのような政治に対する働きかけの頻度はどのように変化しているのであろうか。本項で

は、政治アクターとの関係の変化を10年前とのリコール質問を利用して検討したい。指標とし

て、（1）政治アクターに対する働きかけ、（2）政治アクターからの相談を利用する。

まず、政治アクターとの接触の変化を検討したい。JIGS2社会団体調査には、団体の行政に対

する働きかけの程度を10年前（1996年）と現在（2006年頃）について尋ねた設問があり、この

設問を利用し団体の政治アクターに対する働きかけの程度を抽出したい。具体的には、「あなた

の団体が行政に<直接的>に働きかけをする場合、次にあげる役職の方と、どのくらい面接や電話

をしますか。現在と10年前（1996年）についてお答えください。」という設問で、「1．まった

くない」、「2．あまりない」、「3．ある程度」、「4．かなり頻繁」、「5．非常に頻繁」の5

つの選択肢の中からアクターごとに1つずつ選択してもらっている。表8は、政治アクターに対し

て直接働きかけが「ある」と回答した団体（ある程度、かなり頻繁、非常に頻繁の合計）の割合

を、団体分類と活動範囲ごとに10年前と現在で比較した結果である。

表8の結果から、以下の3点が指摘できる。1点目に、総じて、全国レベルで活動する団体は中

央のアクターへ働きかけ、地方レベルで活動する団体は地方のアクターに働きかける傾向にあ

る。2点目に、地方レベルでは団体分類に関係なく最大5ポイント程度の増減で大きな変化はみ

られない。唯一、サービス提供型の自治体課長クラスへの働きかけが10ポイント程度増加してい

る。3点目に、全国レベルでは、サービス提供型で最大5ポイント程度の増減でほとんど変化がな

い一方で、アドボカシー型では、中央省庁課長以上、自治体課長以上で、融合型では自治体課長

以上で10ポイントから15ポイント程度増加している。

以上の3点から、活動目的にアドボカシー活動を含むかどうかで傾向が異なることがわかる。活

動目的にアドボカシー活動を含む融合型、アドボカシー型で政治エリートへの働きかけが増加傾

向にある。これは、特に全国レベルで観察される傾向である。
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次に、政治アクターからの相談の変化を、10年前のリコール質問を利用して検討したい。

JIGS2社会団体調査には、行政から相談を受ける程度を10年前（1996年）と現在について尋ね

た設問があり、この設問を利用し、団体に対する政治アクターからの働きかけの程度を抽出した

い。具体的には、「あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい

相談を受けますか。現在と10年前についてお答えください。」という設問で、「1．まったくな

い」、「2．あまりない」、「3．ある程度」、「4．かなり頻繁」、「5．非常に頻繁」の5つの

表8：政治アクターに対する働きかけの変化（団体分類/活動範囲別）

割 合
中央省庁幹部 中央省庁課長クラス 自治体幹部 自治体課長クラス

十年前 現在 十年前 現在 十年前 現在 十年前 現在

地
方

サービス提供型 1.2 1.5 2.4 3 47.8 45 67.4 78.4

アドボカシー型 8.6 6.5 12 8.9 46.5 48.2 72.1 78.3

融合型 4.1 2.8 4.1 2.8 66.7 61.4 83.9 85

合計 5.1 3.5 6.7 4.5 50.1 48.8 71.2 76.4

全
国

サービス提供型 5.6 5 5.6 0 35 31.8 42.9 47.8

アドボカシー型 25.6 27.7 37.2 49.1 21.6 27.7 25 37

融合型 5.6 12.5 16.7 20.8 33.3 41.7 33.3 48

合計 12.8 15.4 21.2 27.7 26.1 31.9 31 42

N
中央省庁幹部 中央省庁課長クラス 自治体幹部 自治体課長クラス

十年前 現在 十年前 現在 十年前 現在 十年前 現在

地
方

サービス提供型 82 135 82 134 92 149 95 162

アドボカシー型 197 247 200 248 226 278 247 304

融合型 170 251 170 251 186 280 193 287

合計 569 805 571 804 633 890 670 946

全
国

サービス提供型 18 20 18 20 20 22 21 23

アドボカシー型 39 47 43 53 37 47 36 46

融合型 18 24 18 24 18 24 18 25

合計 109 130 113 137 111 135 113 138

単位 (% )

注：表中の%は、各アクターへの直接的働きかけが「ある程度」「かなり頻繁」「非常に頻繁」と回答した団体の割合の和。
注：太字は、10 年前と比較して 10 ポイント以上増加している部分を団体分類と活動範囲ごとに示した結果である。
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選択肢の中からアクターごとに1つずつ選択してもらっている。

表9は、政治アクターからの相談があると回答した団体（ある程度、かなり頻繁、非常に頻繁の

合計）の割合を団体分類と活動範囲ごとに10年前と現在で比較した結果である。表9から、以下

の2点が指摘できる。1点目に、サービス提供型では、活動範囲に関係なく最大5ポイント程度の

増減とほとんど変化がない。2点目に、アドボカシー型と融合型で増加傾向にある。特に、全国レ

ベルで活動するアドボカシー型と融合型に関しては、地方議員、自治体からの相談が10ポイント

程度増加している。

以上の2点から、政治アクターに対する働きかけと同様に、活動目的にアドボカシー活動を含む

かどうかで傾向が異なることがわかる。活動目的にアドボカシーを含む融合型、アドボカシー型

に対する政治アクターからの相談が増加傾向にある。これは、特に全国レベルで観察される傾向

である。

本項では、政治アクターとの関係の変化を、（1）政治アクターに対する働きかけ、（2）政治

アクターからの相談を指標として検討した。その結果、全国レベルで活動するアドボカシー型、

融合型で政治アクターとの接触（働きかけ、相談）が増加傾向にあることが示唆された。制度や

政策の変化に伴う利益を表出させるために団体は政治アクターに働きかけ、また政治アクターか

らも相談をもちかけるという関係にあることが推察される。

表9：政治アクターからの相談の変化（団体分類/活動範囲別）

割 合 N

国会議員 中央省庁 地方議員 自治体 国会議員 中央省庁 地方議員 自治体

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

十
年
前

現
在

地
方

サービス提供型 1.1 2.0 1.1 2.0 8.9 11.8 33.3 38.9 89 150 89 151 90 153 96 162

アドボカシー型 13.3 13.8 4.5 6.5 24.3 27.7 43.9 52.3 226 283 222 278 230 285 239 298

融合型 4.9 3.3 2.7 2.6 18.5 24.1 56.5 61.9 182 271 182 271 184 278 186 281

合計 7.5 6.6 3.1 3.6 17.0 20.5 43.4 50.2 624 883 619 879 631 898 655 929

全
国

サービス提供型 10.0 4.5 5.0 4.5 19.0 17.4 14.3 17.4 20 22 20 22 21 23 21 23

アドボカシー型 27.7 34.5 33.3 39.3 14.0 23.1 18.6 28.8 47 55 48 56 43 52 43 52

融合型 5.6 12.0 16.7 20.0 11.1 28.0 16.7 28.0 18 25 18 25 18 25 18 25

合計 16.3 19.0 19.5 23.1 12.5 20.0 18.3 25.5 123 147 123 147 120 145 120 145

単位 (% )

注：表中の%は、各アクターからの相談が「ある程度」「かなり頻繁」「非常に頻繁」と回答した団体の割合の和。
注：太字は、10 年前と比較して 10 ポイント以上増加している部分を団体分類と活動範囲ごとに示した結果である。
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3．団体の設立動向
前節では、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）、活動範囲（地方レベル/全国

レベル）ごとに団体のアドボカシー活動の傾向を確認した。本節では、福祉改革に伴う新設団体

の動向を、団体の設立年を指標として団体分類、活動範囲ごとに確認したい。JIGS2社会団体調査

には、団体の設立年を尋ねた質問がある。具体的には、「あなたの団体が設立されたのは何年頃

ですか。西暦でご記入ください。」という質問で、自由回答形式で回答してもらっている。

表10は、団体分類、活動範囲ごとに設立年を示した結果である。太字はその団体分類の中で最

も割合が多い部分である。表10から以下の2点が指摘できる。1点目に、地方レベルでみると、

活動目的にサービス提供を含むサービス提供型と融合型は、平成以降に設立された団体が多い。

特に、サービス提供型の4割以上は1996年以降に設立されている。一方、アドボカシー型では、

1946~1955年に設立された割合が高くなっている。2点目に、全国レベルでみると、平成以降に

設立された団体の割合が高いのは、融合型である。サービス提供型とアドボカシー型では、それ

ぞれ1976~1985年、1966~1975年に設立された団体が多い。

以上の2点から、団体の新設が生じているのは、主に地方レベルで活動するサービス提供型団体

であると推察できる。

本節では、アドボカシー活動、新設団体の設立動向の2点に注目し、団体分類、活動範囲ごと

に福祉団体の動向を検証した。アドボカシー型団体は、全国レベルの政治アクターとのアクセス

をもち、それらの主体に対してアドボカシー活動を行っている。接触量からみると、全国レベル

で特に増加傾向にあることが示唆された。また設立年を検討すると、戦後から1970年代に設立さ

れた団体が多く残存していることがわかる。サービス提供型は、地方のアクターとアクセスをも

表10：設立年（団体分類/活動範囲別）

戦前・
戦中

昭和 20
年代

昭和 30
年代

昭和 40
年代

昭和 50
年代

昭和・
平成時代

平成

N
〜 1945 年

1946 〜
1955 年

1956 〜
1965 年

1966 〜
1975 年

1976 〜
1985 年

1986 〜
1995 年

1996 年〜

地
方

サービス提供型 1.8 6.6 6.0 9.0 16.9 18.7 41.0 166

アドボカシー型 3.4 18.4 16.9 16.6 14.1 13.4 17.2 320

融合型 2.7 12.2 7.1 17.3 11.9 16.3 32.5 295

全
国

サービス提供型 8.3 .0 8.3 16.7 41.7 16.7 8.3 24

アドボカシー型 10.0 16.7 15.0 30.0 6.7 10.0 11.7 60

融合型 0.0 7.7 23.1 15.4 3.8 23.1 26.9 26

単位 (% )

注：太字はその団体分類の中で最も割合が多い部分である。
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ち、アドボカシー活動は相対的には活発ではない。主として地方レベルでは自治体との接触を、

全国レベルではメディアを利用してアドボカシー活動を行う。政治アクターとの接触は大きな変

化は確認できない。設立年を検討すると地方レベルで、平成以降に団体が新設される傾向にあ

る。

以上の結果から、全国レベルのアドボカシー型のアドボカシー活動の相対的な活発化が示唆さ

れた。設立年をみると、90年代以降の福祉改革に対してアドボカシー活動を行ったのは、平成以

前に設立されていたアドボカシー型が中心であることが推察される。サービス提供型は、アドボ

カシーは相対的に活発ではないが、地方レベルで新設が進んでいる。総じて、団体分類、活動範

囲ごとに福祉団体の動向には違いがあるようである。

Ⅴ．まとめ：団体動向の複線性

90年代以降、社会福祉基礎構造改革と呼ばれる一連の福祉制度改革が行なわれた。福祉制度改

革は、（1）措置制度から契約制度への移行、（2）サービス提供機関の自由化に特徴付けられ

る。このような福祉団体を取りまく制度的な変化を受けて、福祉団体によるアドボカシー活動の

停滞（あるいは活性化）と、福祉団体の設立動向が論点となってきた。本論では、以上のような

論点について、団体分類（サービス提供型/アドボカシー型/融合型）及び活動範囲（地方レベル/

全国レベル）ごとに分析を行った。ここで、分析から得られた知見をまとめたい。

（1）全体としては、政府からの資金よりも事業収入の割合が高い。その中でも、政府との資金的

なつながりが相対的に強い融合型及びサービス提供型と、より自律的なアドボカシー型という特

徴がみられる。

（2）アドボカシー型は、全国レベルの政治アクターへのアクセスをもち、それらの主体に対して

アドボカシー活動を行っている。政治アクターとの接触量も、全国レベルで特に増加傾向にある

ことが示唆された。設立年をみると、戦後から1970年代に設立された団体が多く残存している。

（3）サービス提供型は、地方のアクターとアクセスをもち、アドボカシー活動は相対的には活発

ではない。地方レベルでは自治体との接触を、全国レベルではメディアを利用して政治に働きか

けようとする。政治アクターとの接触量に大きな変化は確認できない。

（4）サービス提供型の設立年をみると、地方レベルで、平成以降に新設団体が設立される傾向に

ある。

（5）融合型団体の政治アクターへのアクセスは、活動範囲別に大きな傾向の差はみられないが、

政治アクターとの接触量は、全国レベルで特に増加傾向にあることが示唆された。全国レベルで

は、平成以降に設立された団体の割合が大きい。

この結果から、全国レベルでみると、福祉団体によるアドボカシー活動が活性化している可能

性が示唆できるだろう。全国レベルで活動するアドボカシー型及び融合型と政治アクターとの接

触は増加傾向にあり、それらによるアドボカシー活動は増加している可能性があるためである。

一方、団体が新設されているのは地方レベルのサービス提供型であった。アドボカシー型の戦後
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に設立された団体が残存する傾向とは対象的である。

総じて、日本の福祉分野では、地方レベルのサービス提供型の新設と全国レベルの融合型とア

ドボカシー型のアドボカシー活動の活発化という複線的な動向が生じていることが推察できる。

融合型団体については、活動範囲に関係なく新設の団体の形成がみられ、全国レベルで政治ア

クターとの接触の増加傾向も観察された。つまり、融合型団体は、サービス提供活動とアドボカ

シー活動を両立させているようである。契約制度の下で、どのように融合型団体が活動を両立さ

せているのかさらなる分析が必要であり、今後の課題としたい。
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