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Abstract

The aim of this paper is to try to see the phenomena in the fields of robotic and AI 

from ‘the inside,’ examining the meanings of various thoughts based on phenomenology, 

hermeneutics and ontology in the 21st Century. In a way ‘the inside’ means some areas 

between materials and ideas if we follow the terms used in the frame of object-subject 

dichotomy. But at a deeper level, if we use the terms proposed by Bin Kimura, this/

these area(s) is/are to be seen as somewhere where some sorts of fusion or interaction 

of Mono(things) and Koto(phenomena to be experienced as temporal events emerging 

through interaction of humans and humans or humans and things) would occur.  In fact, the 

meanings of the autonomous robots might be reduced to as mere objective phenomena if we 

couldn’t see what would happen to robot’s bodies and their actions based on ‘non-classical 

computationalism.’ In this case, robot’s bodies and their actions are something to be seen as 

Koto but at the same time this Koto can’t be separated from Mono which might determine 

fundamental aspects of robots’ physical and mechanical structures. This combination of Koto 

and Mono seems to need a viewpoint which might be described as ‘the inside.’ But we have 

to see that this ‘inside’ is not just ‘the inside in our minds or in our imagination.’ 

Ⅰ．はじめに

本稿の目的は1980年代以降に研究が進展したロボット研究、ロボット倫理研究、人工知能研

究、情報倫理の研究成果を概観しながら、従来「技術決定論的情報社会論」、「還元論的情報社

会論」に対する批判的な議論を展開するうえでしばしば議論の基盤的な役割を演じてきたさまざ

まな思想の系譜、とくに「存在論」、「現象学」、日本的な「心身一如論」、「間の思想」等と

いう思想的な基盤が現時点においてどのように有効でありまた有効でないか、その点をいわば比

比較思想論的視点から見たロボット倫理・情報社会研究
―「主客二元論」を超える視点からの探究―

A Critical Essay on the Ethical and Ontological Meanings of Robots and AI 
in the 21st Century: How Can We See the Phenomena in the Fields of Robotics 

and AI from the View Points beyond ‘the Subject-Object Dichotomy’?

仲田 誠
NAKADA Makoto
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較思想論的に（比較ロボット思想論的にというほうがイメージがつかみやすいかもしれない）、

あるいは比較情報倫理的にとらえていこうとするところにある。比較ロボット思想ということば

もあるいは比較情報倫理ということばも現段階ではまだなじみのあるものではなく、あいまいな

ものではあるが、しかし、このようなことばをここで使用する動機自体はあいまいなものではな

い。すでに時代おくれとなってはいるが、いぜんとしてわれわれの意識や思考をさまざまなかた

ちで束縛・呪縛している「技術決定論的情報社会論」、「還元論的情報社会論」を近年のロボッ

ト研究、ロボット倫理研究、人工知能研究、情報倫理の研究の流れをおさえながらのりこえたい

というのがその動機である。現在進展中のロボット研究、ロボット倫理研究は全体的方向として

はいぜんとして「技術決定論」や「主客二元論」あるいはその延長線としての「技術還元論」的

な視点に立つものが多いが、潜在的には（つまり思想論的には明確に自覚されないまま）そのよ

うな研究の多くは、「コネクショニズム」や「力学系ロボット」のように「技術決定論」や「主

客二元論」の枠をこえて展開されていることが多い。そのことがたとえば、「自律的ロボット」

の存在、社会的意味をめぐる深刻な論争につながっていたりするのだが、その点について自覚し

ないまま、ただ批判的に（たとえばハイデガーの存在論に立って批判的な考察を展開するとか）

あるいは純粋に技術論的にとらえようとしてもなかなか問題の展望はみえてこない。コネクショ

ニズムや力学系ロボットもそこには「技術決定論」や「主客二元論」の枠ではとらえられない諸

問題が内包されているからである。以下の部分では具体的な事例、現象をとりあげながらこのよ

うな問題を論じていくが、そこでの議論の方向は筆者の過去の批判的情報社会論の論点も含めて

従来の批判的情報社会論、批判的情報倫理のありかたをとらえなおす内在的な批判の可能性を指

向する方向でもある。

Ⅱ．ドイツを中心とする批判的思想の系譜（「内」から考える思想の系譜）とその可能性・
限界）

本稿で追究しようとする問題は、たとえば、批判的情報社会論を展開するうえで「技術決定

論」に批判的な思想の系譜がどのように有効であり有効ではないかという点を考えてみようとい

うものだが、その問題の出発点としてここでは存在論や現象学の系譜をたどることがまず常識的

に考えて妥当な線であるということになろう。

存在論や現象学におけるフッサールやハイデガーの位置づけを考えると、ある意味ではわれわ

れがここでおこなおうとしていることは「ドイツ的思想の系譜」をたどることであるが、もう少

し焦点をしぼって論じると、これらの思想（や思想家）はロボット研究、情報社会研究という

点に限定して思想の可能性や問題点を考えた場合、（筆者の考えでは）（「内」と「外」という

ことばを使えば）「内」から考える思想の系譜に属するものであり、本稿でとりあげるさまざま

な思想の系譜はその意味ではドイツ的なものにかかわらず「内」から考えることの意味を問い直

すことの必要性をわれわれに強く認識させるものばかりである。（ここで「ドイツ的な思想の系

譜」ということばを使うのは、本稿の執筆を開始するにあたり、某出版社から「現代社会におけ
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るドイツ思想の可能性」というテーマを与えられたからであり、そのことがここでの考察の出発

点になっているという事情がある。ドイツ的なものだけに絞って問題を論じるのはもとより難し

いが、しかし同時にロボット倫理や情報倫理研究における分析哲学など「アングロサクソン的思

想」の系譜の役割を考えるならば、これは非常に重要なテーマでもある。出版社からの要請云々

は本稿には直接関係ないことだが、与えられたテーマの意味については、さらに「日本的なも

の」という点にまで考察の射程を広げればこれはいわば比較情報倫理研究として非常に意味のあ

る課題になるはずである。その意味で「ドイツ的な思想の系譜」をなぜ出発点にしたかここであ

えて強調しておく。）

「内」から考えるといったが、現時点でも「内」から考えることはいぜんとして有効ではあ

る。ただ、ロボット研究、情報社会研究に求められる新たな視点ということでいえば、「内」か

ら考えるということは、（このあとで論ずるように）ただたんにモノに対する心、客観的世界に

たいして主観的世界を重視するということではない。ロボット研究や人工知能研究の実際の流れ

をみると理解できることなのだが、ロボットや人工知能にかかわる「創発」的な現象は、「内」

でもない「外」でもない（ある）「場」で起きているとしかいいようのない現象である。筆者の

考えでは、（現時点にあって批判的情報社会論を展開するという目的にそって考えれば）（新た

な状況の中で）「内」から考えるとは、この「内」でもない「外」でもない「場」について関心

を向け、またできるかぎりそこから実際に考察を展開しようとするそのような指向性をもつこと

である。

したがって以下で考えていくことは現在の情報社会において「内」から考えるとはどのような

ことかという問題意識に強く方向付けられているものであり、ここでとりあげる思想の系譜に関

する考察もそこにおける「内」から考えることの意味をとらえなおそうとする動機に支えられて

いるのである。ここでわれわれがまず最初にとりかかろうとしていることは、情報社会論のあら

たな展開を目指しつつ、「ドイツ思想（一般的には技術決定論的情報社会論を論じようとした場

合、ある程度現代思想史の流れを知っている論者ならば、フッサールの「生活世界論」などがま

ずまっさきに批判の根拠になるものとして脳裏にうかぶはずである）はいかにして有効であるか

有効でないか」という具体的なかたちとして考察を展開することである。この論点を暫定的な出

発点として、さらに「間」の思想、「もの」と「こと」の思想などを引き続き論じながら、その

ことによって、本稿の中心的な問題を展開する方向性が少しずつ明らかなものにされていくはず

である。

Ⅲ．主客二元論と情報社会論、ロボット研究

「ドイツ思想から見た情報社会論」という論点を設定した場合、近年のロボット研究、ロボッ

ト倫理研究、人工知能研究、情報倫理の流れを理解するうえでこの論点に立つとどの程度の議

論の深まりに関する展望がもちうるのか、このことがまず問題となってくるが、はっきり言っ

て、今日の情報社会論においては、狭義の意味での情報社会論にあっても、また人工知能研究、
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情報倫理研究、ロボット倫理研究などを含む広い意味での情報社会論にあっても、ドイツ思想や

それと連動する思想の系譜の影は薄い。これらの領域において発表される論文が主として英語を

用いて表記されているという現実（筆者がここ10年ほど参加している情報倫理やロボット倫理

の国際的なシンポジウム、ワークショップでは英語以外の言語で発表される論文やプレゼンテー

ションはほぼ皆無である）や、そもそも情報社会論そのものが、1970年代、1980年代のアメリ

カの脱産業社会論、高度産業社会論（ベルなど）、未来工学的議論（トフラーなど）、あるいは

第二次大戦後のコミュニケーションの数学理論（シャノン）、ノイマンの情報理論、ウィーナー

のサイバニックス・情報理論、1970年代以降の認知科学などを土台として発展・展開されてき

たという歴史的背景がこのことに深く関連している。ただ、情報社会論においてドイツ思想の影

が薄いということとドイツ思想やそこに影響を受けた思想・哲学的・倫理学的図式がこの領域に

おいて無意味・無価値だということとは別のことであり、筆者の考えでは、現在アメリカや日本

で主流である「古典的＝技術決定論的情報社会論」を乗り越えるオルタナティヴな情報社会論を

新たに展開する上では、ドイツ思想やそこに源流をもつ思想・哲学的・倫理学的図式は、有効な

視座を提供しうるものになりうる。もとより、ドイツ思想、それと関連する思想・哲学的・倫理

学的図式といってもそれだけではあまりにも幅広く、また漠然としすぎて、具体的なイメージの

持ちようがないし、ルーマン、ハバーマスらの議論を無視して情報社会論が成り立ちうるのかと

いう指摘が出てくることもあろう。アドルノやホルクハイマーらの批判理論も「古典的＝技術決

定論的情報社会論」が、市場経済至上主義や新古典派経済学やそれの派生版としての「小さな政

府論」、「競争原理」などと連動しながら現代の世界を動かしていることを考慮に入れれば、反

情報社会論ないし批判的情報社会論を展開する上でそこでの議論を視野の外に外すことはできな

い。ただ、現在主流の「古典的＝技術決定論的情報社会論」が、主として、計算主義、古典的記

号主義、技術決定論、規範理論といった理念・図式に依拠していることを考えると、ここでとり

あげるドイツ思想、それと関連する思想・哲学的・倫理学的図式は、おのずからその考察の範囲

が限られてくる。計算主義、古典的記号主義、技術決定論、規範理論といった理念・図式に対抗

しうる視座を提供しうるものが考察の中心になる。このことを具体的に論じていくために、以下

では、2000年以降の情報社会論研究の「ホット・トピックス」であるロボット研究、人工知能研

究、ロボット倫理の問題に焦点をあて、「場」、「間」、「身体」、「存在」、「創発」、「解

釈（学）」、「手前存在・手元存在」、「構想力」といったドイツ思想と深いつながりをもつ、

あるいはそこと連動することで議論の内容が深まる可能性をもつ理念・図式についてとりあげて

みたい。

1980年代以降のロボット研究、ロボット倫理研究、人工知能研究全般に関して特記すべきこ

とは、いわゆる「古典的計算主義」や「古典的記号主義」と呼ばれる主観・客観二元論モデル、

世界が「内」と「外」で二元論的な図式によって成り立っていて、「内」の中にいる人間やその

代理的存在としてのロボット、人工知能が、統辞論的な構造を持った記号や数学の言葉で現象を

記述し、その記述の内容に基づいて「外」の世界をコントロールしようとする人間の意図や世界

理解の構図を可能にするモデルに対する批判が注目を集めるようになり、「コネクショニズム」
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や「力学系モデル」という代替モデルが提示されるようになったことである。この新しいモデ

ルは、自律的なロボット、環境適応的なロボット、自己学習人工知能の登場を促すとともに、こ

のようなロボット、人工知能、機械の意味、人間と機械・道具の相互作用が持つ意味に対して、

「内」と「外」の二元論的世界観を越える視点から、関連する諸問題・現象を倫理的・思想的に

捉え直すことを研究者に促すものでもあった。概括的に言うならば、この新たな視点とは、たと

えば、「内の世界」やそれと連動する近代合理主義のへの懐疑という流れにつながるものでもあ

り（ただし、本稿の立場＝あらたに「内から考える思想の展開を目指す」＝からいえば、この

「内」とは狭い意味でとらえられた「内」のことでしかない）、また、「外の世界」の自明性へ

の懐疑という流れにもつながるものであった。新たな人工知能論やロボット論の展開に即して言

えば、人間の脳の脳細胞の仕組みを連想させる人工ニューロンとシナプスの人工的な配置がある

種の知の創発を可能にするという「コネクショニズム」は、「・・・認識における秩序化の主体

である認識主観或いは認識主観内部の形相的要素である理性と、他方で秩序化の客体である対象

或いは認識主観内部の質料的要素である感性との関係が、前者の後者からの超越の下に不可逆的

な方向をとるか・・・、前者があくまでも後者に内在し、両者の相互作用から、或いは専ら後者

の能動的作用の下に秩序が形成されるか」（小野	1994：16-17）、その二通りの可能性しか考え

られないという認識論の「常識」に反旗を翻すことを可能にするものであった。人工的に配置さ

れたニューラル・ネットワークには、主観も客観も存在しないのであり、したがってそこには、

主観が客観に秩序を与えるという構成的な意味形成のプロセスは存在しないし、相互作用の可能

性もそもそも最初から存在しないということになる。「表象なき知性（ロボット）」（ブルック

ス）のケースでは、そもそも古典的計算主義者が想定しているような「心」も心や外の世界を計

算・記述するコンピュータも意味を持たない。「表象なき知性」は、「世界についての記号化さ

れた命題的表象をその内部に蔵し、何らかの目標が与えられるなら、与えられた目標のもとで最

も合理的な行動を選択する記号処理システム」（門脇	2002：7）に依存していないのだし、ま

た、他方、客観的な事物として「外の世界」にあるものとして「内の世界」からの働きに応じて

機能するような物質的身体も持たない。このようなロボットの身体は環境との相互作用の中で自

律的にふるまうことで意味を持つ。ただの事物として存在しているだけの身体はここでは意味を

もたないし、それどころか、身体は「心」をもたないまま、それだけで環境適応的な行動を創発

するのである。

このような状況の中で何が起きているのか。門脇はこれを「本当にあるもの」の地位を、事物

的存在性（Vorhandenheit）（手前存在性）として一括りにできるような従釆の候補者たちから奪

い取って、「その地位を､道具的存在者や、それを可能にする人間と環境との技能的交渉や局所的

なコンテクストに与え返すこと」の試みの一環であると捉える（門脇	2002：6）。これは、門脇

によれば、『存在と時間』においてハイデガーがなしとげようとした「存在論的転換」、存在理

念の転換と結びつけて論じられるべき事象なのである。

『コンピュータには何ができないか』の著者ドレイファスは、「古典的計算主義」モデルに基

づく人工知能研究の問題を、プラトン以来継続されてきた西洋の形而上学の先入観の延長上に位
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置づけて捉える。つまり、「プラトンはすべての知識はだれもが適用できる明示的定義の形で述

べることができなければならないと考えた。ガリレオは、第二性質や目的論的思考を無視するこ

とによって物理運動の記述の純粋な形式が見いだされることを発見した。」こうした世界観およ

びその綻びが人工知能、技術還元論的な情報社会論の問題にそのままつながるとドレイファスは

考えるのである（Dreyfus	1972）。ウルグアイ生まれでハイデガーやガダマーの思想の系譜を引

き、「デジタル・オントロジー」を構築しようとするドイツ在住の思想家ラファエル・カプーロ

（Rafael	Capurro）によれば（その主張を応用するかたちで言えば）、ここで起きているのは、ハ

イデガーが問題にしたオントロジーと形而上学の関係性の問題に関わる事態である。諸存在の存

在the	Being	of	beingsだけを扱う形而上学では、デジタル技術時代の世界の開かれ性（スペンサー

=ブラウンやルーマンがとりあげたマークづけされていない場所）（ハイデガーの存在の概念は

マークづけされていない場所という論点から解釈することができるとカプーロは言う）や時間、

身体性の問題にかかわる場はそもそも扱うことができない（Capurro	2006）。

これらの論点はいずれも興味深いが、しかし、一方で、ロボット研究、人工知能研究、ロボッ

ト倫理研究の現場で起きている「自律性」、「創発現象」、「ロボットの意図性とロボット使用

者・制作者の意図の混同ないし融合現象」、「神経振動子などを媒介とするロボット、動物、人

間の身体図式の共有」などの現象は、こうした論点だけで十分に理解できるとは言いがたい。

さらに、こうした現象が、いうならば、「内の世界」と「外の世界」の「間」や二元論的世界図

式を越えたある「場」で起きているということは確かだが、デジタル時代、仮想現実時代にあっ

ては、「間」や「場」は、「現実の世界」、「仮想の世界」の「間」、「曖昧な領域」にまで広

がっていく。道具使用によるバイモーダル・ニューロンの変化に関する研究を通じて、人間やサ

ルの身体図式が道具使用の過程の中で、あるいは道具使用の結果として変化しうることが確認さ

れているが（Maravita	and	Iriki	2004,	Iriki,	A.	et	al.	1996）、使用する道具がヴァーチャルな世

界における仮想的なものである場合、なおかつその場合でも身体図式やバイモーダル・ニューロ

ンの変化が見られるのであれば、ハイデガーや門脇が論じているような道具・事物と人間存在

との関係も新たなレベルに入っていく。実際、そのようなヴァーチャルな世界での道具使用に

関する研究を実証的にすすめていくための実験モデルの考案なども行なわれている（渡辺・他	

2005）。門脇は、「道具は､認識の対象としての実在物ではなく､｢教師であること｣のような人

間の社会的な役割や大まかな人生の方向づけを中心に織り合わされたコンテクストの内部でのみ

現出し（適所性）､逆に道具を用いるふるまいもまた、道具の織りなす配置に対応する仕方で技

能化ざれている（配視）」とハイデガーの議論を解釈してこう語る（門脇	2002：6）。しかし、

ヴァーチャルな世界での道具使用とはそもそもこのような視点からとらえられた場合どのように

解釈されるのか、新たな時代におけるハイデガーの議論の展開がいま必要とされているようにも

思う。

このようにドイツ的なものはいぜんとして有効ではあるが、しかし、一方で、たとえば、ア

バターとの相互作用がどのような自己と世界（道具を含む）の理解につながるのか、われわれ

は、『存在と時間』の議論の枠の中だけでは問題の見通しがつきにくいところまで来ているので
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ある。バイモーダル・ニューロンの変化に関する研究や「ラバーハンド錯覚」の研究は、身体が

「もの」や仮想的道具を含むかたちで拡大し、われわれの主観的意識のありかたを越えるところ

で身体の拡大、モノと人間身体の融合が進むことの意味をわれわれに問いかけてくるわけだが、

これは人間存在の意味について問い直す契機を与えてくれるものにもなる。身体図式の変容は、

人間の自己アイデンティティや自己意識の変容を含むものにもなりうるが、そこに注目すると、

たとえばArun	Tripathiの主張する「状況の中に置かれた主観性」という議論が出てくる（Tripathi	

2010）。しかも、「ラバーハンド錯覚」などの場合には、この主観性は二重のレベルの働きにお

いて捉えられるべきものになる。われわれは、仮想世界の道具が仮想世界に属するものであるこ

とをわかっていても、また、ラバーハンド錯覚を引き起こすゴム製の手の模型がわれわれの手で

はないと十分に認識していながら、そのような道具や偽物の手との間の相互作用に引き込まれる

のである。ロボットに関しても相手がロボットだとわかっていても、われわれはロボットとの相

互作用に引き込まれるのである。たとえば、パロといういわゆる癒しロボットと老人たちとの癒

しのための交流などがその典型的事例である。Ihdeの提案する「物に声を与えるための」「もの

的解釈学」material	hermeneutics（Ihde	1998）といった図式は重要だが、そもそもモノとはどこ

の範囲のモノを指していうのであろうか。モノはすでに見たように、「現実の世界」と「仮想の

世界」の「間」、「曖昧な領域」にまで広がっている。

Ⅳ． ロボット、人工知能と「間」、「場」

以下の部分では、ロボット研究、人工知能研究、ロボット倫理研究の近年の研究の動向を踏ま

え、ロボットや人工知能で「自律性」などの「創発」現象が現れる「間」や「場」に注目するこ

とで、ロボット研究や人工知能研究の領域における脱「古典的計算主義」、脱「古典的表象主

義」的パラダイムが顕在的・潜在的にもつ思想的意味について考えてみたい。既に部分的には触

れた存在論的な問いかけ、現象学的問いかけ（いずれの問いかけも、「内」と「外」、「事物」

と「心」、「形相」と「質料」という二元論的問いかけへの懐疑をそのうちに含んでいるのだ

が）などは、ロボット研究や人工知能研究の動向を理解する上では、必ずしも十分ではないとい

うのが本稿での議論の予想される方向性である。神経振動子などの働きにより環境適応的な運動

をするロボットには、言わば「意識」も意識と対立する「対象」もないわけで、そこで生じてい

るロボットの自律的身体運動は、「モノ」と「心」の対立図式のもとでは意味を十分に理解する

ことができないものである。われわれはフッサールなどの影響を受けたメルロ=ポンティが、その

後期の思想で、意識と対象、ノエシスとノエマの対立以前の未分化の状況から存在そのものの意

味を問い直す方向へ問題意識を切り替えたことを知っているが、だとすれば、われわれがここで

最終的な目標としている技術批判的、還元論批判的思想の系譜（その典型的な例としてわれわれ

はドイツ思想をここでとりあげてきた）の現代情報社会の中での存在意義も、「間」や「場」の

視座が提示する問題、そこからみたロボット研究や人工知能研究に関する諸問題・現象への真剣

で具体的な取り組み抜きでは最初から論じようもないのである。ロボット研究、人工知能研究、
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ロボット倫理研究をめぐる重要な問題は、まさに、意識と対象、ノエシスとノエマの対立以前の

未分化な「場」、「間」で起きているのである。

たぶんロボット研究、人工知能研究の実情を知らない研究者や一般の人たちにとっては意外な

ことかもしれないが、ロボット研究、人工知能研究の領域で現象学、存在論の議論が純粋な工学

的研究を方向づけるための羅針盤として使用されることは必ずしも珍しいことではない。たとえ

ば、三宅美博は非線形振動子を経由する人間とロボットの協働的状況、あるいは「引き込み現

象的協働」の状況を作りだすだめに、以下のような議論を手掛りにしようとする。：（以下、引

用の要約は仲田による）たとえば、ハイデガーの場合も、人間とは可能性の空間における「現存

在」の発現であり、現存在は2重性を持つと考えた。そして、人間の行動における被投性と内省の

関係を考察し、配慮的な行動として臨在的なものや実践的なものを捉え、熟慮的な知識としてブ

レークダウンによる対峙的存在や内省的なものを提えた。さらに、メルロ=ポンティは、現存在の

2重性を身体の2重性として、触る身体と触られる身体と捉え、言語的コミュニケーションを準備

する段階における前言語的な身体レベルでの「交通」の重要性を想定した（三宅美博	2000）。

これは、ドレイファス経由でハイデガーに影響を受けている人工知能研究者のアグリーとチャ

プマンらが前提としているハイデガー的図式1（それによって「古典的計算主義」モデルの代替モ

デルを目指すとされる）（Agre	and	Chapman	1990）よりは、現象学や存在論のより本質的な部

分に近づこうとしているものであると評価できよう。しかし、一方で、ハイデガーやメルロ・ポ

ンティの議論を（ある程度レベル以上の深さで）知るものにとっては疑問が残る。「現存在の2重

性を身体の2重性と」するというような議論をもとに、神経振動子による「引き込み現象」を工学

領域のマターとして、また、存在論や現象学の領域の事柄として理解することができるのである

のか。

野家の論文（野家	2000）は、専門の哲学者がオートポイエシス、自己組織系、「コネクショ

ニズム」という現象、研究領域に強い関心を示しながら、現象学のことばで、最前線の認知科学

と哲学の接点を探ろうとした論文で、注目に値する論文ではある。しかし、ここでの議論は、基

本的に「意識」、「対象」、「構成」、「直観」、「自我」、「知覚」といった認識論の枠組み

の中で論じられているという印象は拒めない。「コネクショニズム」の近年の関心は、「明示的

な記号的表象の操作としての情報処理ではなく、『前記号的表象』の形成や変換としての無意識

的な情報処理の過程に向けられているが、これはフッサールの言う前述語的経験における『受動

性』の過程にほかならない」という議論は、フッサールの議論そのものが、「意識―対象」とい

1	 門脇によれば、彼らが目指した「ハイデガー的人工知能」のアプローチとは、基本的に「表象を用いない知的
被造物」の設計で知られるブルックスのロボット設計の延長線上にあるものであり、次のような点にドレイファ
ス経由でハイデガー的世界観が反映されているという。すなわちまず、コンピュータ ･ システムの ｢存在論的
設計｣ のためには、当該システムが環境と相互作用をなす必要があるが、その際に、主体は世界をモデルとし
て内的な表象を作る必要はない。なぜなら、世界それ自体が ｢最良の表象｣ だからである。また、当該システ
ムの日常的なふるまいを導くのは､ あらかじめ明示的に構成された計画や意志ではなく､ そうした意志や計画
なしに環境との相互作用を通して一定の目的的な方向性が形成されうるということである（門脇	2002）。
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う認識論の枠組みを（越えようとしつつ）越え（られ）ないものである以上、いぜんとしてある

範囲内にとどまっているという印象を否めない。「力学系ロボット」やゆらぎやカオス、カオス

と秩序の位相変換による自律的ロボットの身体運動の創発などの現象を伝統的な認識論（それが

現象学的なものであるにせよ）を越えたレベルで論じることは困難であるように思える。

たとえば、橋本らの提唱するロボットモデルは、人間とロボットの身体的相互作用（握手）

を、神経振動子を用いる協調運動の創出で、よりなめらかなかたちで行なおうというものであ

り、要点を言えば、握手の際に、どちらかが一方的に相手に合わせるということではなく、自然

に同一の周期運動を作り出すかたちで握手をすることを可能にしようとするものである（橋本・

他	2006）。この場合、「神経振動子を用いて相互運動の同調・引き込み現象により協調運動を

創出する」といった目標の達成が想定されているわけだが、ここでは、主体が能動的にあるいは

受動的に対象を構成するといった認識の過程は存在しない。ここにあるのは、一定のリズム・周

期運動に媒介された2種類のエイジェントの相互作用、同調、引き込み現象であり、この現象は、

主体、客体といったことばで記述できるものではない。神経振動子によるロボットの制御は握手

ロボットの案出といった例の他に、外的環境との同調が可能なロボット（環境の変化に対応して

自律的に歩行するロボット）、状況に応じて歩行リズムを調整するロボットの作成などに応用さ

れているが、ここで観察され、あるいは期待されているリズムや同調行動の創発を伝統的な認識

論のことばで十分に説明・理解することは難しい。

Ⅴ．場の思想と批判的ロボット倫理・情報倫理の可能性

以下では、さらに、ロボット（や他の自律的実体、エイジェント、ペイシェント）と人間とが

出会う「場」、相互作用の過程に入る「場」（主体・客体の二元論モデルでは説明が難しい出来

事が創発している「場」）に焦点を合わすことで、重要な問題がどこにあるのかを深く考えてみ

たい。

とりあえず、「場」ということばを使うのは、神経振動子の働きを介してのロボットと人間と

の相互作用やリズム共有・周期同調行動は、「場」という言葉を使って理解を進めていくしかな

いという考えによるものである。事物としてのロボットは、ハイデガーの言葉を使えば、存在者

の領域に属する実体であり、一方、人間は存在者でもあり、存在の意味に関心をもつ何かでもあ

る。しかし、よく考えて見れば、ロボット＝存在者＝事物という理解もけっして十分なものでは

ない。この場合、事物とは何を指すのか。ロボットの機械的で物質的な特性はそれだけでロボッ

トをロボットとして人間との相互作用の過程の中に送り込むわけではない。ロボットはリズミカ

ルにあるいはある周期性をもった身体運動を伴い、動的に人間との（あるいは周囲環境との）

相互作用に入り込むわけである。また、存在の意味に関心をもつ存在者としての人間も、この場

合、問われるべき存在の意味は、存在者としての周期性をもった自分自身の身体運動がなぜどの

ようにロボットとの身体運動と共振するかである。この共振が起こるのは、「内」でもなければ

「外」でもない。いうならばロボットと人間の「間」であり、その意味でのある「場」である。
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「場」とはとりあえず、ロボットと人が出会う場所であるという了解のもとで論考を進めてい

るが、もともとここで言う「場」とは、木村敏、中村雄二郎、清水博らによって、提唱された

ものであり（「もの」、「こと」は木村敏の用語）（背景には西田幾多郎やハイデガーなどの

議論がある）、基本的には「もの」（事物、対象物）と「こと」（出来事、対象物や経験の人間

による理解）が出会う場所のことである。しかし、既に述べたように、人間とロボットが出会う

「場」においてロボットはたんなる事物として人間との相互作用の過程に入るわけではない。こ

れはたとえば、ハイデガーの影響を受けたイントローナーが指摘するような状況とは違う。：

（以下、引用の要約は仲田による。）道具は人間を構成し、人間は道具を構成する。携帯電話は

それを人間が手にとった時点で人間の道具として人間の世界に立ち現れ、また、道具としての携

帯電話が人間の生活を構成する。両者の関係は相互規定的である（Introna	2007）。

携帯電話は、人間との出会いによって初めて携帯電話としての意味を帯びるようになるという

のは確かだが、しかし、誰かがそれを使用する以前の場面でも、携帯電話は手前存在としても手

元存在としてもすでに携帯電話としてそこにある。「もの」としても「こと」としても携帯電話

は潜在的にその意味が定まっているわけだが、ロボットの場合は違う。同じ道具ではあっても、

ロボットの身体は、「創発されるロボットの身体的動き」を通じて、あるいは、その創発が可能

になる「場」へのわれわれの省察を通じて、ロボットの存在の意味も、「ひと」そのものの意味

も構成しなおしていく。「力学系モデル」に基づくロボットに先入観抜きであらためて注目して

みれば、既にわれわれが部分的に論じたように、「もの」のありかたとしてのロボットの登場そ

のものが、人間の世界に対する了解のありかたを変えていく。この場合の「もの」とは「力学系

モデル」と切り離すことでは意味をなさない「もの」である。また、ロボットの手元存在的な意

味に注目してみても、「ロボットの手元存在的な意味」は、むしろ「ロボットの手前存在的な意

味」によって規定されているともいえる。あるいはロボットにおいては、「ロボットが何である

か」という問いと「ロボットに何ができるか」という問いは相互に深く絡み合っている。さらに

手元存在的な事物としてのロボットは、その形態そのものが手前存在的な事物の意味と切り離せ

ない。しかも、この場合、ロボットの形態は多くの場合、ロボットを構成するモジュールやパー

ツがたとえば、神経振動子や神経振動子の協調的な働きに媒介されつつ、ロボットの身体機能が

立ち現れるという状況のありかたを強く規定するというそのような現象と切り離すことができな

い。事物＝モノとしてのロボットの意味はこのようにそれ自体が多層的で、「もの」が「こと」

的な意味を帯びており、「こと」は「もの」のあり方に依存し、その意味で、ロボットの形態

（これは自律的な身体動作といったロボットの機能と切り離させないのである）や「形態」と相

互依存の関係にある「機能」自体がすでに「もの」と「こと」の両方に関わっている。また、ロ

ボットの「もの」、「こと」としての両義性は、ロボットの自律的行動が立ち現れる「場」、人

間がロボットとの相互作用（HRI）（Human-Robot-Interaction）に引き込まれる「場」に依存

している。逆にこのような「場」がロボットの形態や機能のありかたによって、その立ち現れ方

が決められる。ロボットの環境適応的な行動は環境のありかた（地面がでこぼこしているとか、

他の自律的エイジェントが同時にそこにいるとか）によって決まるし、環境そのものの意味も、
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ロボットの自律的振る舞いによって引きだされ、あるいは、生みだされる。しかも、このような

「場」には、ロボットの意図（自律的に行動できるロボットは意図をもつという主張が登場して

くる）と人間の意図・意図性（ロボットに何をさせるか）が絡み合って存在し、さらには「も

の」と「こと」の両面をめぐる倫理的・価値的問いかけがこの「場」に関与してくる。西洋の多

くの研究者にとっては、人間的な姿をしたロボットを作ること自体がすでに倫理的な問いに関わ

ることだし、人間的な姿をしたロボットを子供や高齢者のケアに使う「こと」が倫理的な問題で

ある。また、ロボットが自律的存在であるならば、ロボットは責任を負う存在や権利をもつ存

在になりうるのかという倫理的かつ存在論的議論も、ロボットをめぐる「場」の中で登場してく

る。あるいは、ロボットをめぐる「場」がこのような問いかけを含むかたちで成り立つ。

木村敏によれば、「こと」とは以下のようなことである。「自らの生命的関心に従って世界と

実践的に関わるときに見えてくる事象のことを、日本語では「こと」と呼んでいる」（木村敏	

1988）。ロボットには生命的関心＝生命の意味を拡張しないかぎり＝はないので、「こと」の意

味は、この説明では不十分である。木村敏は「･･･「こと」は決して「もの」のようにはっきりし

た輪郭で区切られたまとまりではない。それは・・・＜人と人、人と物とのかかわり合いによっ

て、時間的に展開・進行する出来事＞であり、＜人間の行為＞なのだから、空間内の位置も持っ

ていないし形ももっていない」という説明もつけ加える（木村敏	1988：165）。ロボットの場

合、既に述べたように、「もの」自体が「はっきりした輪郭で区切られたまとまり」ではなく、

その形態や機能と切り離して論じることのできない「こと」的なものであるが、こう考えてくる

と、ロボットは先ほども触れたように、人間による世界の捉え方にも影響を及ぼすことにもなる

のである。

「もの」、「こと」、「場」（あるいは「あいだ」、「間」）という言葉を駆使しての考察は

われわれを既により深いレベルの問いかけの場所に導いているが、これをさらに続けることにす

る。

「もの」は「ロボットの物質的・機械的身体」、「こと」は「こうしたロボット的身体の自律

的動き」あるいは、「ロボットの身体的動きが創発されるプロセス」のことであるという捉え

方をしても、ここでの創発的プロセスは、「もの」としてのロボットの身体なしでは立ち現れ

ない。そもそも「ロボットの物質的・機械的身体」は、人間存在にとって、なにか意味をもちう

るものとして設計され、組み立てられているわけだが、福島の原発事故で使われたロボットのよ

うに、その身体＝事物は、「ハードな状況下での使用に耐える」、「もしこわれてももともと人

間ではないのだからそれはそれでしかたがない」、「原発の建屋という人間のために設計された

（保守・点検のために）人工的環境の中＝人間の身体に関わる生活圏の一つの形の中＝で、人間

の身体的代理として働いてくれることを期待される」ものとしての意味を最初から帯びている。

ブルックスのロボットも人間的環境＝身体をもった存在としての人間にとって意味を帯びている

環境、人間は障害物があれば躓くし、ぼんやりしていれば壁にぶち当たってしまう＝で、人間よ

りよしましに自由に動き回れるから意味をもつのである。その意味でロボットの自律性は人間的

な環境の不便性、使い勝っての悪さと切り離せないのである。
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したがって、それ自体が複合的で創発的な「場」に関わる存在としてのロボットは、人間に

とっての活動の場（身体を使うことが活動の条件となる）との出会いがその中に組み込まれてお

り、また、そのようなロボットの場が、人間の生活圏の意味も変えてしまうのである。

Ⅵ．ロボットの「身体」

このような意味で、「身体」＝ロボットの形態が問題になってくるが、ロボットの形態＝身体

＝は、そのままでは他者（人間や他のロボット）と共有されえない身体である。メルロ=ポンティ

が『行動の構造』、『知覚の現象学』の中で指摘したように、シュナイダーという「精神盲」の

患者は、蚊に刺されて痒い時には、痒い場所に自分の手をもっていくことができる。しかし、他

者からある場所を触りなさい（たとえば蚊に刺された場所）を指示されても触ることができな

い。その意味で、この患者の身体は他者にも開かれた「客観的な場」に置かれていない。また、

今ここにはないが有りうるかもしれないという想像上・虚構の場にも開かれていない。もしわれ

われのあるレベルでの他者への共感がこの身体の二重性（「精神盲」の患者には欠けている）に

よるものだとしたら、ロボットの身体はどうであろうか。

さらに、ロボットの身体は直接的な身体（そのロボット独自の）であるように見えて実は固有

の身体ではない。その意味で身体の二重性は成立してない。しかし、神経振動子によって自律的

な働きをするようになったロボットの身体はどうであろうか。その場合、ロボットの身体は個別

的な身体と呼べるような意味をもつようになるではないか。このような非固有の身体と固有の

身体（運動）をもったロボットが人間と出会うということはどのような意味をもつのだろうか。

たとえば、パロやアイボ、ワカマルのようなペットロボットは、固有名詞的な身体をもっていな

い。その意味では、ロボットと人間の出会いは、計画され計算された出会いでしかない。一方

で、パロやアイボ、ワカマルが神経振動子のようなしくみで自律的な働きをするのであれば、

ペットロボットと人間との出会いはある意味で一期一会的な意味も帯びる。おそらくロボットを

めぐる倫理的な問いかけもこのロボット（と人間の出会い）に関わる新たな二重性を経由して生

じているものであるのだが、だとすれば、それは再度人間存在の意味の問い直しにもつながる。

以下は、アイボやワカマルに関する制作・販売会社の宣伝だが、ここには、よく読めば、今述

べたような新たな二重性をめぐるある特定の雰囲気が感じられるはずである。

“ＡＩＢＯ”『ＥＲＳ-１１０』は、外部からの刺激や自らの判断により行動する自律型

のエンタテインメントロボットです。多様な感情表現や学習・成長機能を持ち、人との

コミュニケーションを行うなど、ロボットによる新しいエンタテインメントを実現しま

す2。

「実現する」のは、アイボであるかソニーであるか不明だが、主語がアイボとしても、これは

個としてのアイボなのか、あるいは既成品としてのアイボなのか、これも不明である。あるいは
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どちらとも読めるのである。

wakamaruのすべての機能は人とコミュニケーションするために開発されました。人と

人が対話するときと同じように、目と目を合わせて、自然な距離で音声によるコミュニ

ケーションができます。自身の生活リズムを持っていること、自動で充電ができること

など、人の手を借りずに自活できるように工夫されています3。

そもそもここで言う「人」とはどのような存在か。また、そのような「人」と目を合わせるワ

カマルとはどのような存在か。

存在者・事物・「もの」と「ひと」は、ある「場」における身体的動きや身体図式の創発、変

容という出来事、	「こと」を通じて出会うといういいかたもできるであろう。身体図式というこ

とばを使う場合、ここではメルロ=ポンティの提唱した「身体図式」をとりあえず念頭においてい

るわけだが、メルロ=ポンティの考えでは、この身体図式は共通感覚sensus	communis	（common	

senses）と深く関わるものである。したがって、身体（図式）にかかわる問題はこのように考え

ると、構想力（想像力imagination,	Einbildungskraft）（の問題）を経由して、カントやハイデ

ガー、あるいはマックス・シェーラーらの現象学、存在論的議論の枠組につながっていく。た

だ、当然ながら、カントやハイデガー、あるいはマックス・シェーラーらの議論の中には、ラ

バーハンド錯覚やバイモーダル・ニューロン、ミラーニューロンなどの話しは出てこない。

身体図式の最大の特徴は、それを通じて（あるいはそれと深くかかわる共通感覚を通じて）、

人間は、想像的な意味の領域にかかわることができるということである。ちなみにメルロ=ポン

ティが研究した「精神盲」の患者は、既に述べたように、身体図式に欠陥があるため、抽象的運

動ができないと同時に、想像的な場に自分の身をおいて考えることができない。常識的に考える

と、人間の身体図式とロボットの身体は、この想像力という点で、まったく異なるものであるよ

うにも見えるが、自律的な動きをするロボットに、「コネクショニズム」的なモデルに基づいて

設計された人工知能を組み込んだらどうだろうか。「コネクショニズム」的な人工知能が「考え

る」場合、ある概念、知識、情報はネットワーク全体の中に分散されている。ハットフィールド

によれば、ネットワークの生起した活性化パターンが表象であるとされる（Hatfield	1991）。こ

のような「コネクショニズム」的な人工知能を組み込んだロボットが想像力、構想力を働かせる

かというと、人間と同じような形ではないかもしれない。ロボットには、「感覚と悟性を媒介す

る構想力が意味を孕んだ形象を創造する」（小野	1994：124）そのような過程は存在しない。

しかし、ある意味では人工知能におけるネットワークの活性化パターンは構想力のような働きを

していないか。浅川によれば、ニューラル・ネットワークにおいては、知識はそれぞれのユニッ

2	 1999 年	5 月	11 日発表（アクセスは 2013 年 12 月 8 日）。
	 （http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press_Archive/199905/99-046/index.html）
3	 http://www.mhi.co.jp/products/detail/wakamaru_about.html（2013 年 9 月 1 日アクセス）。

	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	Area	Studies	Tsukuba	35	:	1–20,	2014

14

ト集団の活性化パターンとして表現される。たとえば、ある単語の意味は別の単語の意味とは異

なる活性化パターンとして表現されており、類似した概念は互いに類似した活性化パターンとし

て表現される（浅川	2002）。だとすれば、未知の概念や表象もパターンの類似性でロボットは

理解できることにもなる。実際、ユニットレベルでの活性化パターン相互の関係性を人工的に損

なったりすると、人工知能は意味のレベルでcatをdog	と間違えたり、bog	をdog	と見間違えた

りするという誤りをおかす。つまり、人工知能＝ロボットは勘違いするのである。勘違いするロ

ボットは常識的に考えれば、想像もする。

これと同様の仮説は信原幸弘によっても提示されている。信原は次のように言う。：（コネク

ショニズム的人工知能における）シナプスの重み配置が暗黙の前提に相当する役割を果たすとす

れば、コネクショニストモデルにおいても、日常的推論の文脈依存性は容易に説明できる。すな

わち、文脈に応じてシナプスの重み配置が変わると考えればよい。そうすれば、明示的な前提が

同じでも、文脈によって結論が変わりうることになる（信原	2003）。

これにさらに仮説を加えれば、この推論の過程は人工的ニューロン、シナプスの活性化パター

ンと深く関わるわけだが、このパターンに何か目印、シンボル的な指標を接合することができ

れば、類似のシンボルによって類似の活性化パターンが喚起され、また、逆の活性化パターン

からシンボルの想起という流れも可能になる。この活性化のパターンとシンボルの相互依存の関

係もあるレベルでのパターンをもつのかもしれない。だとすれば、われわれは予期せぬ回路をへ

て、カントの図式論やハイデガーの構想力の議論に近づくことにもなる4（Kant	1781,	Heidegger	

1951）。

このような自律的ロボット、「もの」でもあり、「こと」でもあるロボットの登場、アンチ

「古典的計算主義（古典的表象主義）」モデルの人工知能の登場は、新たな倫理的な問いかけも

引き起こす。たとえば、パロやアイボのように、ロボットは既に人間の生活の中に入り込んで人

間と関わりをもつようになっている。しかも多くの場合、ロボットの機能がどのようなメカニズ

ムによるものなのかは公開されていないので、われわれは自分たちとロボットの関わりがどのよ

うなものであるか十分には理解できていないのである。

4	 カントが、認識や知覚のなりたちを説明する時に前提とするモデルは基本的には伝統的な、形相 = 質料二元論、
あるいは悟性 = 感性二元論である。しかし、たとえば、ハイデガーが注目するように、カントの理論は図式や
構想力に注目することで、それを同時に乗り越えていこうとする面ももつ。構想力とは、悟性、感性の中間に
位置し、形相（あるいは概念）と質料（あるいは感覚）を媒介する第三の能力のことである。：（以下、カント）

	 「われわれの認識は心の二つの源泉から生ずる。その第一の根源は表象を受けとる能力（印象に対する感受性）
であり、第二の根源はこれらの表象を通して対象を認識する能力（概念を構成する自発性）である。前者によっ
てわれわれに対象が与えられ、後者によってこの対象が・・・思惟されるのである。」（Kant	1781＝1974：85（A50）

（A50 という表記は、カントの原著の初版の頁数。同様に第二版の頁数は B12 のように表記される）（1781 年
はカントの原著＝第一版＝発行の年、1974 年は邦訳出版の年）。
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Ⅶ．ロボットと倫理学的な問い

既にさまざまかたちで論じたように、ロボットに関する倫理的問いかけは、「もの」もあり

「こと」でもあるロボットの特性、既製品であるが、一方、個性的でもありうるロボットのあり

かた、「他律」的でもあり（ロボットの身体は人間の設計者、利用者によって与えられたもの

である）「自律」的でもありうるというロボットの存在論的な意味のレベルにまで降りてこなけ

れば十分なものにはなりえない、本質的な問いかけになりえないし、また、それに答えることも

できない。自律的に判断する人工知能に関しても、それが手書きの郵便番号を判読するなど限定

された目的に使われている場合は良いが、自律的ロボットに組み込まれ、たとえば、戦場での敵

味方の判別などに使われるケースなどに生じうる問題に関しては、人工知能のメカニズム、その

「類推」作用の意味（ネットワークの活性化パターンとはそもそもなにものか）を踏まえた上で

の問いかけが必要となる。ロボットを複合的な「場」と結びつけて論じてきたが、この「場」の

なりたちについても目を向けなければ、倫理的な問いも、そのために必要なロボットの自律性の

意味なども十分にはわからないままになる。

複合的な「場」は、「場＝ロボットの創発的な活動によりその場としての特性が引きだされ、

また、場の潜在的な特性によりロボットの活動が可能になる場」といった側面も含む。これはた

とえば、神経振動子などによって可能となるロボットの「自律的」行動と深く関わる「場」で

あり、一方、この「場」のなかに、ロボットの「自律的」行動が可能になる前提条件が潜在的に

隠されているとも言える。「力学系モデル」、「コネクショニズムモデル」、振動oscillation、

振動子oscillatorなどは、「自律的」なロボット（の行動）が創発emergenceされる諸条件を規定

する要因、原理、あるいは現象であるが、これらはいずれも、時間的・空間的な場所のありかた

と切り離せない。しかも、この時間的・空間的な場所・場とは、神経振動子によるリズミカルな

ロボットの動きや、人工的ニューロン・シナプスのネットワークの活性化されたパターンという

諸現象と深く関わる場所である。われわれはすでに何世紀も前から時計の振り子の「引き込み現

象」について知ってはいるのだが、なぜこのような現象が現れるのかはいまだに十分理解できて

いるとは言えない。したがって、ロボットや人工知能が自律的にリズミカルにまたアトラクタ的

なパターン活動をともなって働くことの意味を十分に理解できているわけではないのだ。という

ことは、当然、われわれはロボットや人工知能がわれわれの生活に持ち込む倫理的な問いかけの

意味もわからないままである。そのような状況で倫理的な問いはどのように成立しうるのか。

ロボットや人工知能に関わる「場」が複合的な「場」であることによって、ロボット倫理はそ

れをどのような視座で問いかけるかによって、問題の設定のありかた自体が違ってくるし、その

こと自体が倫理的な問いかけの対象になる。たとえば、倫理的な問いかけをする人が自分自身の

立ち位置を十分に理解しているか、そのこと自体も倫理的問いかけの一部になる。

ロボット倫理研究の先駆者の一人であるSullinsは、「自律的」ロボットをめぐる重要な論点と

して、ロボットは「意図」もつかどうかという点を取り上げた5。しかし、この場合の意図とは

「力学系モデル」によるロボットに関する意図なのか、「古典的計算主義モデル」によるロボッ
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トの意図なのかで、その問いかけの意味（意図だけでなく、意図を結びついた「責任」の問題と

か）が違ってくる。

デボラ・ジョンソンは、ロボットの利用や責任問題を考える上で、意図intentionと意図性

intentionalityを混同してはならないとつぎのようにいましめる。：（以下、仲田によるジョンソ

ンの議論の要約。）コンピュータ・システムは意図性をもつ。そしてこの理由で、コンピュー

タ・システムは、自然界の事物と同じようにモラルの意味の世界から切り離すことはできない。

自然界の事物は必要性に促されて行動する。コンピュータ・システムや他の人工物もいったんそ

れが作りだされ組み立てられると必要性にかられて行動するようになる。しかし、それは、もと

もと意図的に作りだされ、組み立てられたものである6。

これはもっともな議論だが、われわれが既に見たように、ロボットや人工知能はただたんに

「必要性」に促されて活動、働いたりする、それだけのことをするわけでもない。「引き込み現

象」などの事例を見ると、何かそこに「協働性」の発現といったものすら感じられるのである。

複雑な場を考えると、本稿ですでに繰り返し論じたように、主観・客観、形相・質料、事物・

精神の二元論では、そこで起きている「創発」や、「引き込み現象」などの根幹部分は説明でき

ない。また、「古典的記号主義（計算主義）」モデルが前提としているような世界観＝世界が統

辞論的なあるいは（線形）数学的な記号で記述でき、再現できるという考え方＝でも同様であ

る。

複合的な「場」という視点が自律的ロボットや人工知能の問題を考える上で有効であるとい

う問題設定は本稿で繰り返し語られてきたことだが、ここには、さらに、観察者と現象（「も

の」、「こと」の融合現象とでも言うべき）の相互依存関係ないし相互規定関係という現象も含

めて捉えることが可能であろう。

ロボットの身体運動の自己組織化には、観察者の関与が関わっていないようにも思えるが、別

の見方をすれば、観察者なしの知覚・運動のカップリング化やそれと連動する時間・運動場の離

散的で非線形的な変化、一方での変化の連続性・継続性という事態が生じているとも言える。わ

れわれ人間の身体運動も運動遂行と体性感覚のフィードバック（自分で自分をくすぐってもなぜ

くすぐったくないのかというわれわれが経験する疑問はこのことと関わる）、運動に関する遠心

性コピーと視覚や体性感覚からのフィードバックの参照による運動主体感の成立という現象に見

るように7、意識的自覚がないまま、知覚と運動のカップリング化、その相互参照とでもいうべき

いう状況が生じているわけで、一見観察者が不在であるように思われる状況でもあるレベルでの

（自覚的意識を欠いた）観察者の介在という事態がそこで生じているのかもしれない。

ただ、繰り返しになるが、自律的ロボットの場合は、人間的な経験、知覚という枠の中でロ

5	 Sullins,	John	P.	2007.	“When	Is	a	Robot	a	Moral	Agent?,”	ICRA	07	-Workshop	on	Roboethics(submitted	paper	
to	this	workshop).

6	 Johnson.,	Deborah	G.	2006.	“Computer	systems:	Moral	entities	but	not	moral	agents.”	Ethics	and	Information	
Technology,	vol.8	(4),	1388-1957.
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ボットの自律的運動が生じているわけでもない。ロボットの自律的身体運動は、時間、空間、リ

ズム的律動などと連動する身体図式の発現とでもいうべきものであり、そこには、反転図形のよ

うな観察する人間の側の経験といったものは伴わない。人間の経験とロボットの経験がもし連動

するとするならば、それは一種の「主題的なもの」（市川 1992：142）を経由してかもしれ

ない。自律的ロボットの身体運動は「環境の中で、ロボットの身体のモジュールが協働しながら

障害物を避けつつ前に前進する」という主題によって動かされているとも言えるわけだし、われ

われ人間もその主題を理解できる。あるいは、そもそもその主題をロボットに与えたのは人間の

側である。日常の知覚などもよく見れば、そこに主題的なものが隠されているのかもしれない。

「主題」というのは自然科学が基本的に避けてきた「目的論」に近づくものかもしれないが、し

かし、たとえば、自然界における自己組織的な現象は、秩序を形成し維持するというある意味で

の目的論あるいは主題の存在と見えなくもない。フッサール（ヴァレラ的に解釈されたフッサー

ル）やヴァレラの議論の中でも、多様なタスクが連動して働く状況の中で、なんらかの選択作用

が生じ、タスクの連動性という状況やある時点で生じている位相が時間的に連続性を保つという

状況（過去把持的移行とでもいうべき状況）（の出現）に深い関心が寄せられているわけであ

り、そこに何からの「主題」が関与していると考えられなくもない（Varela	1996,	Varela	1999,	

Husserl	1966）。

Ⅷ．当面の議論のまとめ・今後の課題

本稿では存在論や現象学、「間の思想」、「場の思想」についてそれぞれの思想の系譜を詳細

に体系的に論ずるというよりは、今人工知能やロボット研究の領域で実際に展開している研究の

流れ、そこで生じている現象をとりあげながらさまざまな思想がそのような研究、現象の内容を

読み解く上でどのように役立つのか、その点を中心に論じてきた。それはまた人工知能やロボッ

ト研究、それを含めた広義の情報社会論で起きていることを全体として理解するためにはそのよ

うなやりかたが必要であるということの（再）確認でもあった。われわれがここで確認したこと

のなかで重要なポイントは、つきつめて言えば、「主客二元論」の図式が批判的情報社会論、批

判的情報倫理を展開するうえでいぜんとして大きな足かせになっているという点であった。1980

年以降のロボット研究、人工知能研究の流れのなかで生じている現象は「内」でもなく「外」で

もない「場」、「両義的場」とでもいうべきどこかで起きている現象であり、それを理解し、説

明するためには、「内」でもない「外」でもない（ある）「両義的場」に関する図式が必要であ

る。それは、その場にたってそこで起きている現象を体験、目撃しうることが可能になる場であ

ると同時に、それを説明、了解するための複合的な図式を提供（必要と）する場でもあるという

ことになる。ラバーハンド錯覚にみるように、ある状況においてはわれわれの意識や感覚自体は

そこで起きている現象から切り離すことが難しく、逆にわれわれの意識や感覚がその現象の一部

7	 この点については、村田哲（村田	2009）参照。
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そのものであるという事態が出現している。それを理解するためには、これまでのような主客二

元論的図式ではない別の説明・了解・体験の図式が必要となるのである。それこそ今の段階では

まだぼんやりとしたかたちでしか見えてないが、それは本稿でずっと考えてきた新たな情報化社

会の段階における「内から見る視点」と深くかかわることはたしかである。本稿の出発点に立ち

戻れば、ドイツ的なもの、フッサールやハイデガーの現代的な意味に関する考察を経由してその

ような新たな「内からの視点」のありかが少し見えてきたということがいえようか。

文 献

浅川伸一．2002．「計算機で脳の障害は再現できるか」『言語』2002	年	6	月号，Vol.31，No.7，66-76
ページ．

市川浩．1992．『精神としての身体』講談社．
小野紀明．1994．『現象学と政治』行人社．
門脇俊介・信原幸弘編著．2002．『ハイデガーと認知科学』産業図書株式会社（門脇俊介「序論」）．
木村敏．1988．『あいだ』弘文堂．
三宅美博．2000．「共生成過程としての人間―機械コミュニケーション」『ヒューマンインタフェー

スシンポジウム2000	一般発表（予稿集）』，81-84ページ．（http://www.myk.dis.t itech.
ac.jp/2007hp/paper/sankou/2000/1.pdf）（2013年9月1日アクセス）．

村田哲．2009．「脳の中にある身体」開一夫・長谷川寿一編『ソーシャルブレインズ』東京大学出版
会，79‐105ページ．

鍋嶌厚太・國吉康．2005．「マルチモーダル感覚の同期性に基づくロボット身体図式延長モデルと実
機実現（認知ロボティクス2，生活を支援するロボメカ技術のメガインテグレーション）」『ロボ
ティクス・メカトロニクス講演会講演概要集』（ロボティクス・メカトロニクス講演会2005	：
ROBOMEC2005）2P1-N-043，兵庫	June	2005．

野家伸也．2000．「認知論的転回―認知科学における現象学的思惟」『思想』，2000年10月号．
信原幸弘．2003．「コネクショニズムと日常的推論」戸田山和久・服部裕幸・柴田正良・美濃正（編）

『心の科学と哲学コネクショニズムの可能性』昭和堂，226‐245ページ．
橋本稔・春日智史・一藁武史．2006．「同調性を考慮した人間とロボットの握手インタラクション」

『第11	回ロボティクスシンポジア（2006	年3	月16	日，17	日）・論文集』，56‐61ページ．
（http//fiber.shinshu-u.ac.jp/bio-robotics/study/gakkai/g2006_4.pdf）（2013年9月1日アクセス）．

渡辺貴文・片山智文・上杉繁・三輪敬之．2005．「仮想道具による身体像拡張の評価手法に関する研
究」『信学技報』，105巻74号，47‐50ページ．

Agre,	Philip	E.	 and	Chapman,	David.	1990.	 “What	Are	Plans	 for?,”	 in	Pattie	Maes	 (ed.),	Designing	
Autonomous	Agents:	Theory	and	Practice	from	Biology	to	Engineering	and	Back. 	Cambridge,	MA,	
The	MIT	Press.

Capurro,	Rafael.	2006.	“Towards	an	ontological	foundation	on	information	ethics,”	Ethics	and	Information	
Technology, 	Vol.8	Nr.	4,	2006,	pp.175-186.



Area	Studies	Tsukuba	35	:	1–20,	2014

19

Dreyfus,	Hubert	L.	1972	What	Computers	Can’t	Do:	The	Limits	of	Artificial	Intelligence. 	New	York,	Harper	
&	Row.

Hatfield,	G.	1991	“Representation	and	Rule-Instantiation	 in	Connectionist	Systems,”	 In	Horgan,	T.	and	
Tienson,	J.	(eds.),	Connectionism	and	the	Philosophy	of	Mind, 	Kluwer	Academic	Publishers.

Heidegger,	Martin.	1951.	Kant	und	das	Problem	der	Metaphysik. 	Vittorio	Klostermann	GmbH.
Husserl,	E.	1966.	Husserliana	Bd.	Ⅹ,	Zur	Phänomenologie	des	inneren	Zeitbewusstseins（1893-1917）,	

hrsg.	von	R.	Boehm（邦訳E.	フッサール	1967『内的時間意識の現象学』立松弘孝訳 みすず書房）.
Ihde,	D.	1998.	Expanding	hermeneutics. 	Evanston,	Il,	Northwestern	University	Press.
Introna,	Lucas	D.	2007.	 “Maintaining	 the	 reversibility	of	 foldings:	Making	 the	ethics	 (politics)	of	

information	technology	visible,”	Ethics	and	Information	Technology	(2007)	9,	pp.11-25.
Iriki,	A.	et	al.	1996.	“Coding	of	modified	body	schema	during	tool	use	by	macaque	postcentral	neurons,”	

Neuro	Report 	7,	pp.2325-2330.
Johnson,	Deborah	G.	2006.	 “Computer	 systems:	Moral	 entities	but	not	moral	 agents,”	Ethics	 and	

Information	Technology, 	vol.8	(4),	pp.1388-1957.
Kant.	1974.	Kritik	der	reinen	Vernunft, 	1	Auflage	1781,	1789	(Kant’s	gesammelte	Schriften,	Hrsg.	Von	

Königlichen	Preuβischen	Akademie	der	Wissenschaften,	Bd.	IV,	Berlin,	1911.（邦訳 カント 1974
『純粋理性批判』（『新装版・世界の大思想15 カント 上』）高峯一愚・桝田啓三郎訳	河出書房
新社）	（1781は原著第一版出版の年，1789は第二版出版の年）

Maravita,	A.	and	Iriki,	A.	2004.	“Tools	for	the	body	(schema),”	TRENDS	in	Cognitive	Science, 	8(2),	pp.79-
86.

Sullins,	John	P.	2007.	“When	Is	a	Robot	a	Moral	Agent?,”	ICRA	07	-Workshop	on	Roboethics	(subimitted	
paper	to	this	workshop).

Tripathi,	Arun	Kumar.	2010.	 “Culture	of	Embodied	Skill	 and	 its	Acquisition	 in	Human	Computer	
Interaction:	How	embodied	users	deal	with	embedded	computers,”	A	paper	submitted	 to	 ISHS	
Conference,	Vienna,	2010	(Aug.	27,	2010).

Varela,	F.	J.	1996.	“Neurophenomenology	-A	Methodological	Remedy	for	the	Hard	Problem,”	Journal	of	
Consciousness	Studies, 	3	No.	4,	Imprint	Academic,	1996,	pp.	330–350.

Varela,	F.	J.	1999.	“The	Specious	Present	-A	Neurophenomenology	of	Time	Consciousness,”	In	J.	Petitot,	F.	J.	
Varela,	Pachoud,	B.	and	J-M.	Roy	(eds.).	Naturalizing	Phenomenology,	SUP,	California	1999.

	 	 	 	 	 	

	 	 	

	

	
	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	

              

               

               

                

             

             

              

                   

              

              

               

                

             

              

               

                 

               

                   

           

         

 

            

         
       
      

 

Area	Studies	Tsukuba	35	:	1–20,	2014

20



Area	Studies	Tsukuba	35	:	21–36,	2014

21

Abstract

Clancy (1986) proposes that the ways in which Japanese male children are socialized to 

use masculine first person reference forms, such as ore and boku (both ‘I’) remain somewhat 

of a mystery. This is because, Clancy assumes, ‘primary linguistic input to both boys and 

girls comes from their mothers’ (1986: 514). In the present study, I examine data from the 

CHILDES database consisting of five corpora of child first language learners of Japanese 

interacting primarily with their mothers. In the analysis, I examine tokens of masculine 

first person reference first quantitatively and then qualitatively. In so doing, I will pursue 

the following questions: (1) Are there tokens of ore and boku in the data, and if so, who is 

producing them? and (2) What processes of language socialization are likely to follow? First, 

the quantitative analysis revealed that the reference forms in question were present in the 

data, and that, in the case of boku, Mother produced approximately three times more tokens 

than Child. In the case of ore, the distribution of tokens produced was roughly equal between 

Mother and Child. Next, the quantitative analysis showed that (1) boku, as phonological 

material, is made abundantly available to Child through its use by Mother in accomplishing 

second person reference, (2) first person referential use of boku is also modeled by Mother 

through, e.g., the animation of the voices of toys in play, and through quotative use of the 

voice of Child, (3) Child may be overtly and explicitly socialized to use boku (especially 

when a ‘gender inappropriate’ form, e.g. atashi ‘I’, is used), and (4) the use of ore may in part 

be socialized through Mother’s animation of characters during story-reading activities, and 

through her censure of the situationally inappropriate use of ore.

I. Introduction

Research in language socialization seeks to examine the processes through which novices 

Learning to Sound Male in a Female World? : 
First Language Socialization to Use the ‘Masculine’ 

Japanese First-Person Reference Forms ‘Ore’ and ‘Boku’
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(especially children) are socialized both through language and to use language (see, e.g., Ochs, 1996, 

2002; Ochs & Schieffelin, 1986). Such linguistic and cultural development and learning is seen 

as being deeply embedded in sociocommunal participation. In this view, language is understood 

in terms of being a cultural artifact that is acquired by novices primarily through participation in 

socially structured interaction (see Vygotsky, 1978). In the case of Japanese, however, Clancy 

(1986) suggests that it remains somewhat of a mystery as to how Japanese male children are able to 

acquire the masculine first person reference forms ore/boku ‘I’ (OB, O, and B below). She asks: ‘If 

the primary linguistic input to both boys and girls comes from their mothers, when and how do little 

boys learn to use masculine style’ (1986: 514)? 

In the present study, I will examine data from five corpora of child first language learners of 

Japanese interacting primarily with their mothers. Tokens of the masculine first person reference 

forms OB will be examined first quantitatively and then qualitatively. In so doing, I will pursue 

the following questions: (1) Are there tokens of OB in the data, and if so, who is producing them? 

(2) Are there opportunities for learning the forms in question,? (3) What processes of language 

socialization are likely to follow from such opportunities?

II. Previous Research

1. Research on ore/boku

There has been much etymological (e.g., Hashimoto, 1948; Hinds, 1971, 1975; Sakuma, 1959; 

Shibatani,1990; Suzuki, 1978; Wetzel, 1994), cross-linguistic (e.g., Kondo, 1990; Martin, 1988; 

Miller, 1967), and to a lesser extent, functional (e.g., Ono & Thompson, 2003) research done on 

Japanese first person reference forms. Ono and Thompson (2003), for example, examine the actual 

uses of Japanese first person reference forms (w)atashi, ore, and boku (all glossed in English as ‘I’) 

in a corpus of naturally occurring conversations. They found that these ‘pronouns’ do not appear 

to make good clausal arguments, and that they are not used exclusively for first person reference. 

Instead, they argue, the forms do not form a unitary category, but rather are ‘best viewed as a set 

of three distinct constructions, each with its own grammatical, semantic, pragmatic, prosodic, and 

diachronic properties’ (2003: 341). They conclude by arguing that their findings underscore the 

importance of examining the form–function relationship in naturally occurring conversational data. 

However, to the best of my knowledge, there has been very little research concerning the acquisition 

of these forms.

Specifically concerning OB, Clancy (1986) mentions that the specifics input and acquisition 

remain an important question. She suggests that Japanese boys face a paradoxical situation in that 

they must apparently undergo a shift in self-identification. This is because, in Japanese, forms of first 

person reference are in a complimentary distributional relationship based on the sex of the speaker. 
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Thus, although Japanese girls will be exposed to, and socialized to use feminine first person reference 

forms, such as atashi ‘I’, through participating in interactions with their mothers, Japanese boys will 

not have this luxury. Thus, Clancy wonders, ‘when and how do little boys learn to use masculine 

style [including first person reference forms], [while] eliminating or reducing the frequency of female 

forms heard from their mothers’ (1986: 514)?

2. Learning in social participation: Learning to be male in a female world?

The overarching goal of research in language socialization is to uncover the ways in which 

children and other novices are socialized in and through language to both use language and to 

behave in culturally appropriate ways (Ochs & Schieffelin, 1986; Schieffelin & Ochs, 1986). To 

my knowledge, however, there has been no language socialization research specifically examining 

OB. However, a language socialization approach views identity-indexical terms such as OB, for 

example, as being co-negotiated and learned in, through, and for concrete participation in specific 

social situations. Thus, for the learning process to occur, novice participants must have opportunities 

to participate and receive expert guidance in situations where OB constitutes a valued participatory 

resource, and where the novices can observe expert use of the terms. According to Clancy (1986), 

however, the kind of participatory situations necessary for a successful socialization to use OB may 

be absent or highly limited for Japanese boys because of the apparent fact that they are primarily 

socialized by their mothers.  

Researchers examining the putatively gendered use of the Japanese language have often 

implicitly or explicitly assumed a one-to-one relationship between form and gender. For example, in 

her study of the use of sentence final particles (e.g., wa, ne, zo, ze, etc.), McGloin (1990: 23) suggests 

that such particles function to express masculinity or femininity, and maintains that particles are 

‘sensitive to the sex of the speaker’. According to Ochs (1990: 293), however, indexical relations 

in interaction ‘are much more complex than one-to-one mappings between linguistic forms and 

contextual features’. Rather, she argues, also in relation to Japanese sentence final particles, rather 

than functioning as direct indexes of gender, the particles ‘directly index affective dispositions and 

indirectly index gender of speaker’ (1990: 295; original emphasis). In other words, according to 

Ochs, a sentence final particle such as ze, which has traditionally been considered as an index of 

masculinity, may function to index a ‘coarse intensity’ (1990: 296), which, in turn, can be taken as a 

constitutive feature of ‘male voice’ (1990: 296). 

In the present study, I demonstrate that instances of OB seem to turn up in both second person 

reference to child by socializers, and in play or story reading situations. Drawing upon Ochs’, I argue 

that within these domains, opportunities for learning to use OB as masculine first person reference 

forms may be made available through indexical relationships appearing within the context of specific 

interactional moments.
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III. The Study

1. Research Questions

In the present study, I pursue the following three research questions: 

(1) Are there tokens of OB in the data, and if so, who is producing them? 

(2) Are there opportunities for learning the forms in question? 

(3) What processes of language socialization are likely to follow from such opportunities?

2. Data

The data for the present study are taken from the CHILDES database. Specifically, I will 

examine the occurrence of OB in five corpora: Hamasaki; Ishii; Miyata-Aki; Miyata-Ryo; and 

Mitaya-Tai. The attributes of each of these corpora are displayed in table 1, below:

Table 1 Attributes of the 5 corpora

Each of the five data corpora include audio files and basic transcripts which are made publicly 

and freely available for download from the CHILDES website. 1

3. Methodology

I first perform a quantitative analysis on the corpora using CLAN.2 The purpose of the 

quantitative analysis is to ascertain how frequently and by whom OB is being deployed in the 

1 http://childes.psy.cmu.edu/

Name
Attributes

Hamasaki Ishii Miyata-Aki Miyata-Ryo Miyata-Tai

Creator N. Hamasaki T. Ishii S. Miyata S. Miyata S. Miyata

Language Japanese Japanese Japanese Japanese Japanese

Age of Child 2 ; 2 - 3 ; 4 2-5 1 ; 5.7 - 3 ; 0 1 ; 4.3 - 3 ; 0
1 ; 5.20 - 3 ; 

1.29

Mean Age 20.2 - 42 months

Sex of Child Male Male Male Male Male

Description
Case study of 
Taro

Case study of 
T. Ishii’s son, 
Jun

Longitudinal 
study of two 
Japanese 
siblings (Ryo, 
Aki) in their 
home

Longitudinal 
study of two 
Japanese 
siblings (Ryo, 
Aki) in their 
home

Longitudinal 
study of Tai in 
his home



Area	Studies	Tsukuba	35	:	21–36,	2014

25

corpora. Following the quantitative analysis, I perform a qualitative discourse analysis3 of the uses 

of OB uncovered by the CLAN search, and consider how those uses might contribute to language 

socialization.

IV. Analyses

1. Quantitative analysis

As mentioned above, Clancy (1986) suggests that Japanese boys may be placed in a highly 

impoverished environment in terms of being socialized to use masculine stylistic devices such as the 

first person referential terms ore and boku (both glossed as ‘I’ in English). It therefore first becomes 

necessary to examine the data for the existence and frequency of OB. An initial quantification 

revealed that there are three hundred fifty-nine instances of OB across the five data corpora. Of these 

instances, seventeen were O and three hundred forty-two were B. However, a manual verification of 

each of the individual instances revealed that two of the O instances detected in the Ishii corpus were 

actually variations of the verbs oreru ‘to snap’ and oru ‘to be’. All three hundred forty-two instances 

of B were verified. Thus, the total number of instances of OB were three hundred fifty-seven, with 

fifteen instances of O. Though only a rough quantification, this already provides evidence of the 

existence of OB in the data, even though the children were primarily interacting with their mothers. 

We now turn to an analysis of the frequency of OB across participants for each individual 

corpus (see table 2, below). In the Hamasaki corpus, while Child produced one token of O and 

twenty-two of B, the Socializers produced four tokens of O and seventy-three of B. Subdividing the 

Socializers into Mother, Father, and Other socializer, there were four tokens of O and seventy tokens 

of B produced by Mother, zero tokens of OB produced by Father, and 3 tokens of B produced by 

Other socializer. This results in five and ninety-five tokens of OB, respectively, for the Hamasaki 

corpus. For the Ishii corpus, there were four tokens of O and ten of B produced by Child, zero tokens 

of O and six of B, all produced by Father. This results in a total of four O and sixteen B for the Ishii 

2 Freeware, available for both Macintosh and Windows platforms, designed specifically for corpus analysis of the 

CHILDES data.

3 Analyses of the interactional data are performed from the viewpoint or mentality of ethnomethodologically-based 

conversation analysis (see, e.g., Heritage, 1984; Have, 2007; Hutchby & Wooffitt, 2008; Schenkein, 1982/1978). 

However, due to the fact that, at the time of the analysis, I had access to only (non-CA) transcripts, I have not 

been able to bring to bear the full set of analytical tools offered by conversation analysis, especially in regard to 

such things as overlap, and embodied action and gaze (see, e.g., Goodwin, 1979, 1980, 2000; Streeck, Goodwin 

& LeBaron, 2011). It may be noted, however, that video files are now (i.e., June, 2013) available for the Ishii 

corpus, and audio for the Miyata-Tai corpus. These resources may lead to futher and more refined insights in 

subsequent research. 
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corpus. In the Aki corpus, while Child produced zero tokens of OB, Mother produces one token of O 

and fourteen of B, resulting in a total of one token of O and sixteen of B for the corpus. Though no 

participants produced any tokens of O in the Ryo corpus, Child produced eighteen of the thirty total 

tokens of B; the other twelve were produced by Mother. Finally, in the Tai corpus, the largest of the 

Miyata corpora, Child produced three tokens of O and forty-two of B, and Mother produced two O 

and one hundred forty-five B, totaling five O and one hundred eighty-seven B for the corpus.

Thus, of the three hundred forty-two total tokens of B across the five corpora, only ninety-

two were produced by Child. Mother, on the other hand, produced two hundred forty-one tokens of 

B. Conversely, for O, Child and Mother productions were almost equal, at eight and seven tokens, 

respectively. As may have been expected, since the primary interactants were Child and Mother, 

Father and Other socializer produced only nine tokens of B and zero of O across all five corpora.

Table 2 Frequency of OB across participants

These results reveal and interesting percentage distribution in production of OB across the 

participants (see table 3, below). Looking across all five corpora, while Child produced only twenty-

seven percent of the total tokens of B, Mother produced seventy percent—almost three times more 

than Child. In the case of O, on the other hand, production was very nearly evenly distributed 

between Mother and Child.

child socializers mother father other soc. total

O B O B O B O B O B O B

HAMA 1 22 4 73 4 70 - - 3 5 95

ISHII 4 10 - 6 - - 6 - 4 16

AKI - 1 14 1 14 - - 1 14

RYO - 18 - 12 - 12 - - - 30

TAI 3 42 2 145 2 145 - - 5 187

Totals 8 92 7 250 7 241 - 6 - 3 15 342
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Table 3 Relative percentages of use across participants

2. Qualitative analysis

The above quantitative analysis has revealed that (1) there were a significant number of tokens 

of OB across the five corpora and (2) production of tokens of O were essentially evenly distributed 

between Mother and Child, but (3) Mother produced seventy percent of B, which is almost three 

times the tokens produced by Child. This, however, is only a partial view of the whole picture. 

We must now ask how OB are being used by the participants, and how this might make manifest 

opportunities for the children to learn the forms. Ono and Thompson (2003) argue that OB may have 

a variety of situated uses. The data examined in the present study revealed at least the following 

four uses of OB: (1) to accomplish first person reference by Child (both O and B); (2) to accomplish 

second person reference by Socializers (only B; indexical of Child); (3) to accomplish first, second, 

and third person reference in quotative utterances, frequently in the context of play, by both Child 

and Socializers (both O and B; second person reference usage only done by Socializers); and (4) to 

accomplish first and third person reference in ‘story-time’ (i.e. in ‘animating’ (see Goffman, 1979, 

1981) characters while reading stories together). These uses are summarized in table 4:

Table 4 Uses of OB across Child (C) and Socializer (S)

child socializers mother father other soc. total

O B O B O B O B O B O B

HAMA .20 .23 .80 .77 .80 .74 .0 .0 .03 .29 .28

ISHII 1.0 .63 .0 .37 .0 .0 .37 .0 .36 .05

AKI .0 1.0 .86 1.0 .86 .0 .0 .06 .04

RYO .0 .60 .0 .40 .0 .37 .0 .03 .0 .0 .09

TAI .60 .23 .40 .77 .40 .77 .0 .0 .29 .54

Totals .53. .27 .47 .73 .47 .70 .0 .02 .0 .01 1.0 1.0

User Form Use

Child OB First person reference

Socializer B Second person reference

Child/Socializer OB Quotative (1, 2, and 3 person)

Child/Socializer OB Reading (2 and 3 person)
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Because of the limitations of the data,4 it is impossible to provide a quantitative analysis of the 

relative frequencies of each usage. However, this does not preclude the possibility of considering 

what opportunities are made manifest by the various situated uses of OB, and how these opportunities 

might play into language socialization for Child to use the forms. As is made clear in table 4, there 

are many and various situated meanings-in-interaction for OB. Notably, Mother produced seventy 

percent of the B tokens across the five corpora. An examination of the actual interactional data 

reveals that one of the main uses of B by Mother is to accomplish second person reference to Child, 

as in lines 2, 4 and 6 of Extract 1.5

Though there were many instances similar to Extract 1, where Mother refers to Child using 

4 In the absence of video data, it becomes impossible to disambiguate many of the instances of OB use in the 

data. For example, without being able to actually see the embodied orientations and gazes of the participants, it 

becomes impossible to disambiguate the such meanings as (1) I want to ride (first person reference), (2) you want 

to ride (second person reference), (3) I want to ride (animated or quotative first person reference) in an utterance 

like ‘boku, noritai’.

5 I arrow lines of analytical interest in the data extracts throughout.

Extract 1 [204.cha (slightly modified)]

1 M: oisha e iku no yo.

→ 2 M: boku mo iku?

3 M: terukichan ga mitemorau no yo.

→ 4 M: boku chan wa doomo shinai.

5 S: itcho ni iku.

→ 6 M: bokuchan wa iku dake yo.

7 S: boku pompo itaku nattara ne oichachan ni ikoo ne.

(English gloss)

1 M: We’re going to the doctor’s.

→ 2 M: Are you [boku] going too?

3 M: Teruaki is going to get an examination.

→ 4 M: You [boku] don’t need to get one.

5 S: (I’m) going too.

→ 6 M: You [boku] are just coming along.

7 S: If I [boku] get a stomach ache, let’s go to the doctor’s.
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B, Child never reciprocates by using B to accomplish second person reference to Mother, Father or 

Other socializer. This second person use of B arguably provides opportunities for learning to use B to 

accomplish first person reference in the following two ways: 1) it provides the phonological material 

involved, which may have a familiarizing effect for Child, and 2) it is clear from context that the 

referent of B is Child, thus providing a demonstration that the phonological material boku may be 

applied to do reference to Child; this fact may facilitate Child’s understanding that the form may also 

be self-applied.6 

It is important to note, too, that Mother also frequently used B to accomplish first person 

reference. This was typically done in play activities, where Mother was apparently animating the 

putative utterances of a doll or other play item, as in Extract 2.

Extract 2 is taken from a sequence where Mother and Child appear to be playing with a toy 

vehicle. They are loading passengers (presumably dolls or other toys) on to the vehicle when, in line 

4, Child says ‘notchatta yo:.’ ((they’ve) ended up riding). In line 5 Mother repeats Child’s line 4 with 

a laughter token (suggesting that it was somewhat unexpected) and, in line 6, animates the utterance 

6 I wish to express my gratitude to the reviewer for bringing this point to my attention.

Extract 2 [t940120.cha (slightly modified)]

1 M: ha:i.

2 M: a.

3 M: a.

4 C: notchatta yo:. 

5 M: notchatta. ((laugh))

→ 6 M: boku dake oite ikareta:.

7 C: doite:!

(English gloss)

1 M: Okay.

2 M: Oh.

3 M: Oh.

4 C: They’ve ended up riding. 

5 M: Yes they have. ((laugh))

→ 6 M: I [boku] got left behind.

7 C: Get out of the way!
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of a toy that was apparently left behind. Thus, the kind of interactional sequence shown in Extract 2 

may provide opportunities for Child to learn to use of B as a first person referent. Similar first person 

use of B by Mother also frequently occurred during reading, where Mother animated the voices of 

characters in the book.

There was also one sequence involving explicit socialization to use B. Extract 3, below is taken 

from the Ishii corpus and features a relatively rare (in the data) interactional episode between Child 

and Father. 

Extract 3 [20628.cha (slightly modified)]

1 C: kankobasu yoo.

2 F: sore kankoobasu kaa ?

3 C: eebiishii ((i.e. ABC)) no basu yoo.

4 F: i  gi  ri  su no basu ya. 

5 C: igisu no basu yoo.

6 C: bokuu  kore hoshii waa.

→ 7 C: boku atashi yuwantoite.

8 F: nani ? 

→ 9 C: atashi yuwantoitee ya.

→ 10 F: atashi yuwantoitee ya.

→ 11 F: boku ya. 

12 C: yuwantoite. 

→ 13 C: boku.

(English gloss)

1 C: It’s a tour bus.

2 F: That’s a tour bus?

3 C: It’s the ABC bus.

4 F: It’s the England bus. 

5 C: The England bus.

6 C: I [boku] want this. 

→ 7 C: Don’t you [boku] say I [atashi].

8 F: What? 

→ 9 C: Don’t say I [atashi]. 

→ 10 F: Don’t say I [atashi]. 

→ 11 F: It’s I [boku]. 
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In this extract, we see Father and Child engaging in topical talk about a (toy) bus (lines 1 to 5). 

In line 6, Child produces ‘boku atashi yuentoite.’ (boku, don’t say atashi [feminine ‘I’]—apparently 

quoting prior speech by Father or other socializer). In line 8, Father displays trouble in either hearing 

or understanding Child’s line 7 by producing the repair initiator ‘nani?’ (what?). Child responds 

to this by rephrasing the utterance in line 9, to which Father says ‘atashi yuwantoitee ya.’ ‘boku 

ya’ (don’t say atashi, it’s boku). In line 13, Child uptakes B. It would appear that this sequence is 

indexing prior interactions between Child and Father where Father has requested that Child not use 

the feminine first person referent atashi, and to use B instead.

The qualitative analysis thus far has made clear that the early environment of socialization for 

Japanese boys may offer ample opportunities for being socialized to use B—even in cases where the 

primary socializer is female. Ono and Thompson (2003), however, note that O is far more common 

than B in the large corpus of adult conversational data that they examined. It would seem that O 

may be the preferred7 form for first person reference in adult Japanese males. However, as noted 

above, O is never used by Mother to accomplish first or second person reference, or in play. Child, 

nevertheless, uses O to accomplish first person reference several times in the corpora. This shows 

that socialization to use O is indeed occurring, but how? 

The affective stance (Ochs, 1990) indexed by O is markedly more ‘rough’ in comparison to B. 

Because of this, one might expect that Mother would have no occasion to produce O. Indeed, there is 

no instance in the data of Mother using O for self reference. One setting in which Mother is seen to 

produce O, however, is in animating character voices during reading, as shown in Extract 4.

12 C: Don’t say (it). 

→ 13 C: I [boku].

Extract 4 [aki42.cha (slightly modified)]

1 M: omae no medama o yokose. ((reading voice))

2 M: tasukete tasukete. ((reading voice))

→ 3 M: ore no namae o atetara yurushiteyaru zo. ((reading voice))

4 C: tasukete:.

(English gloss)

1 M: Give me your eyeball. ((reading voice))

2 M: Help help. ((reading voice))

7 Not in the conversation analytic sense of preference organization (see, e.g., Bilmes, 1988), but the lay sense.
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In this sequence, Mother is apparently reading to Child from a story book. In line 3, she 

produces ‘ore no namae o atetara yurushiteyaru zo.’ (if (you) can guess my name I will spare (you)). 

The English gloss does not do this utterance justice in portraying the ‘roughness’ of the linguistic 

tokens used; it is unlikely that Mother would use such language in many other settings. Importantly, 

in this sequence O is not simply produced in a vacuum. It appears in association with a specific 

type of character who is also portrayed to be using a constellation of other ‘contextualization cues’8  

(Gumperz, 1982). Thus, the situated appearance of O, as it is animated by Mother on this occasion, 

indexes a distinctively coarse stance, which, within the context of the story, seems to be a constitutive 

feature of ‘villainessness’. Such an instance may provide an opportunity for Child to observe the 

sort of affective stance O may be used to index — a stance which may already, or may eventually be 

understood as a constitutive feature of a strong masculine voice.

The argument for the role of indexicality in Child’s socialization to use O is supported by the 

fact that explicit protest against its use by Mother is also attested in the data. Just before Extract 5, 

Mother and Child were playing with toy trains by making them go through tunnels. Extract 5 begins 

with what appears to be Child talking about another pass being made through the tunnel; It is unclear, 

however, whether Child is requesting Mother to pass her train through the tunnel or to watch him do 

so with his train.

Extract 5 [t940113.cha (slightly modified)]

1 C: <moo ikko tsuu> moo ikko tsuu. 

2 M: n? 

3 C: moo ikko tsuu .

→ 4 M: moo ikkai tooru?

→ 5 C: o:re! 

→ 6 M: o:re janai yo, chotto.

(English gloss)

1 C: moo ikko tsuu moo ikko tsuu. 

2 M: Huh? 

3 C: moo ikko tsuu.

→ 4 M: (You’re) going through again??

→ 5 C: I [ore] am! 

→ 3 M: I [ore] will spare you if you can guess my name. ((reading voice))

4 C: Help.
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In line 2, Mother displays trouble with either hearing or understanding Child’s line 1 utterance. 

In response to Mother’s repair initiation, Child repeats his line 1, of which Mother formulates a 

candidate understanding in line 4. Though the lack of visual data precludes analysis of the embodied 

actions that Mother and Child are deploying in coordination with their talk, it is possible that Mother 

accompanied her line 4 utterance with an action such as beginning to pass her train through the 

tunnel. Such an action would seem to create a relevant sequential environment for the deployment 

of Child’s line 5 ‘o:re!’ (me:!), which is notably marked by elongation and prosody. In line 6, 

Mother appears to censure Child’s line 5 utterance by producing ‘o:re janai yo, chotto’ (not I:, come 

on now). Mother’s utterance here is hearable as being highly critical of Child’s line 5 use of O, 

though the English gloss does not reflect this sense. Thus, it would seem that Mother’s actions may 

be visible as treating O as an ‘inappropriate’ word for Child to use for doing self reference on this 

occasion, where Child’s actions seem to possibly impose on an other.9 In this way, Child is exposed 

to potential opportunities for socialization to use language (e.g., not to use strong language when 

going out of turn) through language; Mother’s utterance may work to implicitly associate ore with 

an aggressive affective stance, and to negatively evaluate its use on this occasion. Notably, there are 

no similar occasions involving B. In sum, opportunities may be made interactionally available for 

Child to appropriate the use of O through, e.g., (1) O regularly appearing as part of a constellation of 

contextualization cues associated with ‘tough’ characters in stories read by Mother and Child, and (2) 

the use of O being occasionally censured by Mother as ‘inappropriate’. 

V. Discussion and Conclusion

In the present study, I have examined five corpora of Japanese Socializer (primarily Mother)/

Child longitudinal interactional data in pursuit the following three research questions: 

(1) Are there tokens of OB in the data, and if so, who is producing them? 

(2) Are there opportunities for learning the forms in question? 

(3) What processes of language socialization are likely to follow from such opportunities?

A quantitative analysis of the data revealed that the forms in question, i.e. OB, were present in 

the data. In the case of B, it was found that, somewhat surprisingly, Mother produced approximately 

→ 6 M: Not I [ore], come on now.

8 Mother also animates tokens such as omae (you), zo (sentence final particle), and yokose (give it here [strong 

imperative]) — all very ‘rough’ and ‘coarse’. These features may work to form a sort of constellation providing a 

richly intra-indexical display for Child.

9	 In other words, Mother seems to be censuring Child for attempting to pass his train through the tunnel ‘out of 

turn’, so to speak.
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three times more tokens than Child. In the case of O, Mother and Child were found to have produced 

roughly equal tokens. 

The quantitative analysis was subsequently used as a basis for a qualitative analysis, which 

primarily focused on ascertaining the situational uses of OB by Mother. The qualitative analysis 

showed that (1) the phonological material of B, and its usabillity in doing reference to Child, is made 

abundantly available to Child through its use by Mother in accomplishing second person reference, 

(2) first person referential use of B is also modeled by Mother through, e.g., the animation of the 

voices of toys in play, and through quotative use of the voice of Child, and (3) Child may be overtly 

and explicitly socialized to use B (especially when a ‘gender inappropriate’ form, e.g. atashi ‘I’, is 

used). Additionally, socialization to the use of O seems in part to involve a display during story-time 

of the rough-and-tough affective stance indexible by O, which may then be related to ‘masculinity’, 

or to the ‘toughness’ which seems to be understood as a virtue for Japanese boys.10 However, as 

mentioned throughout, there were many sequences in the interactional data that can only be fully 

understood in relation to the embodied actions of the participants. Therefore, it is imperative that 

future research base its analyses on visual data. Doing so should allow a more penetrating and 

participant-relevant analysis of the talk-in-interaction. 

In regard to possible questions for future research, I will make two suggestions here. First, 

although OB have been traditionally characterized as being used by males to accomplish first person 

reference (see, e.g., SturtzSreetharan, 2009), there are also (usually young) females who deploy these 

forms in order to refer to themselves (see, e.g., Miyazaki, 2004). Thus, the question may be asked 

as to how, when and why females are socialized to use OB. Second, while the present study has 

focused exclusively on first language socialization to use OB, many of the same questions might be 

posed in the case of users of Japanese as a second language. While such users of Japanese may not 

typically be socialized to use Japanese first person reference terms by their parents, in most cases, 

the existence of a primary socializer (or socializers) does seem possible, or even probable. Although 

at this point it remains an empirical question, it is likely that, in at least some cases, such primary 

socializers would be female (e.g., Japanese teachers, girlfriends, spouses, etc.). Given that this might 

be the case, are second language users of Japanese socialized to use OB? And if so, how, when and 

why?

10 Such ‘toughness’ is amply socialized in and through such ubiquitous advice to boys as: naku na! otoko no ko 

desho? (don’t cry! you’re a boy, right?).
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Abstract

In the 25th anniversary symposium of the International Biblical Conference at 

Szeged (Hungary) of this year, the author read a paper under the title of “Heredity in the 

heavenly Jerusalem” (Rev. 21, 7). In this paper the author insisted that the main theme 

of the Apocalypse is not an encouragement of the faith ready to martyrdom, but rather a 

transformation of the human word to one which testifies God. Against this argument, a 

Serbian Bible Scholar insisted that “in the Apocalypse certainly is written »an image of the 

fighting Church«, so the text should be researched again in the context of martyrdom”. In 

view of the present tendency of Biblical Studies for promoting peaceful dialogues on the 

basis of the Bible, the author would like to sustain the intent of his paper and to propose 

that a Buddhist interpretation on the Bible can be attempted. Judaism, Christianity and 

Islamism are able to find a common basis for peaceful dialogues in the contents of the Bible, 

whereas if people of the Far Eastern World try to participate in this dialogue, the direction of 

interpreting the Bible should be changed. In this context the Johannine scriptures, especially 

John’s Gospel, seem to suit the spirituality of the Eastern World because of its characteristic 

of the “realized eschatology”. According to John’s Gospel, when one of the soldiers pierced 

the side of crucified Jesus with a lance, immediately there came out blood and water (19, 

34). Before this moment, Jesus “was already dead” (19, 33). The church fathers were used to 

explain that this sign signifies the emanation of the Spirit of resurrection. So in John’s Gospel 

the crucified Jesus does not mean His passion or martyrdom, but rather signifies His glorious 

victory over death. Thus, when we pay attention to the realized eschatology in John’s Gospel, 

the absolute obedience of Jesus appears in the foreground, and He testifies the intention 

of the Father completely as the Word of the God. The author would like to say that also 

in the Apocalypse we should not make emphasis on the passion or martyrdom, but should 

rather put a special attention to the meaning of “testimony”. If we follow such a course, our 

interpretation will go well with the Buddhist spirituality which is expressed especially in 

the Saddharma-pund
3 3

arµka-sπtra. In this Book we can point out some key notions. First, the 

言葉による「証し」
―『ヨハネ黙示録』の射程―

Testimony by means of the Word: Scope of the Apocalypse

秋山 学
AKIYAMA Manabu
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concept of “Kuon-jitsujō”, which means that the Buddha, in spite of his limited span of life, 

was actually enlightened countless eons ago and is in his work also after his death. Second, 

the concept of “Ichinen-sanzen”, which means that all phenomena in this world are included 

in one thought which human beings think in their daily lives. We may say that the former is 

comparable with the realized eschatology of John’s Gospel, which means that in spite of His 

crucified death, Christ is now active as the Spirit of resurrection in the faithful through the 

sign of blood and water. The concept of the latter will be comparable to that in John’s Gospel 

we can find out our way of faith in following the footsteps of “beloved disciple” (20, 2 etc.) 

besides the community of faithful. If we apply these characteristics of John’s Gospel also to 

the Apocalypse, we can interpret the meaning of the “inheritance” in the passage “anyone 

who proves victorious will inherit these things; I will be his God and he will be my son” (Rev 

21, 7) as follows: everyone can become a testifying son to the Father God just as the Word, 

Christ, who testifies to the God as the Unique Son. We think that such an inner state should 

go ahead of the preparation for martyrdom.

はじめに

筆者は2013年の8月下旬、2つの国際学会において相次いで口頭発表を行った。まず8月22日

から24日にかけて、ハンガリー南部の中心都市セゲドにて行われた中欧最大の国際聖書学会・

セゲド国際聖書学会（ベニック・ジュルジBENYIK	György師主宰）の第25回記念大会では、22

日（木曜日）に„»Örökség«	a	mennyei	Jeruzsálemben	(Jel	21、7)”と題する口頭発表を行った。

次いで同週末にデンマークに移動し、8月26日から30日にかけてデンマーク第二の都市オーフ

スで行われた第11回国際オリゲネス学会にて、30日（金曜日）に“Il	significato	misterioso	della	

profezia	nelle	Omelie	su	Ezechiele 	di	Gregorio	Magno”と題する発表を行った。なお同年のそれ以

前（6月29日）、ハンガリー教父学協会の第13回年次大会において	„A	püspökség	és	a	Szentírás	

értelmezése	Nagy	Szent	Gergely	mu″ veiben”と題する口頭発表を行っており、これは8月末のオリ

ゲネス学会での発表の基礎となっている1。

さて、上掲したセゲド国際聖書学会での発表は、この大会における基調テーマが「聖書と富」

であったことに応えたものである。ただ、この統一テーマから想定されるのが「聖書はこの世に

おける富や貧しさといった問題をどう扱っているのか」という受け止め方であることを予想し、

敢えてそれとは次元を異にして「天上界（ないし天国）で富はどのように扱われるのか」とい

う問題に置き換え、筆者なりにその問いへの回答を試みたつもりであった。その際に典拠とした

のは『ヨハネ黙示録』に現れる「勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。わたしはその者の

神となり、その者はわたしの子となる」（黙示録21、7）という一節である。筆者はこの発表に

おいて、従来の欧米的理解では、『黙示録』全体の主題とは「教会に対する迫害に抗し殉教に至

るまでの信仰を鼓舞すること」である、とする理解が一般的であったのに対し、人間の持つ「言
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葉」の変容こそ真の「証し」であり、この書は読者に対してその可能性を示すことを主題とす

る、という理解を提示した。筆者は、総じて聖書と聖書思想が東洋的・仏教的思想圏との平和的

対話の文脈へと受容されるために、信仰共同体レベルでの「殉教」を云々することは、聖書その

ものの背景理解のためにはともかくとして、必ずしも必要不可欠な要因ではない、という確信を

抱いている。

以上のような筆者の口頭発表に対し、質疑応答の時間に会場から質問があった。おそらくセル

ビア（ヴァイダシャーグ）の聖職者で聖書学者の方からの発言だったかと記憶しているが、それ

は「『黙示録』には「闘う教会」の姿が明確に活写されているのだから、＜殉教＞のテーマを加

味して考察を更に深められたい」といった趣旨の提言であった。本稿は、この質問に応えるべ

く、大会での口頭発表原稿の邦訳をはさみながら、『黙示録』に現れる「証し」という表現をめ

ぐって考察を展開するものである。

I．東西世界における聖書受容のあり方

ところで、今年のセゲド国際聖書学会では印象深いセレモニーが行われた。今回は第25回記

念大会ということもあり、いくつかの式典が会期中に織り込まれていたが、8月23日（金）の午

後には、ヤクビニ＝ジュルジュ師（エルデーィ〔ルーマニア〕・カトリック教会ジュラフェヘー

ルヴァール大司教）、ヨアヒム・グニルカ師（ローマ教皇庁聖書委員会委員；ドイツ人）、スロ

ミ・サボルチ・アンセルム・プレモントレ修道会司祭（パズマニ＝ペーテル・カトリック大学学

長；ブダペシュト）、イオアン・キリラ師（クルージュ・ナポカ、バベシュ・ボイヤイ大学ルー

マニア正教会神学部長）、エルディン・アシュツェリッチ師（セルビア・イスラム協会会長；ベ

オグラード）、レドニツキィ・アンドラーシュ師（イスラエル名誉領事；ユダヤ教ラビ）、カー

ル・ヴィルヘルム・ニーブール氏（イェナ大学プロテスタント聖書学教授、国際新約学会東欧支

部長）といった人々が登壇し、輪となって、互いに手を重ね合わせるという場が設けられていた

のである。今年の大会共通テーマは、上述のように「聖書と富」であったが、これは本年3月に即

位した新ローマ教皇フランシスコが、「貧しき者と共に」というメッセージを掲げて世界の注目

を集めているのと軌を一にする（ただしテーマ設定は教皇就任以前から決まっており、ベニック

師の“先見性”が高く評価された）。したがってこの聖書学会が、世界平和を学問研究の場におい

て希求しようとする意向のもとに開催されていることは明瞭であり、それはすなわち、聖書を基

盤に、諸宗教の対話と平和的共存を模索しようとする方向性である。

筆者はこのセレモニーを目にしながら、ふと「ここに仏教（その他）が参与しうるのであれ

1	 なお筆者は、従来必ずしも相互連関のもとに行われてきたとは言いがたい聖書学と教父学とをめぐって、そ
れらを有機的統合のうちに遂行することを目指し、これら 3 つの国際学会において継続的に口頭発表を行っ
ている。これまでに論文の形で公刊された拙稿を以下に掲げておく。セゲド国際聖書学会；Akiyama	2010；
2011a；2012a；2013。ハンガリー教父学協会年次大会；Akiyama	2012b。国際オリゲネス学会；Akiyama	
2011b。
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ば、真に世界的レベルで平和希求のメッセージを投げかけることができるのだが」と思ったもの

である。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は「神」を共有し、あるいは聖書の記述を部分的に

であれ共有する。それに基づき、聖書をテキストにした宗教間対話を行うことは可能である。だ

がもし、極東域の普遍的宗教として仏教がここに参与しうるとすれば、聖書の側に、何らか理解

面での変革が必要なのではないか。おりしも筆者は現在、キリストの十字架磔刑が受難・死・復

活・昇天・聖霊降臨を一瞬に示し得ることに基づき、全聖書の中心をこの十字架像に配する一方

で、ほとけの「座」が「虚空会」に置かれるとすれば、両者は共通の「場」を有しうるのではな

いか、とする試みを継続中である2。本稿は、元来没交渉である仏教と聖書とが、同じ土壌に立ち

うるとすればどのような前提が必要なのかを模索する基礎作業の一部でもある。

II．「神学」の場とは

さて聖書学は、当然神学の中核であるべき分野だが、初めにその「神」を語りうる場について

考えてみよう。まず、わが国でわれわれがふつうに用いている言語が、「神」を語るに相応しい

ものであるのかどうか、再検討してみたい。「神」とは「不死なる存在」「永遠なる存在」を意

味しよう。その「神」についてわれわれが「論じうるのか？」という問いを考えた場合、次のよ

うな事柄が付随して念頭に置かれるものと思われる。

1）「神」を論じ語る道具としては、人間が用いる「言葉」による以外にない。

2）その神を「論じる」のであれば、その方法として、神の諸側面を逐次捉え出し「分節化す

る」という方法によらざるを得ない。

いま、上の1）2）に関して、その問題点を提示しよう。

1a）永遠なる神を語るに際して、限界を有する人間の「言葉」を用いる以外にないのなら、せ

めてその主体たる「人間」が、可能な限り神に近づく努力をすべきであろう。

2a）部分存在ではなく全一的存在たる神に関して、論ずる際に「分節化」を余儀なくされるの

であれば、せめて「論ずる」姿勢を排除しておく努力をすべきであろう。

そこで、さしあたりの解決法を提示してみる。

1b）人間は死を免れ得ないが、東洋的・仏教的な発想として、「生死を超越した」存在になる

ことはできる3。

2b）「言葉」は、「論ずる」すなわち「分節化する」用法を排除するとき、「証しする」あり

方のみに限定されることになる。

ここで「証しする」という表現について注記が必要であろう。「証しする」に当たる語彙は、

ギリシア語ではmartyrein、ヘブライ語では ûd
3

である。この場合、ギリシア語のmartyreinは「殉

教する」の意味も持つことに留意しておきたい。

2	 秋山	2013a；2013b。
3	 秋山	2013b。



Area	Studies	Tsukuba	35	:	37–58,	2014

41

III．「証し」と「証言」の相違

ところで「証しする」と言うとき、われわれは「証言する」行為を想起しがちであるが、「証

しする」と「証言する」とは、その意味するところが同一ではない。まず「証言する」の用例と

しては、＜わたしは「あのときAさんが現場にいるのを見ました」と裁判の場で「証言する」＞

といった用例を思い浮かべがちである。だがこの用例に関して、「証言する」の部分を「証しす

る」に置き換えることは可能であろうか。

「証言する」という場合、それは「ある事柄に関して、それが真実であるという発言を自らの

責任において行う」という意味であろう。そこには「自らの責任において」という側面が含まれ

るわけだが、「証しする」という表現の場合、ことに聖書における用例では、むしろ言わば「あ

る人が、自らとは別の次元の存在者（すなわち神）の意のままに、その存在者の意向を如実に反

映する存在となる」とでもいった意味に近い。そこには、自らの責任であるかどうかを問われな

いどころか、むしろ本人の責任感云々をも支配しその人間の存在すべてを奪いつくす形で、神が

そこに介在する、という事態を看取することができる。「殉教」という状況は、このような事態

の具体的な場面として理解可能であり、「証し」と「殉教」が同語彙であるのは、このような順

序を辿って初めて納得されることである。

上述の事柄を、聖書本文にしたがって確認してみよう。以下は、『ヨハネ福音書』に見られる

イエスの言葉である。

「子は、父のすることを見なければ、自分からは何事もできない。父がすることは何であれ、

子もそのとおりにする」（ﾖﾊﾈ5、19）。「わたしは自分では何もできない。ただ、父から聞くま

まに裁く。わたしの裁きは正しい。わたしは自分の意志ではなく、わたしを遣わした方の意向を

行おうとするからである」（ﾖﾊﾈ5、30）。「父がわたしに成し遂げるようにと与えた業、つまり

わたしが行っている業そのものが、父がわたしを遣わしたことを証ししている。また、わたしを

遣わした父が、わたしについて証しする。あなた方は、父の声を聞いたこともなければ、姿を見

たこともない」（ﾖﾊﾈ5、36‐37）。

ここでイエスは「父から聞くままに裁く」と語っていて、このことは「父がイエスを遣わし

た」ということと軌を一にする。そして、「父がわたしに成し遂げるようにと与えた業、つまり

わたしが行っている業そのものが、父がわたしを遣わしたことを証しする」とも述べられてい

る。これは、「自らの責任」云々とはまったく別の次元で、イエスの業さらにはその存在のすべ

てを、父なる神が覆い尽くしていることを意味する。これが『ヨハネ福音書』における「父をめ

ぐる子の証し」の実体である。

いま、上掲の2b）の文を思い起こしてみたい。それは、＜「言葉」は、「論ずる」すなわち

「分節化する」用法を排除するとき、「証しする」あり方のみに限定される＞というものであっ

た。ここで「証しする」とは、上述のような、おのれの全存在を奪いつくされた状態で別の存在

者の「証し人」となる、という意味である。このように考えると、確かに「証言する」という状

況にあっては、「証しする」のとは異なり、何かある事象に関してそれを「分節化」し、むしろ
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自己の責任が介在する形で発言の行われることが理解されるだろう（それは「裁判」という、非

常に限定された場面を想定することにも原因があろう）。

IV． 「殉教」と「証し」

さて、『ヨハネ黙示録』をはじめ、（新約）聖書諸文書において「殉教」の要因を強調すると

いうことは、いかなることを意味するのであろうか。確かにイエスこそ殉教者の筆頭である、と

言うことはできる4。そして、おのれの生命を賭して、すなわち全存在を賭けて神の意向に従うと

き、「殉教」と「証し」は一致する。しかしながら、殉教の要素を強調することは、同時に「こ

の世」が介在する割合を高めるということでもある。それは、信徒に対して何がしか「殉教」を

余儀なくするこの世の力が働いていることを指摘することであり、この世における一人の生命

が、終焉に向かわしめられた、ということを明確に意識し記録することでもある。

それに対し、『ヨハネ福音書』は、直接的にこのような方向性を採ることはない。『ヨハネ福

音書』は、十字架刑に処せられるイエスを「栄光の姿」と規定しているからである5。イエスは処

刑死し、それは厳然たる事実であるが（ﾖﾊﾈ19、33）、彼の死とはむしろ、その後に来たる復活

（ﾖﾊﾈ19、34）を明確に刻印するための指標であった、とさえ言いうるのである。

このように考えるとき、『ヨハネ福音書』におけるイエスすなわち子が、全能永遠である父

なる神のあり方をよく反映して、父とともに、そもそも時の初めから存在し（ﾖﾊﾈ1、1）、現在

なお父とともに光を放つ（ﾖﾊﾈ1、5）と語られるあり方がよく理解されよう（以上は時間的側面

である）。このような「子」が肉を摂り、われわれの間・すなわち世に幕屋を張って人となっ

た（これは空間的側面と言えよう）。そのイエスは父の「御言葉」として規定される（ﾖﾊﾈ1、

14）。このような「子」のあり方を、いま『法華経』をテキストとして、東洋・仏教思想におけ

る仏論と比較して考えてみたい。

『法華経』の後半すなわち「本門」では、「如来寿量品」を中心に「久遠実成」が説かれる。

久遠実成とは、仏の寿量（いのちの大きさ）が久遠の昔に成就されているという意味である。す

なわち、釈迦は姿・かたちを持つ身体としては2500年前に80歳の寿命をもって生まれ亡くなった

が、その本質としては久遠の昔から今日まで変わらず衆生を救済し続けている、ということがこ

こで表現されている。そこには、釈迦の限られた現世での齢をはるかに越える仏性の本質を喝破

する視点が顕著である。以上は、ほとけをめぐる時間的側面である。

さて、天台大師と呼ばれる智顗（538‐597）は、大蘇山で南岳慧思禅師（515‐577）の許、

法華三昧の指導を受けた折「27日を過ぎた頃忽然として豁悟する」（「大蘇開悟」；『智者大

師別伝』）。この大蘇開悟の後、智顗は慧思と別れ、天台山に篭って華頂峰に無相空の頭陀行に

励み「湛然空寂」に達して法華三昧を得る（『同』）。その後、智顗は『摩訶止観』に「一念

4	 Léon-Dufour	2009：1416.	
5	 伊吹	1994。
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三千・一心三観」の極意を説くことになる6。「一念三千」とは、十界〔地獄界・餓鬼界・畜生

界・阿修羅界・人間界・天上界・声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界〕の相互具足による百界それぞ

れに十如是〔相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等の十範疇〕があり、それが三種

世間〔国土世間、衆生世間、五蘊世間〕に及ぶという事態が、凡夫の起こす一瞬一瞬の心すなわ

ち「一念」のうちに現実化するとの認識であり、極小と極大の相即した統一的宇宙像を示すとと

もに、実践的には、自己の心の中に具足する仏界観を述べたものである7。これは『法華経』の前

半部すなわち「迹門」において主題となる「諸法実相」、すなわち生命の宇宙的な側面を、ひと

りの人間である自己のうちに凝集して表現したものと言えるだろう。以上は、ほとけをめぐる空

間的側面である。

おそらく先の「久遠実成」とこの「一念三千」とのうちに、時空を超えた仏教的宇宙観が表現

し尽くされていると筆者は考える。キリスト教的時空観と比較するなら、旧約・新約を通じた予

型論的時間論は「久遠実成」のうちに表現され得よう。一方、復活のキリストを首とする教会共

同体は、筆者によれば「十字架上のキリスト」において成立する8。キリスト教神学では、共同体

論が強調される結果、むしろ信徒の「個」としての側面は後退する傾向にあるが、「十字架上の

キリスト」は、共同体を形成する各個人のうちに明瞭なかたちでその像を刻む。このことは、一

凡夫の心のうちなる「一念三千」と波長を共有すると言えるのではないだろうか。

先のセルビアの一識者のようなかたちで、「『黙示録』における「殉教を背景とした闘う教会

像」」を指摘することは、教会がその「からだ」として規定される原点・キリストに還元される

とき、ちょうどキリストにおける苦難と十字架刑の事実を強調することに相当するであろう。こ

れは、パウロあるいは共観福音書の担った側面と役割ではあっても、ヨハネ文書（『ヨハネ福音

書』『ヨハネ書簡』『ヨハネの黙示録』）に盛り込まれた神学とは相容れまい9。先に述べたよう

に、ヨハネにおける十字架は栄光のしるしなのである。筆者は、『ヨハネ黙示録』に対し、『ヨ

ハネ福音書』に対すると同様の読み方─東洋的・仏教的な解釈─を提示することにより、ヨー

ロッパ思想が陥りがちな限定的理解を超えて、『聖書』が、さらなる汎世界的な対話のテキスト

となる可能性を示すと考えている。

V．「証し」の器としての「言葉」

さて、聖書学が「聖書について」研究する、というスタンスを採るならば、歴史研究に終始す

ることになり、神学が本来担うべきダイナミズムを失う可能性があると思われる10。これを打破

するには、聖書学が「神の言葉」を扱う学問として「神を証しする」役割に徹することが不可欠

6	 寺井 2013。
7	 中村他 2002：40 － 41。
8	 秋山 2010。
9	 秋山 2013c。
10	 秋山 2012。
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であろう。この問題は、本稿で取り上げている「～を証しする」と「～について論ずる」という

二つの姿勢の相違にその根源を有すると言っても過言ではあるまい。

先に『ヨハネ福音書』第5章から行った引用に続き、同福音書には次のような一節が現れる。

「あなた方は、自らのうちに父の言葉を留めていない。父が遣わした者を、あなた方が信じな

いからである。あなた方は聖書の中に永遠の生命があると考えて、聖書を研究している。ところ

が、聖書はわたしについて証しするものである。それなのに、あなた方は、生命を得るためにわ

たしのところに来ようとはしない」（ﾖﾊﾈ5、38‐40）。

ここで「聖書」と呼ばれているのは、言うまでもなく旧約聖書に当たる部分である。この文脈

では、父の「言葉」である「（旧約）聖書」が、「父が遣わした者」、すなわち子であるイエス

について証ししているにもかかわらず、ユダヤ人たちはイエスの許に来ようとはしない、と述

べられている。いま、「証し」とは上述のように、おのれの全存在を委ねつくす形で別の存在者

の意向を体現する、という意味であるとすれば、先に見た「イエスとは（父なる神の）御言葉で

ある」という定式は、「イエスは、父の言葉たる聖書の受肉体という意味において、子である」

という表現と同義になるだろう。こうしてイエスは「子」であり、「御言葉」であるわけだが、

上述のように、そこには「証し」をめぐる神学が深く介在している。「言葉」の極みとして「御

言葉」とされるイエスは、父の全能性を部分的に扱う存在ではなく、父なる神を完全なかたちで

「証し」する存在なのであった。これが「ヨハネ文書」に認められる神学である。だとすれば、

われわれ人間の言葉も、「～について」「論ずる」といった用法に与すべきではなく、「証しす

る」という、ヨハネ神学に従うなら「言葉」の本来的な職能に忠実であるべきだろう。

上述のように、「殉教」の要因は『ヨハネ黙示録』の主たる側面ではなく副次的要因に留まる

と主張することが可能である。だがそればかりでなく、その「殉教」をすら支える精神性とし

て、「証し」をめぐる「言葉」の理念を措定することこそ、「ヨハネ文書」を通じて聖書を世界

的な対話の基盤とする可能性を拓く方法であると思われる。以上のような考えが、第25回セゲド

国際聖書学会における『ヨハネ黙示録』をめぐって筆者が行った口頭発表の基調となっている。

では以下、この国際聖書学会における拙稿の概括的邦訳を載せることにしよう。

VI．「天上のエルサレム」における「嗣業」

『黙示録』を扱った研究は、今日までその関心を主にこの書の黙示文学的特徴に注いできた。

すなわち、この世の終末時における出来事を記述する種々の幻の解釈が行われてきたと言える。

この問題に関連して強調されるのは、通常、この書が読者に対し、殉教に至るまでの忠実な信仰

を保つように奨励しているという側面であった11。ただベニック・ジュルジによれば、この書は

この世の終わりに関連して、われわれの終末論的意識を目覚めた状態で保つための教えを含んで

おり、これがとりわけわれわれの関心を惹く。なぜならそれは、今日の困難な時代を生きるキリ

11	 Jakubinyi	2004：1367.	
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スト教信徒たちに希望を与えうるからである12。

「聖書と富」というテーマを扱う際、通常われわれは、この世における経済の問題について考

察することであろう。しかしながら『ヨハネ黙示録』の第21章には、玉座に座す方の次のような

言葉が見出される。「わたしはアルファでありオメガであり、始まりであり終わりである。渇け

る者に、わたしは生命の水の泉から無償で与えよう。勝利を得る者は、これらのものを嗣業とす

る。わたしはその者の神となり、その者はわたしの子となる」（黙示録21、6‐7；引用①）。

この一節では、富に関わる二つの本質的な概念に出会う。それは「無償で」と「嗣業とす

る」である。これらのうち「無償で」（dōrean）という語句は、類似の表現を『黙示録』の

末尾にも見出す。「渇いている者は来るがよい。生命の水が欲しい者は、無償で飲むがよい」

（黙示録22、17；引用②）。それに対し「嗣業」という語彙の基になる動詞は、ギリシア語で

klēronomein、ヘブライ語でnāh
3

alである。引用①は、『黙示録』においてそのような「嗣業」を

めぐる語彙が現れる唯一の箇所である。この引用①には、『黙示録』における主要なテーマと関

連するいくつかの重要な概念も見出される。それは「子」「勝利（者）」「生命の水の泉」であ

る。

本稿では、これらの主要な語彙に注目しつつ、『黙示録』の主題が、殉教に至るまでの信仰の

促しだけでなく、人間の言葉を神の言葉へと変容させることでもあるということを明らかにした

い。その過程で、われわれが聖書の言葉に与かるとき、われわれは知的に自らを委ねうるだけで

なく、われわれの置かれた状況をその境位に相応しく変えることもできる、ということを明らか

にしたいと思う。

１．嗣業（黙示録21、7）
まずヘブライ語の語彙nah

3

alāに関してであるが、旧約聖書における「嗣業」は、自らの労働に

よって得たのではない土地を表す（列王上21、3以下）。それは恵み（創世15、7）、取得（出ｴ

ｼﾞﾌﾟﾄ23、30）、継承（創世21、10）、配分（ﾖｼｭｱ13、7；13、14）によるものである13。かく

して当初より「嗣業」の概念は、契約の理念と深く結びついており、その際に神の計画との関連

において、3つのタイプを示す。①イスラエルはヤハウェの嗣業である。②約束の土地とはイスラ

エルの嗣業である。したがって、③約束の土地は、イスラエルを通してヤハウェの嗣業となる。

この「土地」は、次第に霊的なものとなる。その過程の発端は、レビ族の状況のうちに見出さ

れる。たとえば『申命記』の規定によれば「レビ族には、兄弟と同じ嗣業の割り当てがない。主

自らがレビ族の嗣業である」（申命10、9）。この規定は当初、むしろ物質的な意味に受け取ら

れていた。すなわちレビ族の嗣業は、信徒たちによる献げ物から得られる分である（申命18、1

以下）。しかし後に、レビ族ばかりでなく、より深くまた民全体に関わる意味において受け取ら

れることになる。たとえば『エレミヤ書』にあっては「イスラエルはこの方（神）の嗣業の民で

12	 Benyik	2004：583-584.
13	 Léon-Dufour	2008：466.
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ある」（ｴﾚﾐﾔ10、16）と語られる。この信念は、神の民が物質的な嗣業、すなわちカナァンの地

を失ったときに決定的なものとなる（哀歌3、24）14。

このように旧約聖書にあって、約束の嗣業は神の民のうちに、後には真の「残りの者」のうち

に見出されることになる。それに対して新約聖書では、何よりもまず神の約束を受け嗣ぐ者はイ

エス・キリストである。なぜなら彼は、従順によって死を受け入れた際、キリストの名を嗣業と

して受けたからである（ﾍﾌﾞﾗｲ1、4）。信徒たちはその養子とされ、嗣業に与かるものとなるで

あろう（ﾛｰﾏ8、14‐17；ｶﾞﾗﾃﾔ4、1‐7；ﾍﾌﾞﾗｲ9、15）。

さてわれわれは一般的に、『黙示録』とは新約聖書における唯一の預言書であると認識してい

る。われわれは旧約聖書における預言書であれば、新約からの光によって照らされるような読み

方をするのが通常である。それゆえ『黙示録』の場合であっても、キリストの再臨の光を通じて

適切な読み方をなしうると考えるのは妥当であろう。

『黙示録』と『ヨハネ福音書』の関係については、しばしば論じられてきた。もっとも、少な

くとも『黙示録』の著者が『ヨハネ福音書』の著者の多大な影響下にあることは確かであろう。

実際『ヨハネ福音書』に見られるいくつかの特質が、『黙示録』の解釈に際しても大いに寄与す

るのは明らかである。本稿においては、『ヨハネ福音書』に固有の特徴として指摘しうる、いわ

ゆる「現在終末論」を、『黙示録』の解釈にも適用してみたいと考える。

	

２．子であること（黙示録21、7）
さて上の引用①（「勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。わたしはその者の神となり、

その者はわたしの子となる」）に関して、一般には『サムエル記』下7、14（「わたしは彼の父

となり、彼はわたしの子となる」）が参照箇所として示される。しかしながら、この一節の内容

に照らせば、むしろ『ヨハネ福音書』の中のいくつかの箇所が関連づけられるべきものと思われ

る。

『ヨハネ福音書』には、父と子の間の密接な関係についての表現が見出される。たとえば「子

は、父のすることを見なければ、自分からは何事もできない。父がすることは何であれ、子もそ

のとおりにする」（ﾖﾊﾈ5、19）；「わたしは自分では何もできない。ただ、父から聞くままに裁

く。わたしの裁きは正しい。わたしは自分の意志ではなく、わたしを遣わした方の意向を行おう

とするからである」（ﾖﾊﾈ5、30）などである。これらの引用は、子が父の意向につねに従順に従

うということを、例外なく示す。

一方『ヨハネ福音書』の序言には、「子」の担う意味とその役割についての表現が見出され

る。「初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この言葉は、初めに

神と共にあった。万物は言葉によって成った。成ったもので、言葉によらずに成ったものは何一

つなかった。言葉のうちに生命があった。生命は人間を照らす光であった」（ﾖﾊﾈ1、1‐4）。こ

こに現れる「言葉」とは言うまでもなくイエス、すなわち三位一体の第二位格である「子」を意

14	 Léon-Dufour	2009：1050-1055.
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味している15。

さらに『ヨハネ福音書』では、この福音書が記された目的がいくつかの箇所において明らかに

されている。第20章では次のように述べられる。「これらのことが記されたのは、あなた方が、

イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また、信じてイエスの名により生命を受ける

ためである」（ﾖﾊﾈ20、31）。

近年の研究に基づけば、われわれは『ヨハネ福音書』が「復活後のキリストをめぐる福音書で

ある」と呼ぶことができる16。すなわち福音記者ヨハネは、自らの福音書において、復活したキ

リストの活動を明らかにすることを選んだ。それは他でもなく、この福音書の読者が、復活した

キリストの生命、すなわち永遠の生命を得ることができるためであった。

一方イエスは、同福音書の「告別説教」の中で、「弁護者」、すなわち「聖霊」の到来を次の

ように約束している。「わたしが父の許からあなた方に遣わそうとしている弁護者、すなわち、

父の許から出る真理の霊が来るとき、その方がわたしについて証しするはずである」（ﾖﾊﾈ15、

26）。ここでイエスは、聖霊の役割が、自己自身について、すなわち「子」について証しするこ

とだということを明らかにしている。

また『ヨハネ福音書』第5章においてイエスは、次のように述べる。「あなた方は聖書の中に永

遠の生命があると考えて、聖書を研究している。ところが、聖書はわたしについて証しするもの

である。それなのに、あなた方は、生命を得るためにわたしのところに来ようとはしない」（ﾖﾊﾈ

5、39‐40）。したがって聖書、すなわち聖書のテキストとは、イエスについて「証し」するも

のである。そこでわれわれは次に、「証し」という語彙の用法について、これを聖霊および聖書

との関連において探らねばならない。

３．証し（黙示録1、2）
『黙示録』22、18－19には次のような言葉が記されている。「この書物の預言の言葉を聞くす

べての者に、わたしは証しする。(a)これに付け加える者があれば、神はこの書物に書いてある災

いをその者に加える。また、(b)この預言の書の言葉から何か取り去る者があれば、神は、この書

物に書いてある生命の木と聖なる都から、そのものが受ける分を取り除く」。

この箇所は、直接的には旧約聖書『申命記』4、2「あなた方はわたしが命じる言葉に何一つ

加えることも、減らすこともしてはならない。わたしが命じるとおりにあなた方の神、主の戒め

を守れ」、あるいは同13、1「あなた方は、わたしが命じることをすべて忠実に守れ。これに何

一つ加えたり、減らしたりすることがあってはならない」が引証箇所として参照される一節であ

る。ただし『申命記』に記されているのが、聖書本文に対して「何一つ加えることも、減らすこ

ともしてはならない」という禁令に留まるのに対し、『黙示録』ではこの禁令を犯す者への罰則

が定められていて、それはさらに(a)「付足」(b)「除去」の二つの場合に分けて細かく規定されて

15	 Gál,	Kosztolányi,	Rózsa	2003：231.
16	 小林 2008。
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いる。

これらの言葉による規定が、古代世界における禁令の定まったあり方であることは確実であ

る。しかしながら、上の引用の後半部（b）に関しては、この預言的書物（『黙示録』）の言葉

が、「生命の木」ないし「聖なる都」と同一の価値を有する、ということを表したものだと理解

することもできよう。すなわち、これらの表現を通じて著者は『黙示録』のテキストないし語句

そのものが、楽園における生命の木、ないし『黙示録』の末尾に描かれる「新しきエルサレム」

と等価であるということを明らかにしているのである。

このような視点から先の引用の（a）の部分を再考するならば、『黙示録』に記される罰とは、

もしわれわれがこの書物に記された規則を守ることができさえすれば、われわれに何ら害を及ぼ

さないものである、とすら言い得るものであろう。『黙示録』をこのように考えることができる

なら、われわれは自らを「小羊の生命の書に名が記されている者」（黙示録21、27）と見なすこ

ともできるかも知れない。こうして『黙示録』は、聖霊の働きを証しする「小羊の生命の書」で

あると見なされることになる。

『黙示録』の冒頭でも、著者自身が「神の言葉とイエス･キリストの証し、すなわち自らが目

にしたすべての事柄を証しした」（黙示録1、2）と記している。一方『ヨハネ福音書』でも同

様に、「証し」という語彙が頻繁に用いられる。「これらのことについて証しをし、それを書

いたのは、この弟子である。われわれは、彼の証しが真実であることを知っている」（ﾖﾊﾈ21、

24）。一方この福音書の冒頭では、洗礼者ヨハネに関して次のように述べられている。「彼は証

しするために来た。光について証しするため、また、すべての人が彼によって信じるようになる

ためである。彼は光ではなく、光について証しするために来た」（ﾖﾊﾈ1、7‐8）。

かくして、ヨハネ文書にあっては「証し」という語彙が次のように用いられていると言えるだ

ろう。「神の霊が神の言葉のうちに隠されているように、ある人物、ないしその人物の言葉が、

神の行いないし真理の「道具」となるように用いられる」。このことは福音記者ヨハネと『ヨハ

ネによる福音書』、ないし『黙示録』の著者と『黙示録』という書物に関して当てはめることが

できよう。

さて、第四福音書の冒頭において洗礼者ヨハネは、イエスについてこう証しする。「わたしは

この方を知らなかった。しかし、水で洗礼を授けるためにわたしを遣わした方が、＜「霊」が

降って、ある人に留まるのを見たなら、その人が、聖霊によって洗礼を授ける人である＞とわた

しに述べた。わたしはそれを見た。だから、この方こそ神の子であると証ししたのである」（ﾖﾊﾈ

1、33－34）。こうして洗礼者ヨハネは、自らの後に到来し、聖霊によって洗礼を授ける方につ

いて明らかにした。

これに対して『ヨハネ福音書』の著者は、十字架刑に処せられたイエスに関して、次のような

しるしが明らかになったことを証ししている。「兵士の一人が槍でイエスのわき腹を刺した。す

ると、すぐ血と水とが流れ出た」（ﾖﾊﾈ19、34）。その後この福音書では、このしるしが真に起

こったものであるということを証しする次のような表現が繰り返される。「それを目撃した者が

証ししており、その証しは真実である」（ﾖﾊﾈ19、35）。このしるしの瞬間の前にイエスは「既
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に死んでいた」（ﾖﾊﾈ19、33）と語られる。教会教父たちは伝統的に、キリストからの血と水の

流出というこのしるしが、聖霊のほとばしりを表すものであると解釈してきた。彼らの中で、た

とえば聖ヨハネス・クリュソストモスは『ヨハネ福音書』講話第85において「この泉からキリス

ト教の秘跡の神秘が迸る」と述べている。

われわれとしては、たとえここに教会への言及や秘跡の神秘を読み込むことをせずとも、イエ

スに愛された弟子（ﾖﾊﾈ20、2;	20、8;	21、20;	21、24）の足跡に従い、十字架刑に処せられつつ

復活して生きるキリストへの信に与かりうると想定できる17。『黙示録』においても、そのうち

に聖霊の働きを見出し、その聖霊の働きに与かることができるものと考えたい。

４．小羊（黙示録5、6）
さて『黙示録』第5章では次のように語られる。「わたしは、玉座と四つの生き物の間、長老た

ちの間に、ほふられたような小羊が立っているのを見た」（黙示録5、6）。この「小羊」は「ほ

ふられたような姿で立っている」（«hestēkos	hōs	esphagmenon»、黙示録5、6）と記されてい

て、この書にあって主要な役割を果たす。この小羊が、『ヨハネ福音書』と『ヨハネ黙示録』と

を仲介する働きをすると考えられる。

われわれはすでに、「この都の中には、小羊の生命の書に名が書いてあるものだけが入れる」

（黙示録21、27）という一節において、この小羊とすでに出会っている。この小羊は「立ってい

る」とされるが、それは十字架刑に処せられたイエスについて「その足は折らなかった」（ﾖﾊﾈ

19、33）ためでもある。「ほふられたような姿」と語られるのは、「イエスがその受難のしるし

をなお留めているものの、復活ののち生きる者として立っている」ためである18。こうして『黙

示録』の中で主役を務め、玉座に座す方の前に立つこの小羊は、常に十字架刑に処せられた姿で

現れると言える。

この小羊に関して、次のように語られる。「小羊には7つの角と7つの目があった。この7つの

目は、全地に遣わされている神の7つの霊である。小羊は進み出て、玉座に座しておられる方の右

の手から、巻物を受け取った」（黙示録5、6‐7）。	注釈によれば、「角とは力の、目とは全能

性の象徴であり、一方「神の7つの霊」とは7つの恵みを伴った聖霊を示している」とされる19。

その後同書第6章から第8章にかけて「7つの封印の開封」が語られるが、この部分は小羊の全能

性を明らかにしている。

これに対し『黙示録』第22章では、次のように述べられる。「天使はまた、神と小羊の玉座か

ら流れ出て、水晶のように輝く生命の水の川をわたしに見せた」（黙示録22、1；引用③）。こ

の一節は『ヨハネ福音書』におけるイエスの言葉「渇いている者は誰でも、わたしの許に来て飲

むがよい。わたしを信じる者は、聖書に記されているとおり、その人のうちから生きた水が川と

17	 Akiyama	2011a.
18	 Jakubinyi	2004：1371.	
19	 Gál,	Kosztolányi,	Rózsa	2003：632
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なって流れ出るようになる」（ﾖﾊﾈ7、37‐38；引用④）と響きあう。

したがって、もし上述のように『ヨハネ福音書』が、そこで読者が復活のキリストの生命すな

わち永遠の生命に与かることのできる空間であるとするならば、同じように『ヨハネ黙示録』

は、そこで聖霊の働きが証しされる空間である、と言うことができるであろう。実際『黙示録』

のいくつかの箇所では、復活のキリストすなわち復活の生命が、楽園における生命の木の実とし

て表現されている。たとえば「耳ある者は、＜霊＞が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を

得る者には、神の楽園にある生命の木の実を食べさせよう」（黙示録2、7）；「川は、都の大

通りの中央を流れ、その両岸には生命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実を実らせる」

（黙示録22、2）；「生命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の

衣を洗い清める者は幸いである」（黙示録22、14）が挙げられよう。

かくして『ヨハネ福音書』におけると同様に、『ヨハネ黙示録』においても、われわれが十字

架刑に処せられたキリストの復活に与かるとき、その瞬間にわれわれの言葉は、聖霊の働きを証

しすることができると考えられる。

本章の1.にキー・ワードとして挙げた「嗣業」という語彙をめぐり、「嗣業」という概念は元

来神から賜物として受けた土地の一部に根を有するものだということをすでに明らかにした。十

字架刑に処せられたイエスは、この世とはわずかに十字架を通じて結ばれているのみであり、地

上のいかなる部分も彼に属すことがない。われわれも同様に、この世の富を完全に辞するとき、

キリストのこの状況に参与することができるのであろう。そこは、玉座に座す方の前に小羊が立

つ場所である。『黙示録』の第19章でも「神の言葉」に関して次のように語られている。「この

方は、血に染まった衣を身にまとっており、その名は＜神の言葉＞と呼ばれた」（黙示録19、

13）。

しかしながらわれわれは、この世にあっても、玉座に座す方の前に立つ小羊の血に照らして―

言葉を換えるなら『黙示録』に照らして―、たとえ殉教を遂げることがなくとも、その前に、自

らの言葉と意向とを検証することができると考えたい。イエス自身、このような状況を『ヨハネ

福音書』において次のように明らかにしている。「わたしは地上から引き上げられるとき、すべ

ての人を自分の許へと引き上げよう」（ﾖﾊﾈ12、32）。この一節は、われわれが、十字架に懸け

られながら生きているキリストの体に与かるとき、すなわち聖霊に満たされた神の言葉に与か

るとき、このキリストの体はわれわれをこの世から天に向けて引き上げ、同時にわれわれの言葉

も、聖霊の働きを証しする器となる、という意味に解することができよう。『黙示録』の同じ第

19章には「イエスの証しは預言の霊である」（黙示録19、10）と述べる一節も見られる。すなわ

ち、預言者たちも自らの言葉をこのような形で「証し」の言葉へと変容させてきたのである。

５．生命の木（黙示録2、7）
先の引用①には「無償で」という語句が見出される。この表現と密接な関係を有するのが「生

命の水」である。このことは、やはり「無償で」という表現が見られる引用②に関しても当ては

まる。「生命の水」という概念は、言うまでもなく、『創世記』に現れる「生命の木」、あるい



Area	Studies	Tsukuba	35	:	37–58,	2014

51

は「楽園」をめぐる一節と関わる。それゆえ「無償で」という語彙との関連で「生命の木」につ

いても考察せねばならない。

『創世記』には、次のような一節が見出される。「主なる神は、見るからに好ましく、食べる

に良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出でさせ、また園の中央には、生命の木と善悪の知

識の木を生え出でさせた」（創世2、9‐10）。「主なる神は人に命じて言われた。＜園のすべて

の木から取って食べてよい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べる

とかならず死んでしまう＞」（創世2、16‐17）。

神から人間に対してなされた	＜園のすべての木から取って食べてよい＞という約束は、楽園に

あって、そこに住まう人間は、神からの恵みによってすべてを享受しうるということを表してい

る。しかしながら堕罪の後、人間は楽園のうちに自らの場所を見出せなくなってしまった。「主

なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避け、園の木の間に隠

れると、主なる神はアダムを呼んだ。＜どこにいるのか？＞」（創世3、8‐9）。神からのこの

問いかけは、アダムとその妻が、楽園のうちにいかなる居場所をも見出し得なくなったことを示

している。

上で『黙示録』の第22章よりおこなった引用③に関しては、『エゼキエル書』第47章（ｴｾﾞｷｴﾙ

47、1）への参照がなされる。この箇所は『エゼキエル書』の第40章から第48章にまで及ぶ「新

しい神殿」をめぐる一節のうちに含まれている。同書第40章は次のように語り始められる。「主

の手がわたしに臨み、わたしをそこに連れて行った。神の幻によって、わたしはイスラエルの地

に伴われ、非常に高い山の上、その頂に下ろされた。その南側には、都のように建設されたもの

があった」（ｴｾﾞｷｴﾙ40、1‐2）。

この一節に現れる「非常に高い山」とは、「この世で最も高い山であり、楽園の川もそこから

流れ出る」場所だと説明されている20。この「大きく高い山」は、『黙示録』の第21章にも登場

する（黙示録21、10）。それに対し、上にも述べたように、『ヨハネ福音書』第7章より引かれ

た引用④「わたしを信じる者は、聖書に記されているとおり、その人のうちから生きた水が川と

なって流れ出る」（ﾖﾊﾈ7、37‐38）は、小羊すなわち十字架に懸かるキリストの体を指して語ら

れたものと理解できる。したがってキリストの体そのものが、その復活を通じて楽園へと移され

たことになる。かくして、罪に堕ちた人間も、自らの居場所を、新たな楽園、すなわち生けるキ

リストの体のうちに見出すことができる（ﾙｶ	23、43を参照）。

一方、すでに示してきたように、われわれは復活したキリストの体、すなわち「ほふられたよ

うな小羊」を、聖霊を証しする御言葉、ないし聖霊を内包する存在と同一視することができる。

『黙示録』の第22章にも、次のように語られている。「生命の木に対する権利を与えられ、門を

通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は幸いである」（黙示録22、14）。いまやわ

れわれは、この「生命の木の実」、あるいは「新しいエルサレム」を、復活したキリストと、し

たがって『黙示録』の言葉と、同一視することができるだろう。

20	 	Jakubinyi	2004：953.
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６．新しきエルサレム（黙示録21、2）
引用④をめぐり上に記したように、『黙示録』のこの箇所における言葉は、新しき都、天上の

エルサレムになぞらえられている。『黙示録』の第21章で、この「新しきエルサレム」は、天

から、神の許から下ってくる（黙示録21、2）。この都は「小羊の妻である花嫁」（黙示録21、

10）と呼ばれる。ここでわれわれは、小羊の妻が「都」とされることに注目してみたい。

すでに言及したように、十字架に懸かって死したキリストは、自らの脇腹から血と水とを注ぎ

出すことにより、聖霊の証し人となっている。イエスはかくして復活し、キリスト、そして神の

御言葉となった。『黙示録』の第19章において、キリストは「神の言葉」（黙示録19、13）と呼

ばれている。

われわれは玉座に座す方の正面に立つ「ほふられたような」小羊を、神の永遠の生命と同一視

することができた。したがって、この小羊と新しきエルサレムとの婚宴は、聖霊と「神の言葉」

の婚姻であると見なすことができよう。この一致によって、新約聖書ばかりでなく聖書全体が完

結を迎える。したがって『黙示録』の第21・22章に見られる言葉は、卓抜な仕方で「聖書」全体

の終焉の部分にも対応しているのである。

一方『黙示録』の第21章では次のように語られる。「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

要ではない。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」（黙示録21、22‐

23）。

われわれの解釈に基づくなら、「聖書」に収められた『黙示録』という書物自体が、小羊によ

る証し、すなわち復活したキリストの霊の証し、神の御言葉に変容している。「新しいエルサレ

ム」は、この神の御言葉を指す。したがってわれわれは、この神の御言葉を「天上の都」と呼ぶ

ことすらできる。なぜならこの新たな都は、十字架に懸けられつつ生きているキリストの体のう

ちに置かれているからである。

『黙示録』の第1章では、神の王国ないし神の祭司について次のように述べられる。「わたした

ちを愛し、自らの血によって罪から解放したイエス・キリスト、わたしたちを王とし、自らの父

である神に仕える祭司とした方に、栄光と力とが世々限りなくあるように」（黙示録1、6）。同

書第5章でも同様の語句が用いられている。「あなたは、彼らをわれわれの神に仕える王、また祭

司とした。彼らは地上を統治する」（黙示録5、10）。神の祭司については、言及のある第20章

でもほぼ同じ表現が見られる。「第一の復活に与かる者は、幸いな者、聖なる者である。この者

たちに対して、第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間キリス

トとともに統治する」（黙示録20、6）。

この一節で用いられている「われらの神に仕える祭司」という表現に関しては、すでに述べた

ように、復活したキリストの証人として、十字架に懸けられながら生けるキリストの体に属す

人々がこのように呼ばれるものと考えられる。それは彼らが、自らのうちに神の言葉を担ってい

るため、ないし彼ら自身が神の言葉となっているためである。これらの祭司たちは、玉座に座す

全能の神そして小羊に、証人として仕える。したがって、この生けるキリストの体を、われわれ
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は「神の王国」と呼ぶことができるのである。

７．勝利（黙示録21、7）
上の引用①には「勝利者」という語彙が見出された。この「勝利者」という表現は重要だと思

われるが、それはこの語彙ないし「勝利」という概念が、『黙示録』全体の構造と深く関係する

ためである。この問題について検討してみよう。

書物としての『黙示録』は、二つの主要な部分から構成されている。第1部（第1章から第3章

まで）では、小アジアにおけるキリスト教共同体に宛てられた7通の書簡が引かれる。一方第2部

（第4章から第22章まで）では、終末における神の計画の実現について記される。これら二つの

部分は、互いに密接な関係のうちに置かれている。7通の書簡を第2部の後に置き直すといった手

続きは、まったく不要であろう21。

「7」という数字は、『黙示録』という書物全体を特徴づけているものであり、われわれはこの

数を、本書の構造を規定する原理と理解することができる。上に見たように、主役である「ほふ

られたような小羊」には、「7つの角と7つの目があった。この7つの目は、全地に遣わされてい

る神の7つの霊である」（黙示録5、6）とされ、注釈によれば、「角とは力の、目とは全能性の

象徴であり、一方「神の7つの霊」とは7つの恵みを伴った聖霊を示している」とされた22。つま

り『黙示録』全体を導く「7」という数字は、『黙示録』という書物自体が、聖霊に満たされた神

殿となっていることを表しているのである。

この7という数字が、教会の秘跡を表したものだとする解釈も有効であろう。もっとも『黙示

録』には、小羊の力と栄光、すなわちその特性を示す箇所が二度にわたって現れる。第一は第5

章であり、次のように語られる。「ほふられた小羊は、力・富・知恵・威力・誉れ・栄光そして

賛美を受けるに相応しい方である」（黙示録5、12）。第二は	第7章である。「アーメン！ 讃

美・栄光・智慧・恵み、誉れ、威力そして力が、世々にわたってわれわれの神にあるように」

（黙示録7、12）。

この関連で、『黙示録』自体を、キリストの体、すなわち聖霊の働きの証人、生命の木の実そ

して新しき首都と等価であると見なすことができよう。まず『黙示録』全体の構造が、次のよう

に「7×7」の総体を構成していると考えられる。

序文と7つの教会への書簡（1、1‐3、22）

玉座に座す方、小羊、および7つの封印（4、1‐8、6）

7つのラッパ（8、7‐11、19）

天における7つのしるし（12、1‐15、8）

7つの鉢（16、1‐17、18）

天における7つの声（18、1‐19、10）

21	 Ford	1975.
22	 Gál,	Kosztolány,	Rózsa	632.
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7つの幻と結び（19、11‐22、21）

さて、小アジアの共同体に送られた7通の書簡には、「勝利」に関わる語彙を見出すことができ

る。

1）エフェソの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者には、神の楽園にある生命の木の実を食べさ

せよう」（黙示録2、7）。これと共鳴するのは『黙示録』22、14「生命の木に対する権利を与え

られ、門を通って都に入れるように、自らの衣を洗い清める者は幸い」である。

2）スミュルナの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者は、決して第二の死から害を受けることが

ない」（黙示録2、11）。これに対応するのは、『黙示録』20、14「死も陰府も火の池に投げ込

まれた。この火の池が第二の死である」および『黙示録』21、8「臆病な者、不信仰な者、忌ま

わしい者、人を殺す者、淫らな行いをする者、魔術を用いる者、偶像を拝する者、すべて嘘を言

う者、このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。これが第二の死である」

だと言えよう。

3）ペルガモンの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者には、隠されていたマンナを与えよう。ま

た、白い小石を与えよう。その小石には、これを受ける者の他には誰にも分からない新しい名が

記されている」（黙示録2、17）。これと共鳴する箇所として『黙示録』19、12「彼（白馬の騎

手）の目は燃え盛る炎のようで、頭には数多くの王冠があった。この方には、自分の他は誰も知

らない名が記されていた」を挙げることができよう。

4）ティアティラの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者に、わたしの業を終わりまで守り続ける

者に、わたしは、諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖をもって、土の器を打ち砕く

ように彼らを治める。同じように、わたしも父からその権威を受けた」（黙示録2、26‐28）。

これと連動する箇所としては、『黙示録』22、16「わたし、イエスは使いを遣わし、諸教会のた

めに以上のことをあなた方に証しした。わたしは、ダビデのひこばえ、その一族、輝く明けの明

星である」を挙げうるだろう。

5）サルディスの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。わた

しは、彼の名を決して生命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い

表す」（黙示録3、5）。これと関連するのは『黙示録』19、14「天の軍勢が白い馬に乗り、白く

清い麻の布をまとってこの方に従っていた」あたりであろうか。

6）フィラデルフィアの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者を、わたしの神の神殿の柱にしよ

う。彼はもう決して外へ出ることはない。わたしはその者の上に、わたしの神の名と、わたしの

神の都、すなわち、神の許から出て天から下って来る新しいエルサレムの名、そしてわたしの新

しい名を書き記そう」（黙示録3、12）。これには『黙示録』21、2「そしてわたしは、聖なる

都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように支度を整えて神の許を離れ、天から

下ってくるのを見た」が対応するだろう。

7）ラオディキアの教会に宛てた書簡：「勝利を得る者を、わたしは自らの座に共に座らせよ

う。わたしが勝利を得て、わたしの父と共にその玉座に着いたのと同じように」（黙示録3、

21）。これと共鳴するのは『黙示録』20、11‐12「わたしはまた、大きな白い玉座と、そこに



Area	Studies	Tsukuba	35	:	37–58,	2014

55

座しておられる方を見た。天も地も、その御前から逃げて行き、行方が判らなくなった。わたし

はまた、死者たちが、大きな者も小さな者も、玉座の前に立っているのを見た」であろう。

このように、小アジアの教会に宛てられた7通の書簡のうちに見出される勧告と、この書の末尾

に収められた勧告とは「勝利」という概念によって特徴づけられている。もちろんこれらの語句

を「殉教に至るまでの確固たる信仰に向けた激励」と説明することもできる。しかしながら『黙

示録』には、「勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。わたしはその者の神となり、その者

はわたしの子となる」（黙示録21、7）のような約束も見出される。われわれはこの約束を、玉

座に座す方と小羊とを証しする役割の可能性と解釈してみたい。この任務の遂行のために有効な

のは、この世におけるあらゆる可能性を辞すことを通して、玉座に座す方と小羊の意向に対し、

全き従順を貫くことであると考えたい。

８．小結
本稿では『ヨハネ黙示録』における「嗣業」の意味を再検討すべく努めてきた。『黙示録』の

中にただ一度現れる「嗣業」の表現のうちには、「彼はわたしの子となる」という神の約束が明

らかにされている。この約束は、われわれもまた、神の子であるキリスト、神の御言葉となって

神の霊の従順なる証し人となったキリストの如く、神の言葉を担う役割に与かることができると

いうことを明らかにしたものだと解釈しうるだろう。この役割を実現するために、『黙示録』と

いう書物は、神の霊の証しとして、われわれを検証する鏡の機能を果たしている。まさしくこの

書は、神の言葉の一部なのである。

おわりに

以上が、第25回セゲド国際聖書学会において口頭発表した拙稿のほぼ全文である。

『ヨハネ黙示録』は、新約聖書の中で唯一「預言書」（「予言書」）であるという位置づけを

得てきた。旧約聖書に含まれる預言書であれば、これを新約の側から照らすという方針は十分に

合意を得られよう。しかしながら「新約の預言書」に対しては、どのような位置づけをもってこ

れを扱えばよいのだろうか。『黙示録』が記されたと思われる紀元後1世紀末ごろに、キリスト教

徒と教会に対する迫害が激烈を極めていたことは事実であるとしても、「聖書」に含まれるこの

書物を、現代世界における対話と共存のためのテキストとして意義づけるのであれば、歴史研究

に終始する昨今の「聖書学」ではなく、現代世界に必要なメッセージを読み取る試みこそが必要

なのではないだろうか。旧約聖書の律法書や預言書にしても、新約の側から特に光の当たる部分

とそうでない部分への「差異化」が行われてきたことは周知の事実である。ユダヤ教徒でない限

り、現代世界との関連で律法の細かい規定にまで顧慮する者は、ほとんど見られないだろう。そ

れと同様に『黙示録』に対しても、そこに含まれるメッセージのうち、現代に向けて何を問いか

けるべきかをよく顧みる必要があると思われる。

本稿の前半にも記したように、聖書（特に新約聖書）に見られる「殉教」性をことさらに強調

することは、現代世界における対話と平和的共存の可能性を模索する方向性にとって、決して有
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効な方法ではない。本稿では試みとして、仏教とくに法華思想の側からキリスト教神学に要請さ

れるであろう一つのあり方を、『黙示録』のうちに読み取ることを目指してきた。「ヨハネ文

書」の一部として、『黙示録』はこのようなアプローチにも十分応え得る要素を含んでいる。ヨ

ハネの伝承は、「血による証し」よりもむしろ「言葉による証し」のあり方を示す基盤となって

きた。このヨハネ的霊性は、聖書思想が、東洋世界特に日本との対話に向けた開放性を内包する

ことを、十分に示しているのである。
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Abstract

The paper introduces the concept of Homo immunologicus from You Must Change 

Your Life by the German philosopher Peter Sloterdijk, and discusses it together with Niklas 

Luhmann’s theory of Social Systems. It tries to explain the changes within the concepts of 

immunity that come about through the processes of adaptation from the natural sciences to the 

discourses of the humanities and social sciences. The paper also calls attention to historical 

variations in the conceptualizations of immunity within various scientific immunological 

discourses and to the criticism and analysis of scientific discourses on immunology from the 

point of view of cultural studies. Since the author is not a specialist in Japanese Studies, the 

paper ends with a very short, tentative outlook on how Sloterdijk’s and Luhmann’s theories 

might be applied to post-Fukushima Japan, leaving, however, further discussion to the experts 

in that field.

I. 

The German society – if such a generalization may be permitted – reacted to the Fukushima 

Nuclear Accident in Japan in March 2011 with an extraordinarily radical demand: to immediately 

back out of the German national nuclear energy program. Germans also expected the Japanese 

to do so, and the majority of them are bewildered by the fact that the Japanese, in spite of the 

devastating accident and its foreseeable long-term consequences, in spite of the underlying hazardous 

seismographic characteristics of their home soil, are not following suit. The radicalness with which 

the Germans reacted is due to long-term discourses prevailing in the German public, ranging from 

Immunizing Society:
 The Adaptation of “Immunity” in the Discourses 

of the Humanities and Social Sciences1

Herrad HESELHAUS

1 This article is part of the annual publication of research results of my Kaken Project on “Peter Sloterdijk and the 

Fukushima Nuclear Accident”; this research was supported by Kakenhi (24520336).
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the Student Revolution of the 60s and the Anti-War, Anti-Nuclear Warfare, Anti-Nuclear Energy 

demonstrations of the 70s and 80s to much older, centuries encompassing discourses imbedded 

in philosophical and social theories, in religious and political concepts, and in formulas and 

conceptualizations in medicine and the natural sciences.

II. 

The title of the book that the well-known German philosopher Peter Sloterdijk published 

in 2009, two years before the fatal accident, seems to encapsulate this German zeitgeist: “You 

Must Change Your Life”. This book answers to the two great challenges that the world is 

confronted with according to Sloterdijk. The foremost subject of the book is therefore the so-

called “religious clashes”, drastically epitomized in the American-Islamic confrontation since and 

before September 2001. In spite of his fierce and astute criticism, Sloterdijk is trying to envisage a 

tertium comparationis for the dead-locked antagonists and to build a bridge to overcome these so-

called “religious” differences. In his view all religions and societies in this world are based on one 

and the same principle, i.e. “spiritual regimen”2 (Sloterdijk 2013 : 3), which is practiced world-

wide in collectives such as “church”, “ordo”, “umma”, “sangha” or practiced individually in a more 

modernized version through interaction with a “personal God”. What unites the followers of the most 

diverse religions is therefore the concept of practice – practicing Buddhism, Islam, Christianity – 

being a member of a certain religion by doing something, living in a certain way, according to certain 

rules. Moreover, all religions expect their followers to improve themselves and their relationship 

to whatever they deem holy. Historically the “moral”, “ethic”, “ascetic”, “pious”, or “spiritual” 

imperative “You must change your life” has therefore been predominantly linked to religious 

concepts or their secular modern off-springs. But who is to pronounce this imperative in a world full 

of religious and political factionalism and rivalry? Here Sloterdijk’s second looming challenge enters 

the stage:

The only authority that is still in a position to say “You must change your life!” is the 

global crisis, which, as everyone has been noticing for some time, has begun to send 

out its apostles. Its authority is real because it is based on something unimaginable of 

which it is the harbinger: the global catastrophe. One need not be religiously musical 

to understand why the Great Catastrophe had to become the goddess of the century. As 

it possesses the aura of the monstrous, it bears the primary traits that were previously 

2 Quotations are taken from the English translation of Peter Sloterdijk’s Du mußt dein Leben ändern: Über 

Anthropotechnik (2009).
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ascribed to the transcendent powers […] Since the global catastrophe began its partial 

unveiling, a new manifestation of the absolute imperative has come into the world, one 

that directs itself at everyone and nobody in the form of a sharp admonition: “Change 

your life! Otherwise its complete disclosure will demonstrate to you, sooner or later, 

what you failed to do during the time of portents!” (Sloterdijk 2013: 444)

According to Sloterdijk all mankind is confronted with this looming danger, the global catastrophe, 

throwing its shadows in forms of earthquakes, tsunamis, and nuclear accidents, tornados, 

hurricanes, and oil pollution, droughts, inundations, and global warming, famine, pandemics, and 

overpopulation, economic bubbles, crashes, and impending wars. And therefore all mankind feels the 

need to brace themselves – the religious as much as the atheists. “The false dichotomy of believers 

and unbelievers becomes obsolete and is replaced by the distinction between the practicing and the 

untrained, or those who train differently” (Sloterdijk 2013: 3). What remains, are not religions and 

parties, nations and cultures, but only regimens more or less capable and worthy of propagation. The 

human being appears in its original shape as that species which uses practice in order to survive:

After centuries of experiments with new forms of life, the realization has dawned that 

humans, whatever ethnic, economic and political situation might govern their lives, 

exist not only in “material conditions”, but also in symbolic immune systems and ritual 

shells. (Sloterdijk 2013: 3)

Peter Sloterdijk offers nothing less than a new concept of the human species, and introduces 

the “Homo immunologicus, who must give his life, with all its dangers and surfeits, a symbolic 

framework”. It is an ethical human being, struggling with itself in concern for its form, a Homo 

repetitivus, the Homo artista in its extreme version (Sloterdijk 2013: 10). The stress on form is 

important here, because the Homo immunologicus is not simply answering to the demands forced 

upon him by an all too often adversary environment, he is as much designing himself along these 

lines, displaying an immense amount of self-awareness. Repetition therefore serves not only 

performance enhancement, reaching as far as the astounding achievements of artists and athletes, but 

it also serves discursive strategies of the performative. The pivot of Sloterdijk’s extensive analysis 

of the conditio humana in an anthropological and global framework is the conceptualization of the 

immune system, the propagation of which dawned in late-nineteenth century biology:

From that point on, none of the scientific integrities – animal organisms, species, 

“societies” or cultures – could remain the same. Only hesitantly did people begin to 

understand that the immune dispositifs are what enable systems to become systems, 
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life forms to become life forms, and cultures to become cultures in the first place. It 

is only by virtue of their immunitary qualities that they ascend to the level of self-

organizing unities, preserving and reproducing themselves with constant reference to a 

potentially and actually invasive and irritating environment. (Sloterdijk 2013: 7-8)

In this first encounter with the concept of immune systems offered to his readers, Sloterdijk 

draws on various aspects. He hints at the revolutionary dimension of the immunological discoveries, 

said to redefine the basic forms of life on earth. He makes reference to the adherent concept of 

environment, visualized as invasive and irritating, i.e. adversary, but also stimulating. He insists 

on the power of immune systems to bring specific life forms into being and keep them alive, 

but at the same time plays on the double meaning of culture (in anthropological and agricultural 

discourses), taking back some of the seemingly clear-cut definitions presented here. Indeed the basic 

concepts of “immunitary qualities” and “immune dispositifs” remain obscure. The adaptation of 

“immunity” to the discourses of the humanities and social sciences is an extremely protean process 

undertaken by various thinkers in manifold ways. In order to understand Sloterdijk’s discursive 

position and philosophical aim, we must follow his chain of argumentation very carefully, and set 

great store by his peculiar way of wording his ideas and interpretations, which in their imagery and 

conceptualizations are more often than not surprising, flamboyant or even flabbergasting.

It is the discoveries and theories of Ilya Metchnikoff, Louis Pasteur, Robert Koch, Paul Ehrlich, 

Carl von Nägeli, Karl Landsteiner and Shibasaburo Kitasato, just to mention the outstanding players 

of the formative phases of what was later to be named immunology, which attract Sloterdijk’s 

curiosity:

There one finds the baffling idea that even relatively simple organisms like insects and 

molluscs have a native “foreknowledge” of the hazards that accompany a typical insect 

or mollusc life. Consequently, immune systems at this level can be defined a priori as 

embodied expectations of injury and the corresponding programmes of protection and 

repair. (Sloterdijk 2013: 8)

Even though Sloterdijk puts the “foreknowledge” in quotation marks hinting at the inadequacy 

of a cognitive term ascribed to simple organisms, he continues with a somewhat ironical, yet still 

straightforward description of immunitary qualities in mollusc and insect life: the phrase “embodied 

expectations of injury” hovers on the edge of corporeal and psychological, somatic aspects of 

living beings, whereas the following phrase “programmes of protection and repair” refers to the 

technological and military spheres of life. Here, too, the explanation of what is really going on in 

immune systems remains rather vague. Sloterdijk borrows vocabulary from other realms of life, 
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yet his rhetorical playfulness reflects his awareness of the dilemma of finding old words for new 

concepts, which is at the bottom of the philosophical side of the immunological endeavor. And in 

fact, this semantic and consequently conceptual problem of describing immune systems is at the very 

heart of any metaphorical adaptation of “immunology” to the discourses of the humanities and social 

sciences (Napier 2003).

Viewed in this light, life itself appears as a dynamics of integration that is equipped 

with auto-therapeutic or “endo-clinical” competencies and refers to a species-specific 

space of surprise. It has an equally innate and – in higher organisms – adaptively 

acquired responsibility for the injuries and invasions it regularly encounters in its 

permanently allocated environment or conquered surroundings. Such immune systems 

could equally be described as organismic early forms of a feeling for transcendence: 

thanks to the efficiency of these devices, which are constantly at the ready, the 

organism actively confronts the potential bringers of its death, opposing them with 

its endogenous capacity to overcome the lethal. Such functions have earned immune 

systems of this type comparisons to a “body police” or border patrol. But as the 

concern, already at this level, is to work out a modus vivendi with foreign and invisible 

powers – and, in so far as these can bring death, “higher” and “supernatural” ones – 

this is a preliminary stage to the behaviour one is accustomed to terming religious or 

spiritual in human contexts. (Sloterdijk 2013: 8)

Sloterdijk now pushes his argument two steps further: With an as much maieutic as ironical, 

metaphorical twist he exchanges the two sides of the comparison: the compared with the comparing, 

while at the same time reversing the temporal relationship. While one would expect that the immune 

system becomes the metaphorical description of the fears and practices of human beings, ergo the 

fundamental transcendental dimension of human beings receiving “immunitary” attributes, Sloterdijk 

in fact ascribes quasi-transcendental attributes to the primordial immunitary constitution of living 

beings on a mere biological level as “early forms of a feeling of transcendence”. And this allows 

him to go one step further, i.e. to reunite the two parts, or better: to blur the line of the two parts of a 

traditionally sacred division of body and soul, or matter and mind, which now appear as a continuum 

in his “immunological” conceptualization. This is also reflected in his choice of words, endowing 

“life itself” with “auto-therapeutic” competencies, heretofore reserved rather for psychological and 

cognitive activities. Nevertheless, Sloterdijk is far from any argumentation rooted in the supremacy 

of biologism. The coinage “space of surprise” (“Überraschungraum”) forces the biological argument 

back into the cognitive realm. It also does away with the one-dimensional concept of aggression, as 

expressed in words like “invasive” or “adversary”, or behavioristic terms such as “irritating”, and 
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leads consequently to the conceptualization of a far more complex relationship of organism and 

environment, or of self and other, as we shall see later. It is no longer the concepts of “invasion” or 

“irritation” but “dynamics of integration” which are supposed to govern the relationship of organism 

and environment.

With the argument in the above quotation a continuum is established between basic biological 

(or chemical) reactions and the complex cultural spheres usually thought of as reserved for the 

human being only. For the sophisticated sphere of human beings Sloterdijk postulates no fewer than 

three immune systems, layered on top of one another and collaborating closely.

In the course of man’s mental and socio-cultural evolution, two complementary 

systems have developed for the pre-emptive processing of injuries: firstly the 

socio-immunological methods, especially legal and solidaristic ones, but also the 

military ones by which people resolve their confrontations with distant and foreign 

aggressors and insulting or harmful neighbours; and secondly the symbolic or psycho-

immunological practices on which humans have always relied to cope – with varying 

success – whit their vulnerability through fate, including mortality, in the form of 

imaginary anticipations and mental armour. (Sloterdijk 2013: 9)

The three immune systems of the human sphere are 1) the primary bio-chemical one, 2) the socio-

immunological one encompassing legal, solidaristic, military methods, and 3) the symbolic and 

psycho-immunological one including ideological and metaphysical, religious methods. This time 

Sloterdijk takes again recourse to the images of aggression and attack, clearly expressed by “foreign 

aggressors” and “insulting and harmful neighbors” for reasons of clarity and in order to drive this 

basic argument home. Yet again, one should not fail to notice the obviously ironically exaggerated 

naivety of these images. The following passage then consequently takes a critical stance and shows 

the limitations of the postulated secondary immune systems:

It is one of the ironies of these systems that their dark sides are capable of explication, 

even though their existence depends on consciousness from the start and they consider 

themselves self-transparent. They do not function behind the backs of subjects, 

being entirely embedded in their intentional behaviour – nonetheless, it is possible to 

understand this behaviour better than it is understood by its naïve agents. This is what 

makes cultural science possible; and it is because a non-naïve approach to symbolic 

immune systems has itself become vital to the survival of “cultures” today that cultural 

science is necessary. (Sloterdijk 2013: 9)
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It is by no means Sloterdijk’s intention to create an automatic machinery to produce and reproduce 

legal, solidaristic and military or religious and ideological systems based on the concept of immunity. 

The redefinitions and revisions of law, community, military, ideology and religion and so forth as 

“immune systems” serve only to better analyze and understand what is at stake in cultural entities. 

The traditionally construed noble concept of right and wrong for example crumbles when confronted 

with the down-to-earth “immunitary” idea of keeping a society going by keeping the perpetrators in 

check. In Sloterdijk’s view a non-naïve approach to symbolic immune systems, i.e. understanding 

religions or cultures etc. as symbolic immune systems, is vital for the survival of mankind within the 

diversity of its cultures and religions in a shrinking global setting.

Unfortunately Sloterdijk’s You Must Change Your Life does not offer more than a preliminary 

introduction to a critique of social and symbolic immune systems. The core of the book deals with 

the concept of anthropotechnics, i.e. the various practices of the Homo immunologicus as unfolded in 

the course of history. However, en passant Sloterdijk mentions Niklas Luhmann’s conceptualization 

of the legal system “as society’s immune system” in his comprehensive treatise on Social Systems. 

We will turn to this now in order to find out along what lines Luhmann is incorporating the concept 

of “immune systems” into his general theory of social systems. The sheer proportion that the 

discussion of the conceptualization of a social immune system takes in Luhmann’s analysis explains 

why it is missing in You Must Change Your Life: Sloterdijk bases his argumentation on Luhmann’s 

much earlier writings, yet at the same time he distances himself from Luhmann’s position.

III. 

Let us take up Niklas Luhmann’s example of the legal system as society’s immune system. 

Although the example of the legal system does not reflect all dimensions and the intricacy of the 

concept of social immune systems, it gives a very clear and concrete first idea of what Luhmann’s 

theory is about; Luhmann himself introduces it in order to “clarify the highly abstract and 

unaccustomed concept of mechanisms of social immunization”3 (Luhmann 1995: 373). The idea 

that the legal system functions as society’s immune system does of course not cover all functions of 

the legal system within a society. It is the aspect of its function to generalize expectations in view of 

risky behavior that connects the legal system to the immune system of society: “The security attained 

by law (which concerns, not situations that can actually be achieved, but one’s own expectations) 

rests on the fact that one communicates one’s own expectations even in contradiction, although in a 

way opposed to normal communication and having different connective values”. (Luhmann 1995: 

3 Quotations are taken from the English translation of Niklas Luhmann’s Soziale Systeme: Grundriß einer 

allgemeinen Theorie (1984).  
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374):

One can see the nexus of law and immune system more clearly if one considers that 

law is formed in anticipation of possible conflict. This focus on conflict extracts from 

the enormous number of everyday expectations that have been formed those that prove 

successful when conflict arises. This prospect of proving successful is associated with 

the normativity of expectations and brought under the schematism of legal and illegal, 

thus into a complete universe in which there are only two values, which mutually 

exclude each other. This schematism can generalize and anticipate experiences of 

conflict and thus bring them into a form in which conflicts on the level of interaction 

are merely exceptions, even when quite improbable expectations are formed. 

(Luhmann 1995: 374)

One parallel of legal system and (biological) immune system is “anticipation of possible conflict”. 

Luhmann, too, adopts the idea that an immune system is based on prior information (Sloterdijk’s 

“foreknowledge”). Its activities start from a hypothetical point. For the time being we shall consider 

the binary schematism, in law of “legal and illegal” (or “permitted and forbidden”), and in the 

immune system of “familiar and unfamiliar” or “benign and malignant”4, as a second parallel, even 

though we will later understand that this relationship is much more complicated. The third parallel 

concerns the method of procedure: neither the legal system nor the biological immune system is 

(primarily) interested in explanation, insight or prognosis. Luhmann compares the legal proscription 

of denial of justice (“Verbot der Justizverweigerung”) with the immune system’s inherent 

compulsion to decision making. 

The schematism of “legal and illegal” does not lead to a better understanding of expectations, 

actions and motivations. Quite the contrary, the information processing in law is designed to function 

when understanding fails and conflict arises. This also means, according to Luhmann, that “[l]aw 

does not serve to avoid conflicts”, it rather leads to “immensely greater opportunities of conflict” 

(Luhmann 1995: 375). The function of law is merely to avoid unrestrained and violent direct conflict 

and replace it by a special form of communication which suits the specific situation of the conflict. In 

Luhmann’s words: “Law serves to continue communication by other means” (Luhmann 1995: 375).

It is not the function of law to ensure that as much as possible is treated as legal and 

as little as possible is treated as illegal. That would be easy: one would only have to 

4 A dichotomy not introduced by Niklas Luhmann himself, though appropriate.
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permit everything. Nor is it a matter (as natural law thought) of enforcing a naturally 

given order against the free and corrupt human will. […] Law must fulfill the function 

of an immune system, and it is given the freedom to do this. The legal system is 

therefore autonomous in the use of its schematism of legal and illegal, which is 

available only to it. But in using this schematism it must also secure the autopoiesis 

of society’s communication system as much as possible against as many disturbances 

produced by this system as possible. It must forestall society by producing its own 

insecurities and instabilities, and thus it is not allowed to go “astray”, it is not permitted 

to wander outside the problems that can be expected (Luhmann 1995: 375-376).

Here the functioning of the legal system is connected to the idea of “autopoiesis”; the legal system 

serves the autopoiesis of the social communication system. It is important to recall that in Luhmann 

the social system is defined by communication, the law therefore is upholding the social system by 

preserving communication. Luhmann offers a very clear description of immunitary mechanisms and 

their autopoietic function in his presentation of the second system relevant in human life, the psychic 

system:

In terms of their function, emotions can be compared to immune systems; they seem 

to assume an immunizing role for the psychic system […]. With unusual means, they 

secure the continuing performance of autopoiesis – here not the autopoiesis of life 

but of consciousness – in the face of problems that arise, and in doing so they use 

simplified procedures of discrimination, which permit decisions without considering 

the consequences. […]

Perhaps the most important insight, however, is that all emotions occur as essentially 

unitary and homogeneous […]. This results not only from increased interdependence 

with bodily occurrences, through which one experiences emotion, but also from 

the immunizing function, which, to guarantee autopoiesis against unforeseeable 

disturbances, cannot keep in store a separate emotion for everything that happens. 

One can establish in the biochemical domain that emotions occur as a unity, but 

emotions are more than interpreted biochemistry – they are the psychic system’s self-

interpretation with regard to whether its operation can continue. (Luhmann 1995: 274)

Luhmann’s description of the functioning of emotions calls to mind Sigmund Freud’s analysis of the 

mechanisms of dreaming. While in Freud it is the dreams that guarantee the continuation of sleep, 

in Luhmann homogeneous emotions function as guarantors for the continuation of the autopoiesis 

of consciousness. Indeed, in post-Freudian scientific analysis dreams do not only function as 
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guarantors of sleep, but also as promoters of autopoiesis of the body and mind in the sleeping 

subject. Luhmann’s argument shows, that the foremost function of any immune system is to uphold 

autopoiesis of the system it belongs to. Thus, emotions carry out this function in the psychic system, 

while laws do so in the social system.

Yet, although the connection of social or psychic immune systems and autopoiesis is quite 

plausible and may be regarded as basically sufficiently explained, the mechanisms of immune 

systems are still not fully accounted for. This leads us back to the example of law as an immune 

system: Again, it is plausible that the legal system secures the autopoiesis of society against as 

many disturbances as possible. It is also plausible in this argument that it therefore must produce 

its own insecurities and instabilities in order to anticipate possible conflict. However, this does not 

yet explain, why the legal system, in its capacity as immune system, does not seek to avoid conflict, 

but rather increases the opportunities for conflict within the social system. In order to explain this, 

Luhmann resorts to a more theoretical sociological discussion of “contradiction” as the basis of 

conflict and its functions in his theory of social systems.

According to Luhmann contradictions are as much a common topic in sociology, as they are 

unappreciated in philosophy. He refers to Hegel in his argument that “the social is excluded from 

the environment of science by a logic that must postulate objects as free of contradiction” (Luhmann 

1995: 358). In a sociological perspective and in autopoietic systems, however, contradictions play 

a different role: “Contradictions have an entirely different function depending on whether one is 

dealing with autopoietic operations or observations” (Luhmann 1995: 359-360). Luhmann argues that 

for an observer (be he within the system or outside) contradiction means undecidability. He cannot 

continue his observation if he has to deal with a distinction of mutually exclusive designations. In an 

autopoietic system, however, contradictions function quite differently; they present a specific form of 

connecting further operations.

This does not return to a “dialectical” function for contradictions because one 

can replace that function with an evolutionary theoretical perspective. Evolution 

presupposes self-reproduction and observation. It comes about by deviant 

self-reproduction. […] It is not a logical process. […] Evolution proceeds by 

undecidabilities. It uses the opportunities that undecidabilities sort out as opportunities 

for morphogenesis. (Luhmann 1995: 360)

Only instability allows self-reproduction and can prevent the system from ceasing to exist. Therefore 

instability is a precondition for evolution. On the other hand, it is not enough for the system to 

simply survive, it has to maintain its “essential variables”, including, of course, the interdependence 

of dissolving and reproducing activities and the capacity of self-observation and discrimination 
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(Luhmann 1995: 369).

Contradictions articulate self-reference, and thus they are specific forms of 

self-reference. Their function is to preserve the formal unity of meaningful 

interconnections, indeed, to make it stand out. They do not strengthen the security 

of the expectations normally bound up with these interconnections, but rather 

dissolve it. Contradictions destabilize a system, and they reveal this in the insecurity 

of expectation. […] One must guard against the widespread error of thinking that 

destabilization as such is dysfunctional. Instead, complex systems require a high 

degree of instability to enable on-going reaction to themselves and their environment, 

and they must continually reproduce this instability. (Luhmann 1995: 367)

Luhmann provides a very informative example based on contradiction from the realm of social 

immune systems: the calculation of costs.

One can find an important guiding image for this in the calculation of costs. The 

concept of costs designates a specific form of contradiction – something that one does 

not want but intentionally brings about nonetheless. In this, costs have a warning 

function that approaches an immune system. They are also like an immune system in 

that they cannot function ad hoc, but presuppose systematization. In other words, they 

depend on externalization to discriminate costs that should be considered internally.

The calculation of costs reveals – and “undoes” – negative aspects of actions because 

once the costs have been calculated, one acts only if the advantages appear to outweigh 

the disadvantages. The more costs that can be included, and the more the calculation 

can be extended – for example, to temporal and psychic costs, or even (as in Pascal’s 

famous calculation) to endangering the salvation of one’s soul – the more sensitive to 

contradiction the action becomes. Then one only needs maxims for decision, such as 

that the costs must at least be covered or that among comparable actions one should 

choose the most cost-effective – and already many actions that could be chosen are 

excluded from the domain of possibilities. They are presented as mere possibilities, 

produced as antibodies, so to speak, to ward off risks, to tie up whatever is negative. 

(Luhmann 1995: 381-382)

Indeed, in the example of the calculation of costs, contradictions (like “debit” and “credit”) articulate 

self-reference. Furthermore, the contradictory side makes the interconnection stand out. Yet at the 

same time they dissolve the security of any expectations. In his example Luhmann tries to give 
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a congruent image of risk calculation and the functioning of the immune system. To support his 

argument, he inserts the word “undo” (the German original says “vernichten” – “destroy”) and the 

metaphorical use of “antibodies”. Although Luhmann usually insists on comparative functionality 

between biological and social immune systems and rejects the idea of mere metaphor, here, he 

himself resorts explicitly to metaphor (“so to speak”). 

The nexus to the immune system is quite evident. In order to summarize, Luhmann pinpoints 

all necessary characteristics that make up the immune system and clarifies their functions, stressing 

most of all the fact that an immune system has to be compatible to changing conditions and therefore 

does not at all costs defend the existence of the structure under attack:

Because contradictions enable but do not compel the elimination of deviations, they 

have qualities that promote the development of an immune system. An immune system 

must be compatible with self-reproduction under changing conditions. It is not simply 

a mechanism for correcting deviations and re-establishing the status quo ante; it must 

manage this function selectively, namely, must be able also to accept useful changes. 

It does not serve to preserve unconditionally the structures under attack, but also 

presupposes structures and limits of possibility for its own functioning and especially 

for recognizing contradictions. (Luhmann 1995: 369)

We see that both, Peter Sloterdijk and Niklas Luhmann, have a very complex notion of immune 

systems. In their view, they do not simply function to defend their master systems, and they are 

certainly not as “trigger-happy” as presented in most popular and pseudo-scientific accounts. 

Furthermore, throughout Sloterdijk’s and Luhmann’s presentations a reliable scientific description 

of the “nature”, of the bio-chemical functioning of immune agents or immune systems remains 

unaccounted for. Although Niklas Luhmann’s German version of Social Systems is as old as 1984, 

it, too, is already part of an era in which scientific immunology was being considered as somewhat 

obsolete, pushed aside by triumphant clonal selection and genetic control (Silverstein 20092: 441-

453). David A. Napier’s vehement criticism of scientific immunology will give us some insights 

into why Sloterdijk and Luhmann avoid a clear description of immunitary functions and the immune 

system as a whole.

IV. 

In order to understand why David A. Napier is lashing out so mercilessly at scientific 

immunologists, let us first look at a typical (pseudo-) scientific description of the immune system:
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The immune system is a network of organs, tissues and cells that defends the body 

against attacks by  “foreign” bodies such as bacteria, viruses, parasites and fungi that 

can cause disease. It has an amazing ability to track down these pathogens and target 

them for destruction.

The organs of the immune system include the tonsils, spleen and small bean-shaped 

lymph nodes laced through tiny lymphatic vessels. They all house lymphocytes, 

small white blood cells that are the immune system’s key players. Immune cells often 

have specialized functions – they can engulf and digest bacteria, for instance, or kill 

parasites. They include “killer T cells”, which mature in the thymus and attack tumors 

and virus-infected cells. Some T cells “remember” past foes and quickly mount a 

vicious assault on subsequent encounters.

Unfortunately, immune systems sometimes engage in friendly fire, causing disease 

by destroying healthy human tissues. Other problems arise from suppressed immune 

systems, which can make people vulnerable to diseases such as pneumonia. (Muir 

2001: 226; all italics by H.H.)

The words in italics show to what extent immune systems are envisioned as military operations, not 

only in the sense that they defend and attack, they are also metaphorically endowed with willpower 

(to achieve victory) and human fallibility (engage in friendly fire). Some of Napier’s charges are 

directed against these militaristic conceptualizations as well as against the accompanying “hero epic” 

(Napier 2003: 69) – a metamorphosis of scientific language into dramatic fiction. Military language 

has vastly been used to describe not only reactions and actions in microbiology, but also in Darwinist 

competition and “fitness” scenarios. Napier’s main criticism, however, goes much deeper and 

touches the very core of immunological thinking:

Here is a domain of scientific inquiry that by its own definition exists specifically 

in order better to elucidate the biological influence of “other” on “self”; and though 

immunology is now a very complex, subtle, and sophisticated science, it is essential to 

remember that it is, and always has been, a science of “foreign bodies”, one where “self” 

and “not-self” are specified on the molecular level in the paradigmatic battle between 

antigen (foreign invader – i.e. antibody generator ) and antibody (defender of self – 

i.e., anti-foreign body). (Napier 2003: 41) 

In fact, immunology has designed itself in over one hundred years as a scientific endeavor 

analyzing the conflict-laden, if not to say: warring, relationship of „self“ and „other“, or as 

immunologists prefer to call it „self“ and „not-self“ – even though they were only dealing with the 
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tiniest elements in biology or chemistry, sometimes analyzing nothing more than the phenomena of 

dye acceptance (Paul Ehrlich). Yet the bulk of scientific analysis and theorization, and certainly its 

reputation and image, were linked to research on pandemic diseases – quickly to be implemented in 

public healthcare. Immunologists were therefore prone to design concepts of self and enemy. This 

atmosphere of hygienic crusades was likely to promote the imagery of hostile agents opposed to a 

“self” whose “integrity” and “identity” had to be safeguarded.

The main thrust of David Napier’s criticism of immunology is, of course, directed against the 

limitations or complete absence of philosophical, anthropological, or cultural-studies expertise in 

the formulations of immunological scenarios. It is those basic questions of these disciplines about 

“self”, “other”, and “identity” which are grossly and inexcusably neglected by a natural science 

that prides itself of clarifying the relationship of “self” and “not-self”. In his fierce criticism of such 

“immunological” blunders, David Napier is certainly not at a loss for examples, nor is he sparing 

with his sharp sarcasm against such scientists. He quotes the works of none lesser than the two 1960 

Nobel-Prize winners Peter B. Medawar and F. Macfarlane Burnet in order to show how the limited, 

outmoded Western concepts of “identity” and “self” stumble over scientific displays of seemingly 

“illogical selfs”:

Medawar’s ideas about acquired immunologic tolerance developed out of his 

demonstration that mice could “learn” to accept foreign tissue if injected with allogenic 

bone marrow at or before birth; Burnet’s contribution was predicated on the body’s 

production of antibodies that recognized foreignness (i.e. “not-self”) but, in so doing, 

did not recognize “self”. (Napier 2003: 202)

According to Napier, the insistency on a presupposed “integral self” mystifies scientific research 

where alternative, and explicitly non-Western, perspectives might have ready answers. In this critical 

perspective the “self” appears as the holy cow of (Western) immunology. “Self-consciousness” 

therefore is regarded as the paramount and indispensable disposition, “unselfconsciousness”, is 

depicted as a horrifying aberrance or a dangerous adversary, depending on perspective. 

Immunology, in its fear of the unselfconscious, is, therefore, no more or no less 

the victim of post-enlightenment metaphysics than is any other field of inquiry or 

domain of experience. What distinguishes immunology, though, is its hysteria – that 

is, the vehemence with which it curiously denies the very metaphorical mechanisms 

of embodiment while unconsciously reviving a demonology better suited to the 

Dark Ages. It is immunology’s hysterical fear of possession that causes Descartes’s 

enlightened reverse engineering to take its final toll autotoxically on the self. (Napier 
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2003: 73)

“Autotoxication”, “autoimmunity” because of their obvious relationship to “identity” are the 

key words to the crux of immunological phraseology and conceptualizations, together with 

transplantation and tumor immunology they mark the major issues immunology is facing today. Yet 

the scientists do not seem to find a way around the self/not-self model, except discarding the whole 

concept of “self” once and for all (Napier 2003: 203):

While immunologists are not metaphysicians, one can readily see that this debate 

hinges on an idea about selfhood that is almost wholly unexamined, or if examined, 

blissfully uninformed by the diverse ways that philosophers – not to mention other 

cultural traditions – have constructed what we call “identity”. […] This lacuna is 

made glaringly obvious by the degree to which immunology has traditionally hinged 

on a recognition and elimination of biological difference, by the unsolved problems 

that self/nonself models have created, by the discipline’s current attempts to jettison 

the self/nonself nomenclature, by the inability of immunologists to define “selfhood” 

in any novel way – in other words, by a wide array of problems all of which bear the 

scent of culturally tendentious parochial thinking. (Napier 2003: 203-204)

According to David Napier, an immunological construction of selfhood that focuses solely on 

recognition and elimination of difference cannot cure illnesses. What is desperately needed is a more 

assimilative model of self, one that Napier finds not only in other cultures. Conceptualizations of the 

maternal or the fetal are based on assimilative models of selfhood. Napier even mentions the human 

gut, digestion system, without which it is impossible for human selfhood to survive. And even the 

“humble parasitic worms that once populated the guts of most humans” may have had their share in 

controlling human autoimmunity by simply engaging the immune system. (Napier 2003: 286). The 

relationship of self and other is certainly manifold and calls for far more creative approaches than 

most immunologists were able to envisage.

V.

Yet it would be wrong to condemn immunologists wholesale. Especially at the beginning, in the 

nineteenth century, when the word “immunology” did not even exist, and when the new scientific 

field was still like a dark continent, many researchers relied on their vivid imaginations or on what 

they regarded as God’s design. And furthermore they were led in their research approaches by 

the already established neighboring disciplines: botany held its sway over the new research field, 
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especially with its Linnaean nomenclature and specification systems with classification into species, 

genera, order, and individual:

For Schleiden’s generation, and for Nägeli in his earlier days, specificity had been a 

botanical problem. For Koch and the older Nägeli, it was a problem of bacteriology. 

For the next generation, it became a problem of immunology: bacterial species, in the 

absence of visible, morphological differentiae, might be defined by their reaction with 

specific antisera. (Mazumdar 2002: 8)

While the famous Berlin-based Robert Koch was in favor of species and specificity as modes 

of analysis, the Swiss Carl von Nägeli in Munich followed a theory of Kontinuität and quantitative 

Abstufung, continuity and quantitative gradual transition, partly gained from a rather arbitrary 

adaptation of Kant’s critical philosophy to the natural sciences and partly from Matthias Schleiden’s 

research which replaced the concept of well-defined species by one of gradual differences. In his 

Gattungen einzelliger Algen, an investigation oriented along the lines of natural history published in 

1848, Nägeli analyzed single cell algae in order to find the essence, the concept of the species. From 

then on Nägeli was no longer interested in differentiae, but tried instead to understand the transitions 

that were supposed to connect different forms of life.

In his work on the fine structure of living matter, for example, he examines the 

transition between living and nonliving; in his phylogeny he sees a continuous flow 

of forms passing into each other from an origin at this transition point. His theory of 

fermentation and his bacteriology are built upon specifische quantitative Abstufungen: 

species differ from each other only quantitatively, by gradual transitions. Everything 

is connected to everything else: each of these fields is linked in nature to the others. 

(Mazumdar 2002: 31)

In 1856 he added to this a “genetic theory of descent”, Vervollkommnungsprincip, or drive to 

perfection, which can be traced back to the conceptualizations of dynamic natural philosophy by late 

eighteenth- and early nineteenth-century German physiologists, and was compatible with Darwin’s 

theory of natural selection, adding to it an additional mechanism of increasing complexity. Indeed, 

Darwin may have been influenced by such conceptualizations (Mazumdar 2002: 33-36):

Species develop, increase in complexity, and flow continuously upward. The species 

itself is an individual composed of other individuals, as a tree is of cells. The species 

and the genus are as real as the individual, and like individuals, they shade in to 
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each other with no sharp differences. An earlier distinction between the continuity 

of individuals and the absolute differences between species, genera, and orders 

has disappeared. All is flowing and changing, species and genera as much as the 

individuals, which are composed of smaller units, like the higher classes. Unendlich[e] 

Theilbarkeit is true of the whole of nature; and so is continuous change. (Mazumdar 

2002: 34)

In the philosophical foundation of his argument, he follows again Kant, who stipulated that each 

science is scientific only in proportion to the amount of mathematics involved. Neither human beings 

nor sciences can conceive of absolute different properties, all difference is understood as relative 

or quantitative, thereby mathematical. There is no absolute difference in nature. “Nägeli traces a 

continuity from chemical molecules to crystals, to the parts of the cell and the cell itself, through the 

plant and the animal kingdom to human consciousness” (Mazumdar 2002: 36).

Some twenty years later, Koch’s famous disciple Paul Ehrlich, however, when facing his 

problem of dye adaptation chooses wholeheartedly the path of solution that is staked out by diversity 

and specificity and not by unity and continuity. He sports the chemical explanation which demands 

not only specification of the elements entering the process, but even comes up with a new compound: 

a double salt. The effect must be chemical specific, Ehrlich declares, because it occurs only between 

the two salts involved (Mazumdar 2002: 110). In spite of the factionalism and sectarianism, the 

fierce fighting over conceptualizations and philosophies between major groups in the formative years 

of immunology (e.g. Koch vs. Pasteur and Gruber vs. Ehrlich), the idea of species and specificity, 

so closely interlinked with the concepts of “self” and “other”, “identity” and “individuality”, would 

become the prevailing doctrine.

VI. 

After the presentation of the fierce criticism of David A. Napier and the attempts at alternative 

conceptualization of Carl von Nägeli, it must have become quite obvious why Peter Sloterdijk and 

Niklas Luhmann are not too interested in focusing on scientific descriptions of the immunitary 

concepts and the immune system. The “repatriation” of such concepts as “self”, “nonself”, “other”, 

“identity”, and “individuality” to the discourses of the humanities and social sciences, and especially 

to post-colonial and post-structuralist theories, would be all too embarrassing. Instead, both thinkers 

take scientific immunology only as a starting point from which to design their own concepts: 

Sloterdijk the Homo immunologicus and his anthropotechnics, Luhmann a social immune system 

based on contradiction rather than discrimination and elimination of non-self. Both make use of the 

scientific research results in order to circumvent “subjectivity” and “intentionality”, replacing these 
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by their specific concepts of agency. Both also try to bridge the traditional gap between humanities 

and natural sciences, between body and mind.

Now that we have come to understand the protean appearance of concepts of immunity 

throughout history in the natural sciences, in the humanities and social sciences, an assessment 

of post-Fukushima Japanese society does no longer seem as easy a task as it may have been 

from the point of view of German public criticism. The variability of discrimination results and 

countermeasures of a social immune system in case of danger or disaster does not allow only one 

single reaction. Japanese are most likely much more used to seismographic activities, which are 

almost a part of their everyday life, than Germans. Yet, why the Japanese public is less fearful 

of nuclear disaster than the German remains to be analyzed. The near future only can show, 

whether Japanese reactions and countermeasures were appropriate or not, how much radioactive 

contamination the Japanese society and its human members can survive, or whether Japan’s 

social immune system will turn its back on an obsolete structure for the sake of autopoeisis and 

morphogenesis. The warning call that was sounded by the Luhmannian social immune system was 

obviously not as clearly heard in Japan as it was in Germany. So far the main reactions in Japan 

remain part of the limited immunitary task of repair work only. Building higher walls around nuclear 

plants to fend off tsunamis is still part of this kind of repair work, bound to remain again and again 

one step behind the next higher tsunami. The new national nuclear watchdog stands out alone as a 

countermeasure that theoretically could do away with the danger once and for all.

Two new pieces of insight, however, can be gained from applying Sloterdijk’s and Luhmann’s 

theories to post-Fukushima Japan: Some Japanese reactions to the nuclear disaster show clearly 

that Sloterdijk’s Homo immunologicus is as indigenous to Japanese society as he is to the Western 

ones. The solar panels mounted to the roofs of private houses show to what extent some Japanese 

have reacted to the alarming call of “You must change your life!”. Luhmann’s theory of a social 

immune system based on the corrective function of “contradiction” in order to enable survival and 

adaptability points relentlessly at a serious defect in today’s Japanese society, i.e. the lack of conflict 

as a pool for alternative strategies and as a stimulant for change.
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Barnardo: “Who’s there?”

Francisco: “Nay, answer me, stand and unfold yourself” (I.i.1-2)

The night sentinels are simply confused, but these two important first lines of Hamlet also 

contain an insistent promise giving covert assurance that the playwright will reveal his most central 

and private aspects. Hamlet, Shakespeare’s unique and “all-accommodating, ‘personal’ expression”, 

(Honan 1999: 280) proves that the author’s promise of self-revelation is generously kept, though 

disguised and Hermetically presented.

I. A Hermetic Shakespeare

It is notably in the scholarship of Hillary Gatti, and the late Dame Frances Yates, scholars of 

Giordano Bruno and the Renaissance who both addressed Shakespeare on the side, that we find 

sustained and convincing support for the presence of the Hermetic in Shakespeare. 

Mysteriously, Yates claimed in 1975 that, “Bruno’s Hermetic version of the art of memory 

seemed to raise the question 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 come.” (Yates 1978: 3) In The Art of Memory, Yates elusively refers to “the secret of 

Shakespeare…that has been missed” (Yates 1966: 353), and adds that the reason it had been missed 

was the exclusion of “ the two native Hermetic philosophers, John Dee and Robert Fludd….from the 

attention of those interested in the English Renaissance.” (Yates 1966: 353) 

What was this “secret” that Yates hints at? Befitting a true scholar of Hermeticism, she left no 

record, but perhaps she is also alluding to it in this passage in Giordano Bruno and the Hermetic 

Tradition in 1964:

An entirely new approach to the problem of Bruno and Shakespeare will have to be 

made. The problem goes very deep and must include the study in relation to Bruno, 

of Shakespeare’s profound preoccupation with significant language, language which 

“Stand and Unfold Yourself”: 
Prince Hamlet Unmasked

Marianne KIMURA
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“captures the voices of the gods”---to use one of Bruno’s marvelous expressions----

as contrasted with pedantic or empty use of language. Shakespeare’s imagination is 

full of magic, which often seems to become a vehicle for imaginative solutions of the 

world’s problems. Was it not Shakespeare who created Prospero, the immortal portrait 

of the benevolent Magus, establishing the ideal state? How much does Shakespeare’s 

conception of the role of the Magus owe to Bruno’s reformulation of that role in 

relation to the miseries of the times? (Yates 1964: 391-2)

In the Art of Memory, Yates describes more specifically how the art of memory, a Renaissance 

mnemonic technique that had developed from antiquity and the Middle Ages, (and something which 

Bruno refined and intertwined with his radical scientific ideas to produce his own version of), may 

have informed productions of Shakespeare’s plays during his lifetime: 

Is the Shakespearean stage a Renaissance and Hermetic transformation of an old 

religious stage? Are its levels a presentation of the relation of the divine to the human 

seen through the world in its threefold character? The elemental and subcelestial world 

would be the square stage on which man plays his parts. The round celestial world 

hangs above it, not as astrologically determining man’s fate, but as the shadow of 

ideas, the vestige of the divine. Whilst above the ‘heavens would be the supercelestial 

world of the ideas which pours its effluxes down through the medium of the heavens, 

and whither ascent is made by the same steps as those of the descent, that is through 

the world of nature. (Yates 1966: 351)

Yates speculates that “scenes (in Shakespeare’s plays) with spiritual significance were scenes 

that were played high. Juliet appeared to Romeo in the chamber.” (Yates 1966: 351) (my emphasis) 

A Hermetic reading of Hamlet must also be fundamentally based on the idea that the line “Juliet 

is the sun”, spoken by Romeo in the famous balcony scene in Romeo and Juliet, reveals a secret 

allegory about mankind’s changing relationship to the sun (a celestial being) over time due mainly to 

our interaction with fossil fuels----that is to say, one aspect of nature. “Hermetic wisdom deals with 

nature and its works; it investigates the mysteries that lie within it” (Anonymous quoted in Ebeling 

2007: 104) and to “lift this mystery of nature so as to reveal the causes of natural processes, causes 

that were hidden from the senses” is “almost a maxim of Hermetic research”. (Ebeling 2007: 104)) 

In other words, the (Hermetic) allegory contained within Romeo and Juliet also presents a key for 

untying the Hermetic knot in Hamlet.

In an essay entitled “Bruno and Shakespeare: Hamlet”, Hilary Gatti affirms the Hermetic 

nature of this particular play and the importance of many of Bruno’s key ideas in it. Gatti notes that 

Hamlet’s repeated insistence on remaining silent about the Ghost signals the presence of Hermetic 

secrecy. Interestingly, higher and lower levels, the castle ramparts open to the sky, also receive her 

attention:
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Hamlet, speaking to Horatio….is insistent on the necessity for a close silence: ‘Swear 

by my sword/Never to speak of this that you have heard’. For he has just been 

communing with the Ghost of his dead father on the castle ramparts, and already he 

knows that the message that Ghost has brought to him will threaten him and his friends 

with death. And so once again Hamlet urges his companions to silence: ‘And still your 

fingers on your lips, I pray’. (Gatti 1989 118)

Gatti develops the idea, which other critics have supported, that Hamlet and Giordano Bruno’s 

Lo Spaccio della besta trionfante, share many fundamental similarities. Gatti focuses on the concept 

of the working out of a total reform as one common point;

All he can hope from his studies and his writings, states Bruno wryly is ‘material 

for disappointment’: any prudential reckoning will consider silence more advisable 

than speech. What spurs Bruno to write at all is what he calls ‘the eye of eternal truth’. 

It is in relation to this higher and divine dimension of justice that his message must be 

unfolded, the terms of a total reform worked out. The Explicatory Epistle then goes on 

to indicate briefly the vices associated with the various constellations and to visualize 

their defeat followed by the reinstatement of corresponding virtues. What (Lo Spaccio) 

involves is thus the visualization of a new era, the arduous working out of a plan of 

total reform. Only when this task has been completed can the heroic intellect allow 

itself to rest: ‘There is the end of the stormy travail, there the bed, there the tranquil 

rest, there a safe silence.’

Hamlet, confronted like Bruno by a world become ‘rank and gross’, weighs the 

dangers and uses of words in very similar terms: ‘It is not, nor it cannot come to good./

But break, my heart, for I must hold my tongue’. Then the Ghost, who announces 

himself as Hamlet’s ‘eye of eternal truth’, spurs him to speak. Only when Hamlet, 

like Bruno, has penetrated and denounced the vices which dominate his world does 

he reach the end of his stormy drama with the advent of a new Prince. There, too, he 

finds ‘the bed’, the ultimate moment of quietness and safety: ‘the rest is silence’.(Gatti, 

1989: 120-1)

In a later version of her essay, Gatti notes that Hamlet and Lo Spaccio also share a major 

fundamental dynamic and structural plot similarity: a strong but increasingly decrepit power center 

(Jove and Claudius) is vexed and challenged by a powerless but witty, brilliant and radical outsider 

(Momus and Hamlet):

Lo Spaccio narrates the story of a macroscopic, universal reform undertaken trough 

the transformation of signs of the zodiac from bestial vices into reformed virtues, the 

entire operation being carried out by a Jove who considers himself an absolute prince, 

both in a political as well as a religious sense. Bruno, however, reminds his readers 
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that even Jove, like all things that are part of the material world, remains subject to the 

laws of vicissitude, suggesting he is far from infallible, as he wishes to be considered. 

In order to underline this point, Bruno sees him as being accompanied throughout his 

long and meticulously organized reform by the suggestions of an ironic and satirical 

Momus, who gets dangerously close to appearing as the real hero of the story. (Gatti 

2011: 149)

Momus was the god of satire in the classical world, and Bruno claims that Momus’ role in the 

celestial court of Jove in Lo Spaccio is similar to the Fool or court jester in an earthly court: “where 

each (jester) offers to the ear of his Prince more truths about his estate than the rest of the court 

together; inducing many who fear to say things openly to speak as if in a game, and in that way to 

change the course of events.” (Gatti 2011: 149) Speaking “as if in a game”, including the Hermetic 

need and practice to use enigma, riddles, or allegory in order to hide a calculated message, can be 

seen as of course, Hamlet’s “antic disposition”, but also, more broadly, in my reading, as the whole 

play itself, which is an allegory, or a mind tool.

Gatti also sees the Brunian art of memory at work in Hamlet, first as a function of the Ghost’s 

insistence that Hamlet “remember” him, and then in the “eternalizing” of Claudius’ murderous act in 

the play-within-the play that Claudius must watch. (Gatti 1989: 153). Gatti concludes that, “(Hamlet) 

as a whole becomes a complex memory system, chronicling the times and thus eternalizing their acts, 

submitting them to the eye of absolute justice and eternal truth.” (Gatti 1989: 153) 

Gatti points out that it is Mercury, a god traditionally associated with rhetoric, who in Lo 

Spaccio is connected with ‘eternalizing acts in memory’: “to Mercury, the gods gave the task of 

ascertaining the vicissitudes of time down to the barest minimums and also of recording those 

vicissitudes in the tables of memory.” (Gatti, 1989: 162) Hamlet, alone on stage after the Ghost has 

disclosed that he has been murdered by his brother, also resolves to “set it down” on “tables”:

Remember thee!

Ay, thou poor ghost , whiles memory holds a seat

In this distracted globe. Remember thee!

Yea, from the table of my memory

I’ll wipe away all trivial fond records,

All saws of books, all forms, all pressures past

That youth and observation copied there.

And thy commandment all alone shall live

Within the book and volume of my brain,

Unmix’d with baser matter. Yes , by heaven!

O most pernicious woman!

O villain, villain, smiling damned villan!
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My tables----meet it is I set it down. (I.v.95-107)

Although Yates visualizes the “celestial” and “subcelestial” levels of the Shakespearean stage 

as functions of the art of memory, (and as possibly implying that the art of memory was more 

broadly at work in Shakespeare’s plays), and although Gatti actually asserts that Hamlet is “a 

complex memory system”, both scholars were unable to record further details. Yet if we combine 

their analytical strategies and then apply them to Romeo and Juliet, we arrive at the thesis that I have 

previously published: the lovers’ scenes delineate an interaction between the celestial (Juliet) and the 

subcelestial (man, or Romeo), in a “complex memory system” recording the “vicissitudes” mankind 

would face over time in a long interaction with sun and coal, with these vicissitudes then recorded “in 

their very barest minimums”, the turning points from one type of energy to the other, without details. 

II. Who is the Sun Figure in Hamlet?

The opening scene with the “castle ramparts open to the sky” invites us to wonder if the 

character most closely associated with this location, namely the Ghost of Hamlet’s father, may, like 

Juliet, have a hidden identity in Yates’ “celestial” sphere of action. 

Hamlet twice refers to his father as “Hyperion”, who is associated with the sun in ancient 

mythology and who is sometimes called a “sun god” (Evans 1974: 1145). Hyperion was called the 

“Lord of Light” and the “Titan of the east”, and was referred to in early mythological writings as “Sun 

high one” (Helios-Hyperion). In Homer’s Odyssey, Hesiod’s Theogony, and the Homeric Hymn to 

Demeter, the sun is called (once in each work) “Hyperionides”, or ‘the son of Hyperion’.

The two “Hyperion” passages in Hamlet show striking similarities: they are both scathing 

comparisons between the old king and the new king Claudius. In both, Hamlet expresses 

bewilderment and rage that Gertrude should settle for the inferior one:

…That it should come to this!

But two months dead, nay, not so much, not two

So excellent a king, that was to this 

Hyperion to a satyr, so loving to my mother

That he might not beteem the winds of heaven

Visit her face too roughly. Heaven and earth,

Must I remember?  (I.ii.137-142) 

The second occasion of the word “Hyperion” in the play occurs in Hamlet’s long scene with 

Gertrude:

Look here upon this picture, and on this,

The counterfeit presentment of two brothers.

See what a grace was seated on this brow:
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Hyperion’s curls, the front of Jove himself,

An eye like Mars, to threaten and command,

A station like the herald Mercury

New lighted on a heaven-kissing hill….

This was your husband. Look you now what follows:

Here is your husband, like a mildewed ear,

Blasting his wholesome brother. (III.iv.53-59; 63-65)

The word “heaven” appears together with the image of Hyperion, enhancing the idea of height 

and the sky, the celestial level, and therefore the sun. Speculating, but not wildly, we can say that the 

dead king may be the “dead” sun economy. By 1603, England’s primary fuel was no longer wood 

(i.e: driven by the sun), but coal. (Freese 2003: 33) The sun economy, like Hamlet’s father, had been 

usurped by another.

The allegory becomes clearer: When Hamlet makes the exclamation “Heaven and earth” in the 

first quotation, it is possible, because of the construction of the poetry, to draw a parallel between 

the relationship of his father to his mother. (Heaven=Hyperion=Father); (Earth=Mother). In the 

allegorical world of Hamlet, the relationships reveal that Gertrude, the mother, is the (“earth”----

here the receiver of sustenance and wherewithal from the Heavens, the sky); also we can add to this 

idea the notion of earth as English society having to choose the expedient fuel, coal, represented by 

Claudius in the “memory system” or allegory.

Furthermore, a speech by Horatio preceding the second entrance of the Ghost indirectly sets up 

and introduces the Ghost’s celestial significance and function in the play:

A mote it is to trouble the mind’s eye

In the most high and palmy state of Rome,

A little ere the mightiest Julius,

The graves stood (tenantless) and the sheeted dead

Did squeak and gibber in the Roman streets.

As stars with trains of fire, and dews of blood,

Disasters in the sun; and the moist star

Upon whose influence Neptune’s empire stands

Was sick almost to doomsday with eclipse.

And even the like precurse of fear’d events,

As harbingers preceding still the fates

And prologue the omen coming on,

Have heaven and earth together demonstrated

Unto our climatures and countrymen. (I.i.112-125)

    Enter Ghost
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Therefore, the celestially-linked situation in “high” Rome elevates the prosaic political situation, 

made disastrous by the loss of the old King, into the noble Antique sphere and “eternalizes” it 

through allegory. This mirrors the aim of Hamlet to do precisely the same thing: to link England’s 

fuel situation to the eternal cosmic dimension and have its main figures represent, in allegory, a 

celestial situation.

Moreover, many words in this monologue, in homage to the philosopher, recall the historical 

particulars of Giordano’s Bruno’s 1600 execution: the location in “Rome”, “stars with trains of fire” 

recall Bruno’s astronomical theory that the sun was an ordinary star and that stars themselves were 

not ‘’pure’ fire, but materially the same as the rest of the cosmos; the “sheeted dead” in the Roman 

streets may be seen as an allusion to the public execution of Bruno on February 17, 1600, while 

“Disasters in the sun” may ironically reference the radical heliocentric ideas of Bruno. The eclipse 

may be referring to a lunar eclipse of January 30, 1600, visible from both England and Italy, while 

the “mightiest Julius”, Julius Caesar, was assassinated in Rome at Pompey’s Theater, which is in 

very close proximity (250 meters, using Google Map) to the Campo dei Fiori, the scene of Bruno’s 

execution. Moreover, Hamlet is thought to have been completed by 1601, a year after Bruno’s death. 

III. The Arrival of the Players

Where can we fit Prince Hamlet himself into the allegory? Hamlet is interested in staging and 

writing plays that, as he puts it, show “the very age and body of the time his form and pressure”. (III.

ii.23)  Notably, Hamlet writes deviously and hides critical messages, such as the letter commanding 

the execution of Rosencrantz and Guildenstern. (“folding the writ up in the form of the other…the 

changeling never known.” (V.ii.51-3)) Hamlet, a fighter and a writer, must be Shakespeare. If we 

follow Gatti’s analysis of what she calls “the Brunian core” (Gatti 1989: 139) (basically Act II scene 

ii) of Hamlet, we can even peer very specifically into the intellectual initiation of the playwright. It is 

important to understand which book Hamlet is in all likelihood reading:

Polonius: …What do you read, my lord?

Hamlet: Words, words, words.

Polonius: What is the matter, my lord?

Hamlet: Between who?

Polonius: I mean the matter that you read, my lord.

Hamlet: Slanders, sir; for the satirical old rogue says here that old men have grey 

beards, that their faces are wrinkled, their eyes are purging thick amber and plum-

tree gum, and that they have a plentiful lack of wit, together with most weak hams; all 

which, sir, though I most powerfully and potently believe, yet I hold it not honesty to 

have it thus set down….(II.ii. 191-202)
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Gatti and many others have noted the strong echoes in the above with one passage from 

Dialogue I of Lo Spaccio: 

Look, my body is wrinkling and my brain getting damper: I’ve started to get arthritis 

and my teeth are going; my flesh gets darker and my hair is going grey; my eyelids are 

going slack and my sight gets fainter; my breath comes less easily and my cough gets 

stronger; my hams get weaker and I walk less securely. (Bruno, quoted in Gatti 1989: 

142)

Hamlet’s description of this book as “slanders” can be an ironical reference to the fact that Lo 

Spaccio was the only work of Bruno’s singled out by name by the Roman Inquisition. Hamlet’s 

phrase “the satirical rogue” also points to Bruno, executed for heresy, and Bruno’s dialogues exhibit 

many witty elements. 

Allegorized as Hamlet reading a book, Shakespeare’s initiation into Bruno’s ideas, then his 

application of them to what Yates calls “the miseries of the age”--- explains how Shakespeare 

undertakes to channel his problem with his coal-hungry society.

Shakespeare allegorizes his own sense of distance as Hamlet’s “antic disposition”, particularly 

vivid in the scene with Polonius, (part of this “Brunian nucleus”) where the hero cannot communicate 

on open-handed terms with the people at the court. He scorns them, mocks them, and of course 

they are variously corrupt, stupid and criminal--- but the results of the “antic disposition” are also 

detrimental psychologically to Hamlet himself. His way out of this personal crisiswill be to stage 

a play. To understand the autobiographical aspects of Shakespeare’s life as a dramatist—how he 

saw his professional role---and how these are allegorized in Hamlet, the act of staging a play is very 

important. Gatti notes that the nucleus of the “Brunian core” of Hamlet “begins with Polonius’s 

reading of Hamlet’s letter and covers the whole of the hero’s own presence on the stage in this scene 

from his entrance ‘reading a book’ until the arrival of the players.” (Gatti 1989: 139) (my emphasis)

As the players enter and Hamlet turns away from Polonius, Hamlet addresses the players in a 

warm greeting and at the same time, he instantly stops being sarcastic, scornful, and alienated:

Hamlet: You are welcome, masters, welcome all. I am glad to see thee well. Welcome, 

good friends. O! Old friend! Why, thy face is valenc’d since I saw thee last; com’st 

thou to beard me in Denmark? What, my young lady and mistress! By ‘ lady, your 

ladyship is nearer to heaven than when I saw you last, by the altitude of a chopine. 

Pray God, your voice, like a piece of uncurrent gold, be not crack’d within the ring. 

Masters, you are all welcome. We’ll e’en to it like French falc’ners---fly at anything 

we see; we’ll have a speech straight. Come, give us a taste of your quality, come, a 

passionate speech. (II. ii. 421-432)

Hamlet’s antic disposition has fallen away, if only for a while. The greeting gives Shakespeare the 

perfect dramatic logic to vary the vocabulary wildly as Hamlet turns from player to player: but I 
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suggest that the important (italicized) words are so unexpected in such a setting, and give a jangling, 

startling impression that they could stick out in the subconscious and form, with Hermetic intentions 

and effects, a subtle web of meaning that forms a mental image of the sun.

 Dramatic performance and utterance, relying on the moment and on emergent apprehension, 

on sound, on the way the brain relates the meanings of the words to each other yet processes them 

instantly in turn, is the perfect medium to give these unexpected words prominence. The technique 

ensures that this moment of Hamlet’s new identity as a sun figure would be only subconsciously 

apprehended. The effect would be a bit mystical or subliminal, and indeed, others have noted a 

“numinous aura around” Hamlet (de Santillana and Von Duchend 1977: 1). But Hamlet’s words 

recall the altitude of the sun, a golden round thing, something familiar (old friend), a falcon (a bird 

that flies high, associated with the ancient Egyptian sun god Horus; Renaissance Hermetics were well 

versed in Egyptian mystical religious lore). “Pray” and “god” recall the former sacred dimension of 

the sun in Europe. 

This ‘secretive’ interpretive methodology may seem unusual, but noted Shakespeare critic 

Stephen Booth urges Shakespeare scholars to:

pay attention to the ‘ideational static’ generated in Shakespeare’s plays, by 

substantively insignificant, substantively inadmissible, substantively accidental 

linguistic configurations-----configurations in which lurk topics foreign to the sentences 

in which we hear them”. (Booth, quoted in Rosenbaum 2006: 456-7) (my emphasis) 

Shakespeare, aware that drama had its historical origins in festive seasonal rituals and religious 

ceremonies which paid homage to the sun, seems to have decided to continue the tradition. His secret 

devotionalso likely became a spiritual mission. The idea, again, is Brunian: the sun is not a god, but 

God is present in the sun (and all things); therefore the sun partakes of the divine: “The Spirit above 

everything is God, the Spirit implanted in things is Nature-----Mens super omnia Deus est, mens 

insita in rebis Natura “. (Bruno, quoted in Michel 1962: 115)

In Shakespeare’s creative application of verbal and linguistic techniques and patterns that are 

intentionally devised to escape conscious notice, he is again also following principles that Bruno, a 

(Renaissance magus, as Yates calls him repeatedly), laid out: 

…natural magic, for which Bruno shows more than tolerance……causes God to act on 

everything through the intermediary of the soul; whence it follows that the ‘forces’ are 

concealed in the womb of matter, and that is it neither impossible to recognize them, 

nor impious to utilize them or to try to utilize them to the profit of man” (Michel 1962: 

115). 
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IV. Coal in Hamlet, Secretly Inscribed 

Once the secret sun-coal opposition is recognized, the Hermetic references to coal in Hamlet 

are relatively easy to spot. Notably, one passage, a kind of insolent retort to Gertrude, both disguises 

its references to coal while expanding on coal’s ill effects. Following hermetic principles of allegory 

and secrecy (since “a hermetist was someone who guarded a mystery that obliged him to secrecy” 

(Ebeling 2007: 103)) the reference to coal is preceded by 10 lines by Hamlet’s line, “I am too much 

in the sun”, hinting at his ‘solar’ leanings. Hamlet’s retort to Gertrude subtly alludes to the coal 

soot that covered clothes and other fabrics, as well as the health effects (watery eyes, coughing) of 

breathing coal smoke:

Hamlet: Seems, madam? Nay, it is, I know not “seems”.

‘Tis not alone my inky cloak, good mother,

Nor customary suits of solemn black,

Nor windy suspiration of forc’d breath,

No, nor the fruitful river in the eye,

Nor the dejected havior of the visage,

Together with all forms, moods, shapes of grief,

That can denote me truly. These indeed seem,

For they are actions that a man might play,

But I have within that passes show,

These but the trappings and the suits of woe. (I.ii.76-86)

The ideological stance of the playwright is framed in allegory: people in Elizabethan society 

mainly carried on as well as they could as the sun economy was dismantled and replaced by a faster-

paced and capital-intensive coal-based economy. “The transition (of London) from a wood-burning 

city to one that relied largely on imported coal had far-reaching consequences.” (Brimblecombe 

1987: 33) 

By commenting on “that within which passes show”, Shakespeare is calling attention to the 

systemic material necessity of humans to use this resource. Brimblecombe notes a “significant 

modification in attitudes” (1987: 34) towards (accepting) coal in the late sixteenth and early 

seventeenth centuries as the “rapidly rising domestic consumption” (1987: 34) of coal was 

necessitated by economic pressures.

 Other secretive references to coal in Hamlet, especially to its smell, are found in speeches 

matching the secret allegorical role of the character voicing them, and also that convey the negative 

or salient qualities of coal smoke in an undercover way. Claudius, the coal economy, usurper of the 

old sun economy begins his famous angst-ridden monologue in Act III with: “O, my offense is rank, 

it smells to high heaven” (III, iii, 34) and ends with his address to himself: “O bosom black as death!/
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O limed soul, that struggling to be free art more engag’d.” (III, iii, 67-68) Black describes the color 

of coal and coal smoke. “Lime” was a substance particularly associated with coal (since coal fueled 

lime kilns), while the struggle to produce more coal was engaging the British more and more in the 

necessity to produce even more. The anxiety of a society pushed by systemic factors to use the new 

fuel resource is depicted fairly and rather sympathetically.

Hamlet later complains about “a foul and pestilent congregation of vapors” in another 

monologue, where, again, he notes his sadness:

I have of late----but wherefore I know not----lost all my mirth, foregone all custom of 

exercises; and indeed it goes so heavily with my disposition that this goodly frame, the 

earth, seems to me a sterile promontory; this most excellent canopy, the air, look you, 

this brave o’erhanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire, why, it 

appeareth nothing to me but a foul and pestilent congregation of vapors. What a piece 

of work is man….and yet to me, what is this quintessence of dust? Man delights not 

me---nor woman neither, though by your smiling you seem to say so. (II, ii, 295)

The “roof fretted with golden fire” recalls the sun shining in the sky, but its beauty cannot be 

appreciated because of a “foul and pestilent congregation of vapors”. Gatti makes the point that 

“quintessence of dust” is a reference to Bruno’s rejection of the Aristotelian idea that a “quintessential” 

element, materially totally, was to be found beyond the elemental spheres in the sky. (Gatti 1989: 

149)  Hamlet’s satirical lines bemoan man’s position as “dust”, recalling again (“pestilent vapors”) 

pollution, perhaps also the Biblical reference to people as “dust to dust” (Genesis 3:19) and linking 

these also to Aristotle’s idea of the “quintessence”, and therefore, in microcosmic form, Aristotle’s 

ideas and coal are subtly associated with Christianity, a subtle religious critique. 

Incidentally, Gatti identifies a “provocative” Brunian conception of “the Christ figure” as an 

“oppressive historical function” in Lo Spaccio, and she wonders if Hamlet “can be subjected to 

such a militantly anti-Christian interpretation”. (Gatti 1989: 157). Elsewhere, Gatti sees Bruno’s 

philosophy as having positively “no room for revealed religions of any kind” (Gatti 2011: 318) 

principally based on his conception of a universe in a state of “never-ending flux”. (Gatti 2011: 319) 

Thus Brunian vicissitudes, which are in opposition to Aristotelian “quintessence”, a supposedly 

eternally unchanging and perfect substance that Hamlet here sarcastically links with pollution 

(“quintessence of dust”) are subtly championed. 

In Hamlet, there is another line--“extorted treasure in the womb of the earth”--- that can be seen 

to refer directly to coal mining:

Enter Ghost

Horatio: But soft, behold! Lo where it comes again!

I’ll cross it though it blast me. Stay, illusion!

If thou hast any sound or use of voice,
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Speak to me.

If there be any good thing to be done

That may to thee do ease, and grace to me,

Speak to me.

If thou art privy to thy country’s fate,

Which happily foreknowing may avoid,

O speak!

Of if thou hast uphoarded in thy life

Extorted treasure in the womb of earth,

For which, they say, your spirits often walk in death,

Speak of it, stay and speak! (I.ii.126-37)

Horatio has guessed wrong, of course: it is not the Ghost who has “uphoarded extorted treasure 

in the womb of the earth”, but by mentioning this activity and linking it with the Ghost’s hauntings 

(indeed the Ghost has ‘died’ because of coal)---- “For which, they say, your spirits often walk in 

death”-----here Shakespeare gets closer than usual in Hamlet to condemning coal directly. The 

word “mines” actually appears later when Hamlet says (speaking metaphorically of his revenge on 

Rosencrantz and Guildenstern, the paid spies of Claudius, and therefore associated with him): 

For ‘tis the sport to have the engineer

Hoist with his own petar, an’t shall go hard

But I will delve one yard below their mines,

And blow them to the moon. (III.iv. 208-9) (emphasis mine)

Not surprisingly, then, linking “coal” with “death” imagery seems to be relatively common 

in Shakespeare’s works. Shakespeare uses the word “coals” 32 times in all his works and there is 

something sinister about the majority of its associations, even when it is just used as a simile for its 

color or its fire. The word “coal” is repeatedly placed near words that express death, war, destruction 

and filth:

From 2 King Henry VI:

O war, thou son of hell

Whom angry heavens do make their minister,

Throw in the frozen bosoms of our part

Hot coals of vengeance!   (V.iii.33-36)

From King John: 

Your breath first kindled the dead coal of wars… (V.ii.83-4)

From The Rape of Lucrece:

His honor, his affairs, his friends, his state,

Neglected all, with swift intent he goes
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To quench the coal which in his liver glows. (45-7)

……………

“The crow may bathe his coal-black wings in mire,

And unperceiv’d fly with the filth away…(1009-10)

………………………

And dying eyes gleam’d forth their ashy lights,

Like dying coals burnt out in tedious nights (1378-9)

From The Winter’s Tale:

And all eyes else dead coals! Fear thou no wife:

I’ll have no wife, Paulina. (V.i.68-70)

(Considerations of space prevent me from adding more examples, though many exist.) 

An interesting Hermetic aspect of Shakespeare’s use of the word “coals” is that this word does 

not appear once in King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth, some of his most famous tragedies, 

making it probably a deliberate excision. 

V. Heliocentrism and Coal

In Hamlet, the word “heaven”, which appears 46 times in the play, is important not just for 

its moral connotations of God and angels or the issue of the sun economy versus coal, but also 

because the word “heaven”, as sky, firmament, or celestial space, also denotes the issue of competing 

cosmologies, a scientific question that still had not been settled in Europe in 1600. 

Claudius’ line “O, my offense is rank, it smells to heaven” (III.iii.36), not only secretly 

references coal, but also points to the inappropriate dealings Claudius, usurper of the sun economy, 

has with “heaven”. While Claudius’ most important secret association is with the coal economy, 

Shakespeare also wishes to show that heliocentrism (that is to say a scientific basis) is the reason 

for the falseness of Claudius. Therefore it is interesting that Professor of Astronomy Emeritus Peter 

Usher, sees Claudius’ name as a reference to Claudius Ptolomey, whose Almagest (140 A.D) set 

forth the geocentric model of the cosmos. (Usher 1999: 6) Usher’s main thesis, is that Hamlet may 

be an allegory that affirms the Copernican model of the universe.

Usher makes a strong case that Claudius, who uses the word “retrograde” (I.ii.114) and who is 

on stage when Polonius says “I will find where truth is hid, though it were hid within the centre” (II.

ii.157-9) is associated with Claudius Ptolemy’s geocentric model, unchallenged for 1300 years, that 

posited the planets and the sun turning in epicycles (to account for retrograde motion) that looked 

like a series of wheels around a fixed Earth in the center of the universe. Usher’s most interesting 

idea concerns the Ptolemaic echoes in Rosencrantz’s speech to Claudius about a king being similar 

to a “wheel” and finds the “wheel” imagery very significant in this speech:
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The cess of majesty 

Dies not alone, but like a gulf doth draw

What’s near with it. Or it is a massy wheel

Fix’d on the summit of the highest mount,

To whose huge spokes ten-thousand lesser things

Are mortis’d and adjoin’d, which when it falls, 

Each small annexment, petty consequence,

Attends the boist’rous ruin. Never alone

Did the King sigh, but with a general groan. (III.ii.15-23)

Although Usher is correct to note the geocentric imagery attached to Claudius, and the 

significance of his name, he does not put Bruno into the picture, and so misses the significance of 

the heliocentric references he uncovers. This is to say that, as coal energy, Claudius also denotes a 

type of falsity, a related error in cosmological thinking, since heliocentrism affirms and validates the 

structural resilience of the sun economy.

Shakespeare mainly used the heliocentric ideas of Giordano Bruno, a systemic view, in line 

with the way that Bruno scholar Ingrid Rowland characterizes Bruno’s ideas as “the forest itself” 

(Rowland 2008: 109), a cosmic ecosystem of ultimate generative inputs, not merely Copernicus’ 

narrower mathematical calculations. In the new infinite and radically centerless universe that Bruno 

posited, the earth depends totally on the sun. Bruno’s Lo Spaccio, the very book Gatti convincingly 

asserts is in Hamlet’s hands, starts off with:

He is blind who does not see the sun, foolish who does not recognize it, ungrateful 

who is not thankful unto it, since so great is the light, so great the good, so great the 

benefit, through which it glows, through which it excels, through which it serves, the 

teacher of the senses, the father of substances, the author of life. (Bruno, 1584: 69)

In particular, the “father of substances” and “the author of life” shows Bruno’s awareness 

of the sun’s role in generating the material to support life on earth. Bruno looked beyond just the 

Copernican mechanics:

The Earth, in the infinite universe, is not at the center, 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 light and heat, and accept its law. (Bruno, quoted in Michel, 1962: 

181)

Bruno’s “new” cosmology was also, of course “old” in the sense that heliocentrism had already 

been proposed by the Greek astronomer Aristarchus of Samos, in the third century B.C. , while other 

ideas Bruno included in his cosmology can also be seen, at least in nascent forms, in arrangements 

put forth by other ancient Greek thinkers. 
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More broadly, and Shakespeare, in touch with many old texts, probably was sensitive to it: 

ancient myths and legends had often addressed astronomy and celestial phenomena. The Danish 

Saxo Grammaticus’ 12th century 16-book Gesta Danorum, a heroic history of the Danes, is from a 

collection of “written and oral legends that reached back centuries before him”. (Greenblatt 296) 

One story, Amleth, in Gesta Danorum is a major source for Hamlet, and the legend from which Saxo 

derived Amleth was the Norse myth Amlhodi:

Amlhodi was identified, in the crude and vivid imagery of the Norse, by ownership of 

a fabled mill which, in his own time, ground out peace and plenty. Later, in decaying 

times, it ground out salt, and now, finally, having landed at the bottom of the sea, it 

is grinding rock and sand, creating a vast whirlpool, the Maelstrom….This imagery 

stands, as the evidence develops, for an astronomical process, the secular shifting of 

the sun through the signs of the zodiac which determines world-ages, each numbering 

thousands of years. (De Santillana and Von Dechend 1977: 2)

Gatti also notes that both Bruno’s Cena delle Ceneri and Hamlet, demonstrate a “concern with 

deciphering the language of a new and larger cosmos” (Gatti 1989: xi). These cosmological concerns 

and ideas are intrinsic to Hamlet, but what has been missing is how Hamlet is a demonstration of 

Bruno’s ideas and their impact on Shakespeare.

 Bruno first presented his astronomical ideas in three dialogues: La Cena de la ceneri, De la 

causa, principio et uno. and De l’infinito universe et mondi , and all were written in Italian during 

his stay in England and published in England from the latter half of 1584 through 1585. Shakespeare 

would have been about 20 at the time. A printer in London named Thomas Vautrollier, a Protestant 

refugee from Paris, employed an apprentice named Richard Field, a man from Stratford-upon-Avon 

whose father worked with Shakespeare’s father. Vautrollier published several of Bruno’s works and 

it is possible that Shakespeare had access to them through Field. (Greenblatt 2004: 193)

VI. Ophelia in the Allegory
 

Bruno’s art of memory, which “brought heaven down to earth by capturing sublime ideas in 

physical form” (Rowland 2008: 122), was a product of his belief in a cosmic unity. “When you 

conform yourself to the celestial forms, ‘you will arrive from the confused plurality of things at the 

underlying unity’…..for when the parts of the universal species are not considered separately but in 

relation to their underlying order-----what is there that we may not understand, memorise and do?” 

(Bruno, quoted in Yates 1964: 219) More technically, Bruno’s art of memory has been described as 

“modeling”:

Bruno describes the practice of artificial memory as “clever application of thought” to 

“presenting, modeling, noting, or indicating in the likeness of painting or writing, ir 
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order to express or signify”….. the art of memory isolated individual sense perceptions 

from the stream of consciousness and endowed these perceptions with special 

characteristics that transformed them into thoughts; the thoughts then singled out for 

attention could then 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---by focusing the chaos of imagination”. (Rowland 2008: 123) 

Bruno’s art of memory is the background from which sprang Shakespeare’s cosmic allegories. 

If so, then who is ‘the fair Ophelia’, Hamlet’s major romantic interest within the allegory? 

Through the strings of dialogue spoken by Ophelia or addressed to her, we see clusters of 

flower and plant names again and again. In addition, her name (original in Hamlet and not found in 

the major sources for the play) can be broken down into two parts: “of Helios”, of the sun. Ophelia 

represents wild, blooming, and gorgeous nature: meadows of wildflowers, green woods replete with 

beneficial herbs, gifts directly from the sun. 

When we first see Ophelia (first impressions and first lines in Shakespeare are immensely 

important), her brother, Laertes, is lecturing her heavy-handedly. Hamlet’s love, warns Laertes, is 

just a fleeting spring flower:

For Hamlet, and the trifling of his favor,

Hold it a fashion and a toy in blood,

A violet in the youth of primy nature,

Forward, not permanent, sweet, not lasting (I.ii.5-8) (my emphasis)

Thirty five lines later, he is still speaking along these general lines, although in the later lines, 

the plant is not given a name, and is instead (of being a metaphor for fleeting love) now a metaphor 

for a young woman who has too hastily yielded her sexual favors:

Virtue itself scapes not calumnious strokes.

The canker galls the infants of the spring

Too oft before their buttons be disclos’d,

And in the morn and liquid dew of youth

Contagious blastments are most imminent. (I.iii.38-42)

By shifting the plant image to the woman, the plant image is subtly imposed onto Ophelia, to 

whom the lecture is addressed.

Of course, Laertes’ fears are exactly and ironically realized: Ophelia dies in her youth, but 

not because she inappropriately yields her sexual favors to Hamlet. Green nature must yield to the 

new economy based on capitalism and the use of coal. Ophelia, like the frail violet in the image is 

“not lasting”. But the second metaphor Laertes resorts to, the image of the canker, the contagious 

blastments, comes critically nearer to the issue of coal smoke and the subsequent condition of plants 

and flowers in London at the time.
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Ophelia’s ‘tragedy’ is that as the coal economy took hold, meadows were increasingly enclosed 

and used for sheep farming or more intensive crop production. Furthermore, an Elizabethan 

“construction boom” (Weimann 1978: 164) ensured that many woods and dales became places for 

buildings and small workshop-factories: for example, the number of furnaces for iron production 

tripled, and “moneyed landlords enclosed the commons” (Weimann 1978: 165) for more intensive 

for-profit agriculture, not communal sustenance. Plants were also extensively damaged by coal 

smoke in London. Sulfur dioxide, a volatile product of coal combustion, was to blame for the damage 

to plants:

It does seem that vegetation is injured by gaseous sulphur dioxide directly…..(a)

t higher concentrations the leaf can no longer cope with the amount of pollutant, the 

cells of the mesophyll collapse….. (Brimblecomb 1987: 69)

Actually, Ophelia will succumb to an early death, a bud withering on the vine, in a precise and 

eerie fulfillment of Laertes’ metaphor. But her life expires rather by her being exploited by Polonius 

(set up as a trap to get Hamlet to divulge his secrets), by being rejected by Hamlet (who feels his 

duty is to avenge his father’s murder), and finally be being grief-stricken by the death of her father. I 

will show that each of these blows to Ophelia’s sanity are caused (or shown to be caused) ultimately 

by Claudius.

It is one of the interesting mysteries of Hamlet that when Polonius devises the plot to “loose 

(Ophelia) to (Hamlet)” (II.ii.162) in order to spy on him, Hamlet is not present to overhear this 

idea, yet he soon thereafter makes this comment (seemingly mad) to Polonius: “O Jephthah, judge 

of Israel, what a treasure hadst thou!” (II.ii.402). (In Judges 11, we read that Jephthah, although 

reluctantly, sacrificed his daughter to God by burning her alive.) Does Hamlet mean to insinuate, 

though he does not know of Polonius’ plot to hide while Ophelia chats with Hamlet, that Polonius 

will similarly and cruelly sacrifice his daughter? To investigate, it would be good to read the whole 

exchange:

Hamlet: O Jephthah, judge of Israel, what a treasure hadst thou!

Pol.: What a treasure had he, my lord?

Hamlet: Why---“One fair daughter, and no more

  The which he loved passing well.”

Pol.: (aside) Still on my daughter.

Hamlet: Am I not i’ the right, old Jephthah?

Pol.: If you call me Jephthah, my lord, I have a daughter that I love passing well.

Hamlet: Nay that follows not.

Pol.: What follows then, my lord? (II.ii.402-414)

Although Hamlet technically does not know about Polonius’ idea to use Ophelia as a device to 

ferret out information, yet, from the exchange above, it almost seems as though he does know about 
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it. The whole issue of what Hamlet means here becomes another occurrence of ‘ideational static used 

to indicate the presence of something subtle, vital and urgent. But what? 

The “Jephthah” passage immediately precedes the hugely significant passage of magic when 

Hamlet assumes the mantle of a new “sun figure” in his greetings to the players. In fact, the “Jephthah” 

passage is interrupted by the entrance of the players:

Pol.: What follows then, my Lord?

Hamlet: Why----

“As by lot, God wot,” and then, you know, “It came to pass and most like it was”-----

The first row of the pious chanson will show you more, for look where my abridgement 

comes.

Enter the PLAYERS, (four or five)   II.ii.414-421)

By showing Hamlet becoming a sun figure immediately after talking to Polonius about his 

daughter, we can see that Hamlet’s need to become a sun figure is born from the cloaked but urgent 

message transmitted in the “Jephthah” exchange in the form of a riddle, “as if in a game” . Ophelia 

will also, in effect,be sacrificed..

One prophetic note could be fruitfully examined here, and that is the hint from Hamlet, a 

reference to the ballad (Hamlet calls it “the pious chanson” (II.ii.419)) “Jephthah, Judge of Israel”. 

Hamlet sings, though with a few interruptions, almost all the first stanza of this ballad, ending with 

“It came to pass, as most like it was”. Then he directs Polonius to examine the rest of the song by 

himself: “the first row of the pious chanson will show you more” (II.ii.419-20). (“Row” here means 

“stanza” (Evans 1974: 1157)) and there is only one line left in this stanza that he has not sung. The 

line after “It came to pass..” is:: “Great warres there should be and who should be the king but he ?” 

Shakespeare probably intended something definite with this clue, and was predicting a long series 

of political struggles (“warres”) born from the victor’s need to constantly use, produce and consume 

fossil fuels.

Although he understands her plight, Hamlet cannot save Ophelia.. Shakespeare functioned 

totally within the city and wrote his complex plays not to save Elizabethan nature, but in order to be 

deciphered one day.

Ophelia goes mad after her father dies and then she drowns herself. The scenes of madness and 

the lines narrating her death are another litany of plants and flowers, nearly an entropic explosion of 

botanical words.

In addition, the mad Ophelia sings folk music, with rural scenes of simpler times and ‘nonsense’ 

(“cockle hat”, “sweet Robin”, “hey nonny, nonny”). Her song snippets and nonsense verse recall the 

elements of the disappearing rural folk culture. To subtly underscore the passing of the old culture of 

the sun economy, Ophelia sings: “Quoth she, ‘Before you tumbled me/You promis’d me to wed/ So 

would I ‘a’ done, by yonder sun/And thou hadst not come to my bed” (IV.v.63-6) To swear by the 
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sun is insist that the sun has authority. But that authority is now finished. Only the ‘mad’ and fools 

may discuss it----and in fact, Hamlet’s antic disposition (a kind of calculated madness) and his own 

play-within-a-play (ficton, therefore related to fools or paid entertainers, or “as if in a game”) also 

license him to speak of this banned topic. Hamlet as a whole, another fictional representation, also 

“as if in a game”, through its micro/macrocosmic structure, then participates in the same project---an 

amazing, daring and calculated act.

Who ultimately is to blame for Ophelia’s death? Polonius? Laertes? Claudius? One clue---the 

important “wheel” image, again---- comes in her “mad” ranting: 

You must sing, “A-down, a-down,” and you call him a-down-a. O how the wheel 

becomes it! It is the false steward that stole his master’s daughter. (IV.v.171-3)

The daughter, Ophelia has been “stolen away” by a “false steward”. Shakespeare ingeniously 

plays with different meanings of the word “steward” here: 1)someone who is paid to attend to 

provisioning a household or 2)someone who is entrusted to take care of the well-being of another 

entity. Claudius, as a king, is therefore a steward of his kingdom----but he is a false steward. The 

interesting use of the word “wheel” in “oh how the wheel becomes it” connects with the previous 

“wheel” imagery associated strongly with Claudius; (Rosencrantz: “The cess of majesty ….Or it is a 

massy wheel…” (III.iii.15-18)). 

It is Claudius (with the word “it” in “oh how the wheel becomes it” referring to the inhuman 

entity coal) who is ultimately responsible for the death of Polonius, and also Ophelia. Polonius, a 

pedant modeled on the erring pedant (with the similar name “Polinnio”) in Bruno’s Dialoghi italiani 

and a “cultural prop of the new King’s Court” (Gatti 1989: 131), is as much a victim of the new coal 

economy and its ‘falseness’ as the others are. Claudius is the real villain.

VII. Conclusion: the Wheel

The word “wheel” is used only thrice in Hamlet. The image first appears in the First Player’s 

speech:

Out, out, thou strumpet Fortune! All you gods,

In general synod take away her power!

Break all the spokes and fellies from her wheel,

And bowl the round nave down the hill of heaven

As low as to the fiends!” (II.ii.493-7)

The rigid spokes of the “wheel fix’d” in the speech to Claudius bespeak the fragility of the 

wheel to which he is compared, which collapses in a “boisterous ruin” (III.iii.22). This rigid wheel, 

a powerful entity that completely gives way, can be paired with another calamitous and collapsing 

wheel, that of the Goddess Fortune in the First Player’s speech above. The wheel associated with 
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Claudius shares the same archaic and broken aspects, and becomes another failure that needs to be 

rethought. Its fixed center, which cracks and bursts when under pressure, exposes its vulnerability. 

For Shakespeare, Bruno’s concept of “vicissitudes”, material reality subject over time to 

perpetual change, with no fixed center, “a process of never-ending flux” (Gatti 2011: 319) was a 

better way, for it is certainly not Claudius, but only Hamlet who is subtle, intelligent and flexible 

enough to accept, recognize, and negotiate vicissitudes, shocking and amazing though they appear. 

This happens most clearly in the iconic scene in Act V, when he comes to understand that the skull 

he holds in his hands belongs to a man he once loved and has kissed: “Alas, poor Yorick!” (V.i.183)  

Returning to the Amlhodi’s mill (a round millstone with an axis to turn on) monomyth in its 

many forms (the millstone generally falls off its axle, symbolizing the precession of the equinoxes, 

a cycle of 25,920 years), we learn that this story tells of “a catastrophe (that) cleans out the past” 

(De Santillana and Von Duchend 1977: 141). “What actually comes to an end is (not the world but) 

a world, in the sense of a world-age”. (De Santillana and Von Duchend 1977: 141) (my emphasis). 

Through a source with a profound, cosmic and mythical background, Shakespeare could subtly allude 

not just to the sky and therefore to Bruno’s heliocentrism, but also to the possibility of old world ages 

naturally falling away and new world ages naturally emerging. Bruno’s notion of “vicissitudes”, also 

connected to material nature and the cosmos, does not refute the idea that the circumstances we deal 

with on earth are materially connected to the universe.

In a circular fashion, I return to Yates’ elusive idea of 1975, that “…the time for writing a 

book on ‘Shakespeare and the Hermetic Tradition’ (has not) come”. Did she have similar Brunian 

“vicissitudes” in mind when she wrote those words?
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Abstract

The way life is depicted in Japanese films has been changed since filmmaking gave 

higher priority to “personal” topics than to social and political issues in the 1980s. The 

meaning of life is no longer determined by what one has achieved but by what s/he wishes to 

remember. Only what you wish to keep in your memory becomes your life itself. Hirokazu 

Koreeda’s 1999 film, After Life which is originally titled Wonderful Life, presents an extreme 

case of such an idea of life; the dead who have not yet gone to the afterworld can choose the 

most wonderful memory in their life so that it may keep repeating itself as their entire life in 

the afterworld. Life is re-formed based on one’s memory.

In this paper I select out six films produced in the 1990s – 2000s and clarify that 

personal memories affect the meaning of one’s life. The films to be discussed are as follows 

(in the order of production date): 

After Life, 1999, Hirokazu Koreeda

A Long Walk, 2006, Eiji Okuda

Hana: The Tale of a Reluctant Samurai, 2006, Hirokazu Koreeda

Ponyo, 2008, Hayao Miyazaki

Departures, 2008, Yojiro Takita

Chronicle of My Mother, 2011, Masato Harada

生まれることと死ぬことは、だれにもひとしく起こる。しかし、そのあいだの期間には、ひと

それぞれの人生がつくりあげられ、どれひとつとして同じ人生は存在しない。人生を描く映画も

じつに数多く存在するが、映画は劇場にかけられ、収入を得なければ成り立たない。観客にア

ピールする必要があるのである。そのため千差万別の人生を描く映画にも、あるインパクトの強

いモチーフが描きこまれている。それは「記憶」というモチーフである。

「記憶」は文学、建築、絵画といった芸術のなかに古くから重要なモチーフとして存在してき

たのであるが、「わたし」自己」「個人」が注視されるようになる1980年代以降には、とくに

映画に描かれた人生
―1990年代～2000年代―

The Representation of “Life” in Japanese Films in the 1990s-2000s

今泉 容子
IMA-IZUMI Yoko
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「自分とは何か？ 自分はだれか？」という自己のアイデンティティをめぐる映画のプロット展

開に不可欠となる。

1980年代までに多くの文化圏の映画において、「個人」の尊重が浸透していき、ほかの時代

には見られないほど、ひとりの個人の苦悩や歓喜が重視されるようになった。映画のテーマが、

たとえ歴史的な出来事を扱う場合でも、ひとりの「個人」の悩みや願いから出発して、その個人

の成長や変化の物語として展開されるようになったのである。こうした「個人化」の土壌がとと

のったとき、映画が描き出す「人生」はその人だけの固有な「記憶」によって、ほかの人生とは

明確に区別され、独特なものとなるのである。

本論文はまず、1980年代の映画の「個人化」の具体例を提示したあと、1990年代から今日の

映画に描かれた「人生」がいかに「個人」の「記憶」によって意味を与えられているかを検出し

ていく。もっとも「個人」の「記憶」といっても、「記憶」の意味や捉えかたは、文化圏ごとに

独自な形を呈するかもしれない。しかし、本論においては日本映画の考察に限定したい。そして

今後の研究課題として、日本と外国の映画に描かれた「人生」の形を比較考察することを目指し

たい。したがって、本論文で分析の対象となるのは、1990年以降の日本映画であり、外国映画は

射程に入ってこない。具体的には、つぎの6作品を分析していきたい。『花よりもなほ』『ワンダ

フルライフ』『長い散歩』『崖の上のポニョ』『おくりびと』『わが母の記』1。いずれも視聴者

に広く受容され、評価が高い作品である。

I．「わたし流」の映画 ―― 1980年代の映画の個人化

映画のテーマやスタイルの変遷は、世界の各文化圏に共通して起こることが多い。たとえば、

映画の誕生そのものが19世紀末という点で共通している国・文化圏は多い。また、サイレント

だった映画界に最初のトーキーが出現したのが1930年もしくは31年あたり、という国・文化圏

は多い。さらに、ニューウェーブ（ヌーベルヴァーグ）が起こったのが1960年代という国・文化

圏も多い。そうした映画世界に共通する大きな流れのうち、この論文において注目したいのは、

1980年代の「個人化」の流れである。

家族像や社会問題や文化現象といったテーマが意識された映画づくりが、1980年代までは多

くなされていた。そうしたテーマの重要性は消えることはないが、それと同時に「ひとり」（お

うおうにして特異なひとり）に密着し、そのユニークな個性が送る人生を描くことによって、

「個」が秘めた大いなる力をテーマにする映画づくりが、1980年代以降に活発になってきた。

「個人」の映画の出現である。

映画の個人化の例は、どの文化圏でも見られる。わかりやすい例は、オリンピックを描いた映

画であろう。

1	 これらの考察映画をはじめ、本論文で言及される映画に関して、それらの製作年、制作国、監督、出演者の情報は、
論文末尾に一覧表としてまとめてある。
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オリンピック映画といえば、「記録映画」であり、オリンピックのさまざまな競技を「記録」

していくことに意義があるとされた。ナチス時代のドイツで開催されたベルリンオリンピックを

鮮烈に撮影したレニ・リーフェンシュタール監督の『民族の祭典』『美の祭典』（1938年）の二

部作（通称『オリンピア』）があるし、高度経済成長を遂げつつあった日本で開催された東京オ

リンピックを三時間の大作に収録した市川崑の『東京オリンピック』（1965年）がある。さら

に、フランスのグルノーブルで開催された冬季オリンピックをクロード・ルルーシュとフランソ

ワ・レシャンバックが監督した『白い恋人たち・グルノーブルの１３日』（1968年）もあれば、

ドイツのミュンヘンで開催された夏季オリンピックを市川崑ほか七名が監督した『時よとまれ、

君は美しい・ミュンヘンの１７日』（1973年）もある。どのオリンピック映画にも共通してい

るのは、躍動する肉体や堂々たる施設を感動的に描き出すことである。オリンピックそのものの

「記録」である。

ところが、こうした「記録」を残そうとするよりも、ひとりかふたりの「個人」に密着して、

その個人がいかにしてオリンピックに参加するようになったか、またどのような競技成果を見せ

たか、という個人の物語を描き出すスタイルが、1980年代以降のオリンピック映画に登場したの

である。それは、実録ではなく、フィクションである。ただし、主人公となる実在の個人の体験

に基づき、またオリンピックの事実をゆがめない努力がなされるため、実録にかぎりなく近いと

いえる。しかし、オリンピックの記録ではない。

このような「個人」に密着し、その個人をとおしてオリンピックを描こうとするオリンピック

映画の例として、ヒュー・ハドソン監督の『炎のランナー』（1981年）がある。この映画は、パ

リオリンピックを描いてはいても、そのなかの二人のアスリート、ハロルド・エイブラムスとエ

リック・リデルに密着し、それぞれにとって「走る」ことの意義とは何か、というテーマを描写

している。オリンピック映画ではあっても、じつは二人の青年の「わたし流」の生きかたを描い

た映画なのである。ギャヴィン・オコナー監督の『ミラクル １９８０の奇跡』（2004年、日本

未公開）も同様に、アイスホッケーにかかわる青年ひとりひとりの人生を描いたもので、それが

1980年開催のレークプラシッド冬季オリンピックへと収斂していくのである。

1980年代をさかいに変化したのは、オリンピックの描写だけではない。歴史的事実が「歴史」

としてではなく、「個人」の物語として新しい方向から描写されるようになったのである。たと

えば、広島や長崎の原爆を描く映画として、今村昌平監督の『黒い雨』（1989年）や黒木和雄監

督の『父と暮せば』（2004年）は、徹底して「個人」に密着し、その苦悩（『黒い雨』の場合

は、狂気も）をえぐり出し、「わたし流」の原爆日記なるものに仕上げている。

中国の文化大革命も、「歴史」としてではなく、主人公の「わたし」が体験する物語として描

かれるようになる。シェ・チンが監督した『芙蓉鎮』（1987年）が、その例である。個人が受け

る特異な虐待のひとつひとつが、つぎつぎに紡ぎ出されていく。これは、文化大革命の新しい描

写方法である。

アメリカでもベトナム戦争の精神的な爪の跡が、オリヴァー・ストーン監督の『プラトーン』

（1986年）で明らかになる。ドイツのヴィム・ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』
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（1987年）でも、天使は神に仕える存在ではなく、ひとりの悩める個人として登場し、その悩み

をめぐって物語が展開していく。天使が人間の女に惚れてしまい、彼女のそばにいたいために、

不死の天使であることを放棄して、地上へ落下し「人間」に変身するのである。天使としてはた

いへん変わり種であるが、その個人の主観や意思が一生を決定する要因となる。

『ガンジー』（1982年、リチャード・アッテンボロー監督）のガンジーも、『アマデウス』

（1984年、ミロシュ・フォアマン監督）のモーツアルトも、極端に悩む（あるいは怖れる）「個

人」として描かれ、その悩み・怖れをめぐって「自分」の物語が展開していく。その物語の結果

は、偉大なるインドの独立革命であったり、音楽史の一大潮流の形成であったりする。最初から

インドの独立や音楽史がテーマになっているのではなく、ひとりの「自分」が語られることに

よって、巨大な歴史を築きあげられていくのである。

そうした「個人化」する1980年代の映画は、いくつでも例を出して概説をつづけることができ

る。しかし本論文では、1980年代の個人化が定着した土壌を糧として制作されはじめる「1990

年代以降」の映画に重点を移して、「ひとり」が強調される人生にたいして「記憶」が果たす役

割を分析していきたい。「ひとり」が強調された人生は、とうぜん孤独である。本来孤独である

一生が、孤独を脱却した有意義なものとなるためには、「記憶」の介入が欠かせない。「記憶」

がどのように人生を変えていくかが、本論文の映画分析によって明らかになっていくであろう。

II．『花よりもなほ』 ―― パッと咲いてパッと散る孤独な死にかた

「ひとり」や「個」に比重がおかれるとき、生きかたや死にかたを一般化する字句は、過去の

遺産かもしれない。そのような一般化された日本人の生きかた／死にかたに、桜のようにパッと

咲いて、パッと散るという表現がある。日本人の審美感に合うけれど、いまは現実味がない表現

である。しかし、死にゆく特攻隊を奮い立たせるために、じっさいに桜がプロパガンダにつかわ

れ、「桜花」という特攻兵器もあったことは、事実である。また、「同期の桜」をはじめ、死ぬ

ことをよしとする桜に関する歌、詩歌、映画がつくられたことも、事実である。

桜と死をむすびつける忠臣蔵映画は、こんにちでも制作されつづけている2。忠臣蔵映画にか

ぎらず、戦争が描かれる映画には、パッと咲いてパッと散る桜の人生観が、かならずといって

いいほど言及される。2000年代になっても、その傾向はつづく。『男たちの大和／YAMATO』

（2005年、佐藤純彌監督）でも、出撃する者も、あとに残る者も、おなじように「散る桜だ、そ

れでいいじゃないか」と主要人物が発言している。

パッと咲いてパッと散ることをよしとする人生観は、消えることはない。しかし、それを疑問

視する声は出ている。是枝裕和監督が2006年に監督した『花よりもなほ』は、忠臣蔵の前半のク

ライマックスをなす浅野内匠頭長矩の切腹をパロディ化した映画である。浅野内匠頭の辞世の句

2	 桜の象徴と忠臣蔵映画の関連性について、つぎの論文で詳細な分析が行われている。今泉容子、「日本人と桜―
―映画に描かれた桜が象徴するもの」、『地域研究論集』第 34 号（2013 年 3 月）、37-64 頁。
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の一部が、映画の表題になっているが、その句は本来、満開のさかりに潔く散る桜花と、人生の

盛りに散らされる（切腹させられる）自分を比較して、自分が抱く名残惜しさのほうが桜のそれ

よりずっと大きいことを述べている。散る桜の潔さが、前提とされている。ところが、映画『花

よりもなほ』では、その前提に珍説が加えられる。桜がパッと散ることができるのは「来年もま

た咲くのを知っているからじゃないの。じゃなきゃ、そう簡単に散らないよ」、と断言する町人

が注目を集めるのである。この発言は、べつの男が「残りなく散りぞめでたき桜花」と自慢気に

引用を披露しながら、「死ぬときはこの桜のように潔く散りたいもの」と、潔い人生観を賞賛し

たことへの異議である。

町人はそれ以上何も言わない。しかし彼の「来年もまた咲くのを知っている」桜についての発

言には、重要なテーマがこめられている。散ってもまた咲くことができることの「記憶」がある

から、桜は潔く散ることができるのである。「記憶」のテーマは、ひとの生死を描く映画では、

中核的存在として大きく浮上してくる。

III．『ワンダフルライフ』 ―― ひとつの記憶が人生を決定する

『花よりもなほ』において桜の伝統的な死生観を疑問視した是枝裕和監督は、ひとの死生観に

取り組んで『ワンダフルライフ』（すばらしい人生）をつくっている。ここではパッと咲いて

パッと散るような潔い人生観は、最初から否定されている。むしろ、その逆の人生が描かれると

いっていい。潔さはみじんもなく、死んだあとに自分の人生から最上の思い出を選び出すのに、

思い悩む登場人物たちばかりである。それぞれに歩んだ人生は異なっているから、一元化できる

ような人生観は存在しない。ひとりひとりが個性的であり、それぞれの「個」や「違い」が重ん

じられる。

『ワンダフルライフ』の冒頭では、ひとびとが同じように建物に入ってきて、しかも全員が黒

いシルエット（影絵）として撮影されているため、個性は滅却されている印象を与える。ところ

が、映画が展開するにつれて、鮮やかな色がつき、ひとりひとりの個性が明らかになっていく。

この映画が制作された1999年は、ちょうど「おひとりさま」という語彙を標榜した「おひとり

さま向上委員会」が発足した年（1999年2月1日）である。この会は、ジャーナリストだった故・

岩下久美子が中心になって維持されたが、彼女の死後は葉石かおりが代表をつとめていた。「お

ひとりさま」という言葉が2005年に流行語大賞にノミネートされたあと、委員会そのものは休止

した。しかし、言葉は生きつづけ、多くの出版物がこんにちまで途切れることなく続いているこ

とは、つぎのようなタイトルが並んでいるだけでもわかる。『おひとりさま』（2001年、岩下久

美子）、『男が知らない「おひとりさま」マーケット－最強のリピーター＆クチコミニスト－』

（2004年、おりとりさま向上委員会）、『実践！おひとりさま道』（2005年、葉石かおり）、

『おひとりさまの老後』（2007年、上野千鶴子）、『おひとりさまの「法律」』（2008年、中

沢まゆみ）、『おひとりさま介護』（2010年、村田くみ）、『おひとりさまでも最期まで在宅－

平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア－』（2013年、中沢まゆみ）。
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こうした「ひとり」の意識が高まっている日本の文化社会のなかで、『ワンダフルライフ』が

「ひとり」の「人生」を描くとき、「記憶」を重要な要素として用いていることに注目しなが

ら、人生描写を分析していこう。

この映画のオープニングでは、建物の内部で登場人物たちが歩いたり、話したりしているの

を、手持ちカメラが追っている。ドキュメンタリ風のカメラワークである。撮影されている人物

たちが、職場の同僚たちであることは、すぐに理解できる。オフィスらしい空間へ数名が集合す

ると、年長の責任者風の人物が、「先週」の仕事についてコメントするからである。しかし、ど

のような職種なのかは、まだわからない。「先週は18名、全員無事に送り届けることができまし

た。これも、みなさんの努力の賜物だと思ってます。さて、今週ですが、人数ちょっと多くなっ

てます。全部で22名」。彼はみじかいスピーチの最後に、「それじゃみなさん、今週も元気によ

ろしくお願いします」、としめくくる。ここでも、まだ職種は明らかにならないが、責任者の言

葉が終わると同時に、特徴的な入口が出現する。シンメトリの整然とした構図で、霧状の白い光

がふり注ぐ建物の入口が映し出されるのである（図1）。そこへ人間がひとり出現し（図2）、入

口右側の窓口で受付をすますと、こちら側へ入ってくる（図3）。この人間は黒いシルエットに

なっているため、性別や年齢は音声なしでは断定しづらいが、ひとりであることは明白である。

	 図1	 図2	 図3

最初の人間が内部に入って、視野から消えると、霧状の白い光のなかからもうひとりが現れ

て、やはりおなじように建物内に入ってくる（図4‐5）。そして、またひとり（図6）。こうし

て何人もの人間たちがひとりずつ、つぎつぎに入ってくる。

	 図4	 図5	 図6



Area	Studies	Tsukuba	35	:	101–124,	2014

107

これらのひとびとが、責任者のいう「22名」であることはわかるが、なぜひとりずつポツンポ

ツンと入ってくるのかは、まだ明らかにならない。しかし、やがて入場者がひとりひとり、専属

のスタッフと個人面談をはじめると、状況が理解できるようになる。スタッフは、こう語りかけ

ている。「あなたですが、きのう、お亡くなりになりました。どうもご愁傷さまです」。死んだ

ひとが、ひとり、またひとりと、この建物内にやってきたのである。人が死ぬときは、通常ひと

りだから、「ひとり」ずつ入ってきたことが、ここで明白になる。

死者たちは一週間をこの建物のなかで過ごし、専属スタッフの助けをかりながら、ひとつの仕

事を成し遂げなければならない。その仕事とは、「人生のなかで印象に残った大切な思い出を、

ひとつだけ選んでいただ」くこと。なぜ、そのような思い出選びが必要か、スタッフの説明はつ

づく。

みなさんに選んでいただいた思い出を、わたしたちスタッフができるかぎり映像で再現

させていただきます。土曜日には、その映像を試写室でご覧いただきます。そこで、み

なさんのなかに思い出が鮮明に蘇った瞬間、みなさんはその思い出だけを胸に、あちら

へ向かわれるわけです。

一つだけ思い出を選ぶことによって、自分の人生にたいする自己評価をくだすことが、ここで

要求されているのである。死者のなかには、ひとつの思い出を選べないひとも出てくる。頑とし

て「選ばない」と決心するひとも出てくる。そうした思い出選びをしなかったひとたちが、ここ

のスタッフであることが、やがてスタッフのひとり望月によって告白される――「ここで働いて

いるのはみんな、最後まで思い出を選べなかったひとたちなんです」。望月はすでに50年間、こ

うした施設を転勤しながら働きつづけているという。死んだのは22歳のときなので、生きていれ

ば72歳だという。しかし、外見は22歳のままである。

思い出を選べないひとの助けになるように、一生が録画されたテープが供給されることもあ

る。渡辺さんを担当している望月は、テープを取り寄せて、渡辺さんに貸し出す。「ビデオテー

プのなかには、渡辺さんの生活の記録が録画されています。1本が1年分で、71本です。記憶は記

録とは違いますから、ビデオはあくまで参考にと考えてください」。

ここではっきりするのは、本人の「記憶」が大切だということ。死者の人生の事実がどうだっ

たのであれ、それは問題にされない。本人がどのように記憶していたいかが、問われるのであ

る。さらに、記憶を永久に定着させるため、その人の記憶に基づいて「映画」が制作され、そ

の人の「一生」が「ひとつの記憶」に総括される。この施設には、映画制作に必要な人材や機材

がそろっている。もちろん、本人が主演男優・女優をつとめる。できあがった映画は、その人が

「あちら」で自分の一生として思い出せるすべてとなり、「ほかのことは全部忘れ」るのであ

る。「記憶」が事実を塗り替える。

渡辺さんのビデオテープをいっしょに見ていた担当者・望月は、渡辺さんの妻・京子が、自分

の婚約者だったことを知る。望月は22歳で戦死してしまったため、京子と結婚はできなかった
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が、京子が彼の命日に毎年墓参りをしていたことを、渡辺さんとの会話から知るにいたる。じつ

は、渡辺さんも望月の正体に気づいていた。嫉妬心を手紙で告白しながらも、渡辺さんは公園の

ベンチで妻と過ごした一日の記録をテープから抜粋し（図7）、そのときの「記憶」をあちらへ

持っていくことを選ぶ。そして、自分と妻が築いた長い歳月は、妻と初恋の人の思い出に負けな

いことを願っていたことが、手紙からうかがえる。

	 	 図7	

妻・京子が選んだ「記憶」の再現映画が見つかる。望月に恋心をもつ同僚・しおりが、検索し

たのである。京子も渡辺さん同様、公園のベンチにすわる男女の思い出を映画化してもらったこ

とが判明する。同じ公園の同じベンチである。ところが、そこに渡辺さんは出てこない。彼女と

いっしょに座る男は、白い軍服に身をつつんでいる（図8）。クロースアップされた彼女は、嬉し

そうに微笑みながら軍服の男の手を見つめている（図9‐10）。

	 図8	 図9	 図10

彼女の「思い出」が生まれた1942年の記録テープを、望月と同僚・しおりはいっしょに見る。

「これだね」としおりが言うシーンでは、若き日の京子と望月が並んでベンチに座っている（図

11）。たしかに京子が、望月の手に視線を向けている（図12）。望月の手を見つめる京子。彼女

の記憶のなかに、望月の手がたいへん強烈な印象となって残ったわけである。なぜ手なのかは、

明かされていない。しかし彼女が望月と過ごした一日の記憶を選び、それに一生の意義を見出し

たことはまちがいない。
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	 図11	 図12	

一生の記憶として自分を選んでくれた、という思いが、望月に変化をもたらす。精神的な変化

である。京子が選んだ記憶の映画を見たあと、庭のベンチにすわって幸福な気持ちになっていた

自分こそ、選びたい対象であることを確信したのである。そう確信した望月は、死後50年間従事

してきた仕事に、ついに終止符を打つことを決める。死者は、生前の自分の一生からひとつの記

憶を選び出すというルールに従わなければならない。それなのに、そのルールを破って、死後の

自分の記憶を選ばせてくれと、例外的なリクエストをしたのである。

望月が選んだ記憶を映画化する作業が終わり、上映会が開かれる。スタッフが横一列に並ぶ

（図13）。望月は隣の席のしおりと、最後の言葉を交わす（図14）。このとき、彼はまだ「あち

ら」へ去ってはいない。いよいよスクリーンに映画が映しだされる。ひとり、ベンチにすわる望

月の姿が、クロースアップで映されている（図15）。ベンチにすわるというアクションは、渡辺

さんや京子と共通している。しかし、彼の視線はまっすぐ同僚たちに向けられている。彼が見て

いる同僚たちも、映画におさめられているのである（図16）。すべて死んだひとびとである。

映画の上映会が終わると、さっきまで望月がすわっていた席がぽつんと空いていることが明示

される（図18）。彼は「あちら」へ去ったのである。

	 図13	 図14	 図15

	 図16	 図17	 図18
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『ワンダフルライフ』において、「人生」とは幸福な「記憶」であり、記録の積み重ねとは異

なる。タイトルはこの映画の人生観をストレートに言い表している。どの「人生」（ライフ）

も、ネガティヴなものは切り捨てられ、ポジディヴな「すばらしい」（ワンダフル）ものだけが

選び出される。人生はワンダフルでしかありえない。奇想天外な設定の映画ではあるが、自分に

とって好ましい記憶だけを保持しようというポジティヴ志向に貫かれた本映画は、心のもちかた

ひとつで人生観も変わるというメッセージを伝えている。

IV．『長い散歩』 ―― ひとつの記憶にたどり着く長い散歩

『ワンダフルライフ』でスポットライトがあてられていた「記憶」は、「人生」をテーマにし

た映画にはかならずといっていいほど浮上する。モントリオール映画祭でグランプリを受賞した

『長い散歩』（2006年、奥田瑛二監督）にも、ひとつの「記憶」がキーワードとして登場する。

名古屋市内中学校の校長職を定年退職したばかりで、妻に先立たれた初老の男・安田が主人公

である。在職中は家庭をかえりみないどころか、妻にも娘にも冷淡な態度をとりつづけ、言うこ

とをきかない娘には暴力をふるっていた安田。いまの彼には、妻はない。娘は彼に反発して、絶

交状態である。彼が物理的にも精神的にも「ひとり」であることは、映画のオープニングで映像

的に提示されている。映画は川が流れる草地のロングショットではじまるが、そこへ安田がひと

り、後ろ向きで登場する（図19‐20）。彼は微動もせずに、座っている。カメラが彼の前方へま

わりこんで、こんどは正面から彼を撮るが（図21）、ポツンとした一点になって座っているだけ

の彼の孤独性は、さらに強調される。なぜなら、画面の上半分には広大な青い空が広がり、下半

分にはおなじく広大な緑の草地が広がって、両領域が美しい均衡と保っているところへ、どちら

の領域からもはじき出されたように境界線上にポツンと置かれたのが安田だからである。

	 図19	 図20	 図21

つぎにカメラは彼にぐっと近づいて、その側面を撮るが（図22）、彼は微動もせず、思いにふ

けっている。彼が心のなかで思い出しているのは、妻の葬儀である。そこでも彼はひとり、妻の

遺影に向かっている（図23）。ただ、このとき、同じくひとりぼっちで座っている娘が、彼に向

かって「人殺し」という言葉をつぶやくように吐き捨てている（図24）。父と娘は、どちらもひ

とりぼっちである。
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	 図22	 図23	 図24

妻の葬儀のあと、安田はひとり、安アパートで暮らしはじめるべく岐阜へ向かう。その道中

も、つねに画面の真ん中に「ひとり」で配置され、彼の孤独感が示される（図25）。岐阜に到

着すると、白い小さなものが彼の前を横切って草地に消えていくのが、彼の目を入る（図26‐

27）。その白い小さなものも、やはりひとりである。やがて、安田と小さなもの（少女と判明す

る）は、いっしょに「長い散歩」に出ることになる。

	 図25	 図26	 図27

安田が「長い散歩」によって到達したかった場所は、彼の記憶にずっと残っていた家族旅行の

場所。まだ家族が幸福だったころ、妻、娘といっしょに登った山頂である。その場所はしばしば

「青い空」と形容される。

安田が小さな女の子に出会うと、その子が原動力になって彼は「青い空」へ駆り立てられてい

く。「青い空」を再訪したいという願望が安田の心に芽生えたのは、小さな女の子との触れ合い

の結果である。彼は女の子に「青い空を見に行こう」と言い、女の子もまた「おじいちゃん、行

こう」と言って、立ち止まりそうになる安田を励ます役を果たすのである。

「青い空」の手がかりは、安田のアパートの部屋に残されていた。刑事たちが見つけ出した写

真に、青い空を背景にした山頂に安田、妻、まだ幼かった娘が、三人とも笑顔で立っていたので

ある（図28）。手がかりになるものは、この写真だけだったため、刑事たちはその場所を突き止

め、安田たちを追跡することになる。
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	 	 図28	

「青い空」を見に行く旅は、「自分を見つめる旅」と彼自身が娘への手紙のなかで形容してい

る。「青い空」が彼の人生の最良のときを表すのである。『ワンダフルライフ』流にいえば、安

田がひとつだけ選ぶ記憶は、この「青い空」の空間で家族三人が笑っているシーンであろう。そ

の「青い空」をもういちど見ることができた安田は、「はぁあ、はぁあ」と感嘆のため息を二度

もらす（図29‐30）。その「青い空」に彼がいま佇むとき、かつての妻、娘の場所には小さな女

の子がいる（図31）。

	 図29	 図30	 図31

小さな女の子は、幻想的な要素をもっている。とつぜん姿が消えたり、また現れたりする。だ

いいちダンボール紙でできた天使の羽を、いつも背中に括りつけているというのは、現実的では

ない。彼女は安田の内面の声かもしれない。つまり、「青い空」を見に行こうという願望の具現

化かもしれないのである。記憶のなかの「青い空」を体験した彼は、これからは以前と違った生

きかたをするのではないか、という希望でしめくくられた映画である。

V．『おくりびと』 ―― しだいに明瞭になる記憶

『おくりびと』は「納棺師」という職業の意味をポジティヴに変換させた映画であり、納棺さ

れたときの死者の顔がまるで生きているかのような形に整えられるプロセスを示したことで、観

客に深い感銘を残した。この映画はまた、ひとりの老人の人生の意味の変化を示したものして

も、考察できよう。孤独死した老人の人生の意味が、あとに残された者によってどのように解釈
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されるか、という点に焦点がしぼられる。死者と残された生者の関係がテーマとなり、その関係

の意味が変化するプロセスが、映画の見せ場となる。『ワンダフルライフ』では死ぬ本人にとっ

て自分の人生の意味が問題とされていたが、本映画では残された生者にとっての死者の人生の意

味が問題とされているのであり、両者の関係の変化が問題とされているのである。『ワンダフル

ライフ』における問題設定とは、視点が異なる。

主人公・小林大悟はチェロ奏者として生計をたてていたが、不況のおり解雇される。やむなく

就職したのが、納棺師の会社。納棺の仕事を一から覚え、一人前の納棺師となる。ある日、失踪

してから三十年以上も会ったことがなかった父が、遺体となって彼の目の前に現れる。自分を捨

てて女のもとへ走った、と大悟は父を誤解したままである。（じつは父は、ずっとひとりでホー

ムレスとして生きていたのであるが、そのことをまだ大悟は知らない。）父に会いたくもないと

思っていた主人公は、それでも死体が粗末に扱われるのに耐えられず、納棺の儀式をはじめる。

死者を傍観し、距離をおいている主人公（図32）。父の顔はまったく記憶になく、妻の質問に

こう答える。

美香 あなたのお父さん？

大悟 情けないけど、覚えてない。おやじの顔、こんな顔してたって、見てもわからな

いんだ

さらに、主人公は父の人生に批判的な発言をする――「何だったんだろう、この人の人生っ

て。七十数年行きて、残したものがダンボール一箱だけ」。それと同時に、粗末なダンボールが

映される（図33）。こうした批判的な態度をとっていた主人公が、納棺の儀式のプロセスによっ

て大きく変わっていく。その変化に、本映画の大きな意味が見出せることを明らかにしていきた

い。

	 図32	 図33	

変化のきっかけは、大悟が硬直した父の手の指をほぐしたことである。父の手に握りしめられ

ていたものが、ポトッと布団の上に落ちる（図34）。それを手にとる大悟（図35）。よく見る

と、小さなつるつるした丸い石である。
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	 図34	 図35	

ハッとした大悟は、横たわる父の顔を見る（図36‐37）。そして、さっそく崩れた父の顔を立

体的に整えはじめる（図38）。すると大悟の記憶のなかに、チェロを弾く幼い自分の姿が浮かび

あがってくる（図39）。幼い自分はチェロを弾きながら、画面の左下に位置する人物を見つめて

いる。その人物は、後ろ姿でぼんやりしか影のかたまりにしか見えない。

	 図36	 図37	 図38

	 	 図39	

つぎに幼い手が出て、大きな手に石を渡すシーンが浮かび上がる（図40‐41）。つづいて、大

きい手が別の石を小さい手に渡すシーン（図42）。最後に石を交換し合った小さな手と大きな手

のショットが出てくる（図43）。
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	 図40	 図41	 図42

	 	 図43	

石の交換のあと、いよいよ顔のショットが出てくる。幼い大悟が嬉しそうに微笑みかけている

相手は、最初は画面の右端に後ろ姿で撮られているが（図44）、やがて正面から画面いっぱいの

クロースアップで撮られるようになる（図45）。まだ顔はフォーカスがはずれ、ぼんやりしたま

まであるが、しだいに鮮明になっていき、ついに大悟が知っている父の顔がくっきりとあらわれ

る（図46-47）。

	 図44	 図45	 図46

	 	 図47	
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父の顔をはっきりと思い出した大悟は、眼前の死体の顔を撫でる（図48）。そしてはっきりと

父の面影をみとめ、「おやじ・・・おやじだ・・・おやじ」とつぶやく（図49）。ホームレスと

して無縁墓地に葬られたかもしれなかった父は、こうして息子のなかでチェロや石の思い出とと

もに確実に生きはじめる。記憶が中核的役割を果たしたのである。父の人生は、息子によって有

意義な意味が与えられることになった。さらに、息子がとどめていたポジティヴな父の記憶が、

三十年以上も途絶えていた父子の関係を修復するのに貢献したのである。

	 図48	 図49	

VI．『わが母の記』 ―― 母と息子が共有するゆいいつの記憶

自分は母に捨てられた、というネガティヴな記憶が強すぎて、中年になった今でも幸福感がも

てないままの主人公・伊上洪作。ずっと別れて暮らしていた母は、いまや年老いて、アルツハイ

マーにもかかっている。徘徊や誤った思い込みなどが頻出して、世話をする親族はたいへんであ

る。そうした母には、息子を置き去りにしたという記憶がない。かわりに、べつのストーリーが

彼女の記憶に深く刻み込まれている。目の前にいる男が息子だとは認知できず、彼女はこう胸の

うちを告げる（図50）。

あなたには、いつかいちど、話しておこうと思っていたことですが、もう二度とお会い

することもないでしょうから、話しておきます。（中略）わたしの息子を奪った女。

毎晩、毎晩、その女から息子の居所を聞き出そうとするんだが、どうしても聞き出せな

い。どうすれば、生きておるあいだに息子に会えるのだか・・・

その「女」とは、母に捨てられた自分を育ててくれた祖父の妾・おぬいのこと。母が捨てた自

分を、おぬいが拾って育ててくれたことに感謝していた洪作は、母への怒りと憤りをあらわにし

て、きびしい顔をしながら言う――「おばあちゃんは息子さんを郷里に置き去りにしたんですよ

ねえ。息子の気持ちもいっさい考えず」（図51）。
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	 図50	 図51	

すると、母はとつぜん窓の外へ目をやり、「雨がやんだ」と言う（図52）。息子は脈絡のない

母の言葉に、「えっ」と聞き返すが、このとき母の頭のなかにあった記憶の風景が登場する（図

53‐54）。それは、幼い日の息子が遊動円木に乗りながらノートに書きものをしている姿であ

る。息子はこちら（母のほう）を振り向いている。

	 図52	 図53	 図54

母は、さらにつづける。

校庭にはたくさんの水たまりができている。

太平洋、地中海、日本海、喜望峰。

遊動円木の影。

だけど、ぼくの一番好きなのは、地球のどこにもない小さな新しい海峡。

おかあさんと渡る海峡。

母は詩を暗唱している（図55）。そのすぐあとに、幼い息子が書きものをつづけているようす

が、二つのアングルで映し出される（図56‐57）。母が暗唱している内容は、息子が書いている

詩であり、幼い息子のショットは母が思い出しているものである。
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	 図55	 図56	 図57

洪作が母の頭越しに映し出され、その顔から怒りや憤りが消え、泣き出しそうになっているの

がわかる（図58）。まだ詩の暗唱をつづけている母のようすが、顔から首、胸へと下方へティル

トされていき、手のところで止まる（図59‐61）。洪作の視線は、母の手元に注がれる（図62

‐63）。その母は黄ばんで小さく折りたたまれた紙を広げては、愛おしそうに手のひらで撫でる

（図64‐65）。聞き取れないほどの声で、まだ詩をつぶやいているが、その詩行が紙に書かれ

ていることを明示するカメラワークがつづく。黄ばんだ紙とそれを広げる母の手が、もういちど

映されたあと（図66）、幼い日の息子が詩行を書き連ねているノートのショットが登場する（図

67）。黄ばんだ紙と白いノートの紙。それらが同一であることを示すカメラワークであり、母が

暗唱している詩行が白いノートに書かれていたものであることを示すカメラワークである。

	 図58	 図59	 図60

	 図61	 図62	 図63
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	 図64	 図65	 図66

	 	 図67	

母が暗唱している詩行は、もちろん洪作の記憶のなかにもしっかりと刻まれている。そもそも

自分がつくった詩行なのだから。じつは、この母の暗唱シーンに先立って、洪作が娘といっしょ

に「遊動円木」を訪れるシーンがある。その遊動円木で幼い日の洪作が詩を書いたことが、話題

にのぼる。

洪作 この遊動円木で、詩を書いた覚えがあるな

琴子 どんな？

洪作 忘れた

琴子 おとうさんの記憶力、抜群でしょ

洪作 あのころ書いたものは、全部、忘れた。何も残っちゃいない

遊動円木にすわって、そう話す洪作は、後ろ姿で小さく映し出される（図68）。ロングショッ

トからミディアムショットへ変わり、洪作のサイズが大きくなっても、彼の暗さは払拭されない

（図69）。彼の後ろ姿はディゾルブし、彼の記憶のなかにある過去の自分のイメージが浮かび上

がってくる（図70‐71）。彼が思い出す幼い日の自分は、母の記憶に残る洪作とまったく同じで

ある。母の記憶にある洪作（図56）と息子の記憶にある洪作（図71）を比較すると、完ぺきに同

一であることがわかる。母と息子は、同じ記憶を共有しているのである。
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	 図68	 図69	 図70

	 	 図71	

しかも母は、幼い日の洪作が詩を書いた紙を大切にふところに入れて持ち歩き、その詩の内容

を暗唱するほどに読みこんでいたのである。そのことを知った洪作は、顔を手でおおってワッと

泣き出す（図72‐74）。彼の涙には、数十年の歳月にわたる母にたいする怒りと憤りの消去とい

う深い意味があるといえる。このときをさかいに、母が自分を捨てたという言葉は、洪作の口か

ら出なくなる。これまで怒りと憤りの対象でしかなかった母は、ちょうど『おくりびと』の小林

大悟が父（の記憶）を取り戻したように、洪作によって新たな意味を付与されて、生きはじめた

のである。母を取り戻した洪作は、自分の人生観をポジティヴなものへ変化させていく。

	 図72	 図73	 図74

これまで六篇の映画作品において、「人生」の意義がどのように描き出されているかを考察し

た。人生はそれぞれに異なるが、どの映画にも共通して「記憶」が人生のクオリティを決定づけ

る鍵であることが明らかになった。
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VII．『崖の上のポニョ』 ―― ５歳の記憶で人生が決まる

もっとも「記憶」は死ぬときに重要性を増大させて浮上してくるだけではない。生きはじめた

ばかりの幼い個体にとっても、その一生を決定するような記憶が刻みこまれることがある。ほん

の５歳という早い段階であっても、記憶によって人生が意義づけられるという点では、ほかの映

画と同じである。５歳で生きかたが決定づけられる体験をし、その記憶によって人生を変えた主

人公が、『崖の上のポニョ』の主人公ポニョ。５歳で宗介に出会い、そのことがポニョの記憶に

深く刻まれる。ポニョはもともと海底に住む小さな魚で、本名はプリュンヒルデという。陸にあ

がったとき宗介に出会って、「ポニョッとしてる」という理由で「ポニョ」と名づけられ、宗介

が「ハム、食べる？」と話しかけると、一枚のハムを丸ごと食べて、ハムの味を知るようになる

（図75）。さらに「ポニョ、ソウスケ好き」と言葉を話し、宗介を感激させる（図76‐77）。

	 図75	 図76	 図77

その日のうちに、父フジモトによって陸から海へ連れ戻されるが、ポニョは宗介と出会ったと

きの自分が体験したことを欲するようになる。まず、父が与えるエサを拒絶し、ハムをほしが

る。

ポニョ ハムがいい

父 ハム？ あんな恐ろしいものをどこで知ったんだ。言いなさい、プリュンヒルデ

ポニョ プリュンヒルデじゃないもん。ポニョだもん

父 ポ、ポニョ

ポニョ ポニョ、ソウスケ好き。ポニョ、人間になるう

そして「手、ほしい」「ソウスケみたいな足、ほしい」と言いつづけ、ついにポニョは人間の

手と足を突出させたばかりでなく（図78‐79）、５歳の女の子の形へと変貌をとげる（図80）。

５歳の人間の形になったサカナは、「ソウスケんとこ、行く」と言って海のうえを走っていく。

はじめて人間の形のポニョを見た宗介は、すぐにポニョだと認知し、自分の母に「ポニョが女の

子になって戻ってきた」と説明する。
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	 図78	 図79	 図80

このあとポニョはサカナにもどるが、人間になりたいという意志は固い。ついに海の神である

母から、不可逆的に人間になることを許可される。父のほうはポニョが人間になることを、全面

的に賛成しているわけではなく、「いつまでも幼く無垢であればいいものを」とか、「たった５

歳で・・・無理だ」といったつぶやきを漏らしている。しかし、海や陸の体系を守るために、そ

れが最善の方法と自分を納得させている。父のこだわりは、性にめざめるまえの「無垢」な状態

にとどまってほしいという願いと、一生の決定を「たった５歳で」行わせることへの哀れみが交

差した気持ちから生じているようだ。しかし最後の別れのとき、彼は宗介に握手の手を差し出し

て「ポニョをよろしく頼む」と決意の言葉を述べる。

『崖の上のポニョ』は５歳のときの一日の記憶が、ひとりの一生を決めることを示している。

ある個人に特有な「記憶」は、その人の一生に意味を与え、ほかのひとの人生とは異なる価値を

見出させる。もし「記憶」が人生の描写に関与しなかったら、映画はどうであったろう。『ワン

ダフルライフ』の登場人物たちは、だれひとりとして自分の人生に意味を与えることができな

かったはずでる。『長い散歩』の主人公は、たしかに存在した家族の絆をふたたび実感すること

ができなかったはずである。『おりくびと』の主人公は、父をとりもどすことができなかったは

ずであるし、父の人生は惨めなままで終わったはずである。『わが母の記』の主人公は、母にた

いする恨みに満ちた人生を送ったはずである。そして『崖の上のポニョ』のポニョは、人生をは

じめることなく、小さな魚のまま海の泡と消えていったはずである。本論文において、このよう

に個が有する独自の「記憶」がいかに「人生」を成り立たせ、それに有意義な意味を与えている

かが明らかになった。

今後は異文化圏の映画との比較において、「人生」と「記憶」の関わりかたの共通点や相違点

を明らかにしながら、日本映画の「人生」描写における独特な特徴を解明していきたい。
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考察映画一覧
（本論文で考察した映画）

映画作品名 制作年 監督 出演

『ワンダフルライフ』 1999 是枝裕和	 井浦新（望月隆）、小田エリカ（里中しおり）、寺
島進（川嶋さとる）、内藤武敏（渡辺一朗）、香川
京子（渡辺京子）、谷啓（中村健之助）		

『長い散歩』 2006 奥田瑛二	 緒形拳（安田松太郎）、杉浦花菜（横山幸・小さ
な女の子）、原田貴和子（安田亜希子）、奥田瑛二

（刑事）											
『花よりもなほ』 2006 是枝裕和	 岡田准一（青木宗左衛門）、宮沢りえ（おさえ）、

古田新太（貞四郎）、木村祐一	（孫三郎）											
『崖の上のポニョ』 2008 宮崎駿 【声】奈良柚莉愛（ポニョ）、土井洋輝（宗介）、

所ジョージ（フジモト）、天海祐希（グランマン
マーレ）、山口智子（リサ）												

『おくりびと』 2008 滝田洋二郎	 本木雅弘（小林大悟）、広末涼子（小林美香）、峰
岸徹（小林淑希・大悟の父）						

『わが母の記』 2011 原田眞人	 役所広司（伊上洪作）、樹木希林（伊上八重・洪
作の母）、宮崎あおい（伊上琴子・洪作の娘）							

言及映画一覧
（本論文で言及した映画）

映画作品名 原題 制作年 制作国 監督名

『オリンピア』（第一話『民
族の祭典』、第二話『美
の祭典』）

Olympia	(Teil	1:	
Fest	Der	Volker,	
Teil	2:	Fest	der	
Schonheit)

1938 ドイツ レニ・リーフェンシュター
ル	

『東京オリンピック』 東京オリンピッ
ク

1965 日本 市川崑

『白い恋人たち・グルノ
ーブルの 13 日』

13	Jours	en	
France

1968 フランス クロード・ルルーシュ、フ
ランソワ・レシャンバック	

『時よとまれ、君は美し
い/ミュンヘンの17日』

Visions	of	Eight 1973 西ドイツ、
アメリカ	

ユーリー・オゼロフ、マイ・
ゼッタリング、アーサー・
ペン、ミヒャエル・フレー
ガー、市川崑、ミロシュ・
フォアマン、クロード・ル
ルーシュ、ジョン・シュレ
シンジャー									

『炎のランナー』 Chariots	of	Fire 1981 イギリス ヒュー・ハドソン

『ガンジー』 Gandhi 1982 イギリス、
インド

リチャード・アッテンボロ
ー

『アマデウス』 Amadeus 1984 アメリカ ミロシュ・フォアマン
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映画作品名 原題 制作年 制作国 監督名

『プラトーン』 Platoon 1986 アメリカ オリヴァー・ストーン

『芙蓉鎮』 芙蓉鎮／
Hibiscss	Town

1987 中国 シェ・チン

『ベルリン・天使の詩』 Der	Himmel	
Uber	Berlin

1987 西ドイツ、
フランス

ヴィム・ヴェンダース

『黒い雨』 黒い雨 1989 日本 今村昌平

『ミラクル』 Miracle 2004 アメリカ ギャヴィン・オコナー

『父と暮せば』 父と暮せば 2004 日本 黒木和雄
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Abstract

Since his inauguration in December 2012, President Enrique Peña Nieto has been 

pushing through a series of important reform agendas, of which the education reform is 

the first to make a tangible progress. Under an agreement among the country’s three main 

political parties to cooperate on a wide-ranging policy agenda, the new government has made 

an important first step in removing the control of the powerful teachers union, which has 

been blamed as a key factor behind the poor academic performance of Mexican children. 

The constitution has been amended to make periodic teacher evaluation compulsory with real 

ramifications for poor performance. If diligently implemented, the new reform could help 

move Mexico along a path of realizing its potential and becoming one of the most dynamic 

and successful economies in Latin America.

Ⅰ．はじめに

本稿の目的は、メキシコの新政権が進める画期的な教育改革の背景と現状について概観し、ラ

テンアメリカ諸国の多くが共通して抱える教育政策の課題の文脈の中で、メキシコが進めようと

している改革の意味と今後の展望を考察することである。

2012年12月1日、メキシコでは、制度的革命党（Partido	Revolucionario	Institucional,	PRI）の

エンリケ・ペニャ・ニエト（Enrique	Peña	Nieto）が新大統領に就任した。46歳の若いペニャ・

ニエト大統領は、就任直後から、競争促進に向けた様々な改革に積極的に着手している。なかで

も、教育改革は、強力な教員組合からの大規模な反対運動を乗り越えて、政権発足後1年を待たず

に憲法改正と改革実施のための関連法の成立を実現した。この改革の第一歩は、メキシコにとっ

てどのような意味を持つのだろうか。

メキシコは近年、初等・中等教育へのアクセス拡大という点では大きな成果をあげてきた。し

メキシコの教育改革
―ペニャ・ニエト新大統領の挑戦―

Education Reform in Mexico: A Challenge of President Peña Nieto

箕輪 真理
MINOWA Mari
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かし、初等教育就学率がほぼ100％に近づき、中等教育就学率も約70％を達成する一方で、学習

到達度調査の結果や、国際競争力ランキングなどから見られるメキシコの労働力の質は、世界の

市場で競争するために十分なものでないことは明らかである。教育の「量」をある程度達成した

今、教育の「質」の改善を実現することは、メキシコの将来にとって、重要かつ急務の課題であ

り、そのためには、構造的な問題を抱える教育セクターの抜本的な改革の遂行が必要不可欠であ

る。現在進行中の画期的な教育改革は着手されたばかりで、今後の成り行きはまだ不確定ではあ

るものの、本稿では、メキシコの公教育の現状と課題という文脈のなかで、現時点での改革の意

味を考えてみたい。

第II節では、1982年の債務危機以降のメキシコ経済の動向を簡単に振り返ることで、メキシコ

がおかれている現在の政治経済状況を説明する。第III節では、ラテンアメリカ諸国に共通する教

育の課題を概説し、メキシコで現在進行中の改革が、それらの課題に対して正面から立ち向かお

うとする画期的な試みであることを示す。第IV節では、メキシコの新しい教育改革の内容を、そ

のプロセスと関係するアクターたちの行動を詳細に見ながら、詳しく分析する。第V節は、結論に

代えて、今回の教育改革の意義をまとめる。

Ⅱ．メキシコの経済成長：繰り返された失望と新しい可能性

1982年のメキシコの債務返済一時停止は、ラテンアメリカの「失われた10年」のきっかけと

なる事件であった。1980年代を通じて、ラテンアメリカ諸国は債務危機への対応に追われ、市

民は大きな社会経済的困難を経験した。1988年にサリナス大統領の政権下で,	大規模な市場開放

に基づく経済改革が始まり、後の「ワシントンコンセンサス」の基礎ともなった一連の改革に

よって、貿易自由化、多くの部門の国営企業民営化が進んだ。メキシコにおける自由主義経済改

革の特徴として、政府、企業、労働組合の三者間での広範な合意形成（経済連帯協定、Pacto	de	

Solidaridad	Económica）に基づく改革の推進がある。1987年にデ・ラ・マドリ大統領のもとで

署名されたこの協定は、その後PRI政権下で毎年更新され、メキシコの重要な政治イベントとなっ

た。Pacto	de	Solidaridad	Económicaは、経済改革へのメキシコ国民の支持を強固なものとするの

に大きな役割を果たしたと言える。特に、強力な労働組合連合（Confederación	de	Trabajadores	

de	México）が“Pacto”に参加することで、政府の経済改革に一定の政治的正当性が与えられてい

た。これは、他のラテンアメリカ諸国では見られなかった特徴である。

メキシコの一連の改革は、経済成長などの数字を見れば、はっきりとした成果をだしたとは必

ずしも言えないが、自由主義経済改革という概念そのものへの期待（あるいは信仰）が大きかっ

たこともあり、「メキシコの奇跡」の神話を造り出したとも考えられる。当時、アメリカのクリ

ントン政権が、北アメリカ自由貿易協定（NAFTA）締結の承認を議会で取り付けようとしていた

ことも、「メキシコの奇跡」という架空のストーリーが造り出された要因のひとつであるとも言

われる。

その後、1994年1月のチアパス州におけるサパテｲスタ民族解放戦線の蜂起と、大統領候補が暗
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殺されたことによる政治の不安定化を契機に、「テキーラショック」がメキシコを襲った。その

背景には、政治不安によるカントリーリスクへの懸念と、ペソの固定相場維持のための財政破綻

がある。この結果、ドルに固定されていたメキシコ通貨ペソの変動相場制への移行とそれに伴う

ペソの大幅な下落により、市民はふたたび大きな犠牲を強いられることとなった。NAFTA締結、

国をあげての自由主義経済改革の推進、グローバリゼーションのなかでの新しい経済機会への期

待など、メキシコ国民は、いよいよ、メキシコが大きく前進して豊かさと繁栄を実現する日が来

ると信じていたが、その期待が大きく裏切られることとなった。

他のラテンアメリカ諸国では、「ワシントンコンセンサス」に沿った改革によって1990年代

を通じて実施されてきた政策が期待した成果を生まず、一般市民の生活状況がいっこうに改善さ

れないことへの失望から、左派の力が強まり、それまでの改革を逆行させる動きもいくつかの国

で顕著になっていた。しかし、メキシコにおいては、1994年の通貨危機が起きたのが、セデｲ—

ジョ（Zedillo）大統領の任期当初であったこともあり、大統領は改革を逆行させようとする動き

に対抗することができたとされる。とはいえ、改革をさらに進めるだけの政治力はなく、国民は

左派の支持に傾いていった。

そうした文脈のなかで、2000年の大統領選挙では、70年以上続いた制度的革命党（PRI）が

政権の座を譲ることとなった。大統領に選ばれた、国民行動党（Partido	de	Acción	Nacional,	

PAN）のビセンテ・フォックス（Vicente	Fox）は、かつてコカコーラ社の重役であり、市場開

放、自由経済政策を支持していた。しかし、フォックス政権は、期待に反して、特筆すべき成果

を何も実現できなかったというのが、一般的な評価である。2006年の選挙でも、再び、PANの

フェリペ・カルデロン（Felipe	Calderón）が、左派政党、民主革命党（Partido	de	 la	Revolución	

Democrática,	PRD）の候補を辛くも破って政権についた。しかし、カルデロン大統領の任期中、

メキシコでは麻薬取引に関係する暴力と治安の悪化が深刻化し、2008年の世界同時不況による製

造業輸出の低迷とも重なって、2009年、アメリカ国防省は、「メキシコが破綻国家となりうる」

との警告を出すに至った。

しかし、その３年後の、2012年11月に、イギリス週刊誌「エコノミスト」は、メキシコに関

する特別レポートで、メキシコは、豊かな将来へ向けて、今、新たな出発点にたっていると宣言

している（Economist ,	November	24	2012a）。	メキシコは、ラテンアメリカでブラジルに次ぐ

二番目の経済規模を持つ。出生率の低下、中国の賃金上昇など、メキシコにとってプラスとなる

条件がいくつも整ってきている。「ダイナミックなブラジルに遅れをとる成績不振のメキシコ」

というイメージはすでに過去のものであり、2011年、2012年とも、GDP成長率ではメキシコは

ブラジルを上回っている。また、「高い人口増加率と、有り余る労働者が大挙してアメリカに出

稼ぎ移民をするメキシコ」というイメージも、今では現実を表していない。近年では、むしろア

メリカに出かける労働者よりもアメリカから帰国する労働者の数が上回る状況も出てきている。

麻薬取引による治安の問題はまだ深刻だが、これまでの5年間の統計で初めて少しながら殺人率が

低下したことも報告されている。メキシコはすでに、フラットスクリーンテレビ、冷凍冷蔵庫な

どでは、世界最大の輸出国であり、自動車、航空機などについても、輸出国としての存在感を増
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している。このままゆけば、2018年までに、メキシコはアメリカの最大の輸入相手国となると予

測されている（Economist ,	November	24,	2012b）。日本でも、経済への国家管理を強化するア

ルゼンチンやベネズエラなどと対象的な政策をとるメキシコへの関心は高まっている。ペニャ・

ニエト新大統領が進める通信・放送分野での寡占の抑制や、これまで外国企業の参入を認めてこ

なかった石油探査などの分野で、国営石油会社ペメックスと外国企業との共同開発に道を開くな

ど、メキシコの改革が今後どのように進んでいくかは、日本の投資家にとっても大きな関心事と

なっている（日本経済新聞2013年8月21日）。

近年、メキシコが「中流階級社会」に到達したのかどうかという議論が活発になっている。し

かし、メキシコの国立統計地理情報院（Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	 INEGI）の

2000年から2010年のデータに基づいた推計では、メキシコで「中間所得層」と分類できる人口

の割合は39.2％、世帯数では42.4％であった。低所得層の割合は59.1％、高所得層が2.5％であ

る。メキシコがすでにOECD諸国と肩を並べる「中流階級社会」となったとするそれまでのいく

つかの研究報告や主張に反し、INEGIのデータは、まだメキシコの世帯の多くが、何らかの欠乏

を経験し、ショックに対して脆弱な経済状況であることを示している（Lopez-Calva,	Luis	F.	and	

E.Ortiz-Juarez	2011）。

また、世界銀行やフレーザー研究所（Fraser	 Inst itute）、ヘリテージ財団（Heritage	

Foundation）などの調査では、メキシコは、国際競争力や政治経済制度の強さの世界ランキン

グで、中間にとどまっている。世界経済フォーラムが発表した2013－2014年の「国際競争力レ

ポート」によると、メキシコは、データのある世界144カ国中、「総合競争力」では55位であ

る。マクロ経済環境は比較的安定していて49位、金融システムの健全性も30位、大きな国内市

場による規模の経済（1位）、比較的良好な交通インフラ（39位）など、プラスの要因も多い。

それに加えて、ようやく、長年進まなかった教育と労働市場に関する改革が新政権のもとで着手

されたことに期待が表明されている。これにより、メキシコが緊急に解決すべき課題である、

国内の競争力低迷（現在は100位）、教育の質が低いことによるスキルギャップ（19位）、労

働市場の膠着性（99位）などが改善されることに期待がもたれている（World	Economic	Forum	

2013）。

どの国においても、持続的な経済成長の実現は、経済の効率性改善と、機械やインフラへの投

資拡大と教育による労働者の能力強化を通じて、経済全体の生産性がどのくらい拡大するかにか

かっている。Edwards	(2010)は、効率性の確保、投資拡大、労働者の能力向上とスキルアップの

三つは、どれもラテンアメリカ諸国が長いこと失敗してきた課題であり、これからも、多くの国

では失敗し続けるだろうと予測している。そのような悲観的な予測を覆すチャンスがあるのかど

うか、メキシコの新政権が進めている一連の改革は、今後のメキシコの行方を大きく左右するこ

とになる重要な取り組みであるといえる。
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Ⅲ．ラテンアメリカの教育の現状と課題

ラテンアメリカ諸国の教育は、多くの共通の課題を抱えており、メキシコの教育の現状と課題

も、その文脈の中で論じることができる。以下、本節では、ラテンアメリカ諸国に共通して見ら

れる教育の問題点を論じながら、メキシコの抱える教育の課題を明らかにする。

１．教育へのアクセスの拡大
まず、ラテンアメリカ諸国における教育は、近年大きく改善している。特に初等教育、中等教

育へのアクセスについては、表1、表2に示す就学率の動向からも見られるように、他の開発途上

地域と比べても、急速な拡大を実現してきた。

	
表1 初等教育就学率

メキシコにおいても、初等教育、中等教育へのアクセスという点からは、大きな成果が見られ

る。ユネスコのデータによると、2011年のメキシコの初等教育粗就学率（gross	enrollment）

は104％、純就学率（net	 enrollment）は96％、小学校に通っているべき年齢の子供が学校に

行っていない割合は3％であった1。小学校の最終学年を終えることができている子供の割合は、

（出典）Paul	Glewwe	and	Michael	Kremer.	2005.	“School,	Teachers,	and	Education	Outcomes	in	Developing	
Countries.”	CID	Working	Paper 	No.	122.	(in	Franko,	Patrice.	2007.	The	Puzzle	of	Latin	American	Economic	
Development ,	Third	Edition.	Rowman	and	Littlefield	Publishers,	Inc.	2007.)	
*2011 年のデータは、World	Bank.	World	Development	Indicators 	2013.	

地域
粗就学率	(%) 純就学率	(%)

1960 1970 1980 1990 2000 2011* 2000 2011*

サハラ以南アフリカ 40 51 80 74 77 100 56 76

中近東・北アフリカ 59 79 89 96 97 105 84 93

ラテンアメリカ 91 107 105 106 127 113 97 94

南アジア 41 71 77 90 98 110 83 88

東アジア 87 90 111 120 111 112 93 96

東ヨーロッパ 103 104 100 98 100 101 88 94

OECD 109 100 102 103 102 105 97 96

1	 粗就学率（gross	enrollment）（総就学率ともいう）は、あるレベルの教育を受けるべき年齢の総人口に対し、
実際にそのレベルの教育を受けている（年齢にかかわらない）人口の割合を示し、純就学率（net	enrollment）は、
あるレベルの教育をうけるべき年齢の総人口に対し、実際に教育を受けている、その年齢グループに属する人
の割合を示す。
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93％、また、中等教育の粗就学率は84％、純就学率は67％、高等教育の就学率が28％と報告さ

れている。小学校入学前の幼稚園への粗就学率（入園率）が99％である（UNESCO	Institute	 for	

Statistics	2012）。少なくとも子供たちに学校に通う機会を与えるという意味では、メキシコの

教育の機会拡大という目的は、ある程度達成されたと言うことができよう。

２．教育の質の問題
しかし、就学率の拡大は、必ずしも学習の成果の改善につながるものではない。学校教育の現

場で、どのような成果が実現されているのか。学習到達度を測る国際的なテストの結果などを見

ると、グローバル化した世界経済の中で競争してゆくために必要な労働力の生産性向上という意

味で、ラテンアメリカ諸国は、まだ大きく遅れを取っている状況が示される。

OECDは、3年ごとに、学習到達度調査（Program	for	International	Student	Assessment,	PISA）

を実施している。これは、義務教育の終了段階にある15歳の生徒を対象に、読解力、数学、科学

の3分野について、基礎的知識だけではなく、問題解決能力、知識の応用力についてもその能力

を測るテストである。最新の2012年の調査には、OECDの34カ国、それ以外の31カ国、あわせて

65の国／地域が参加した。ラテンアメリカからは、チリ、メキシコ、ウルグアイ、コスタリカ、

ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ペルーの8カ国が参加している。表3に、それぞれの分野

でのラテンアメリカ参加国の成績を示す。数学、読解力、科学の全ての分野において、ラテンア

メリカの参加国は、参加した65カ国のなかで最も低い範囲の点数ランキングに分類される。ま

た、表4が数学について示すように、ラテンアメリカ参加国の学習到達度の低さにおいて、これま

（出典）Paul	Glewwe	and	Michael	Kremer.	2005.	“School,	Teachers,	and	Education	Outcomes	in	Developing	
Countries.”	CID	Working	Paper 	No.	122	(in	Franko,	Patrice.	2007.	The	Puzzle	of	Latin	American	Economic	
Development ,	Third	Edition.	Rowman	and	Littlefield	Publishers,	Inc.	2007.)	
* 粗就学率 2011 年のデータと、純就学率のデータは、World	Bank.	World	Development	Indicators 	2013.	

地域
粗就学率	(%) 純就学率	(%)

1960 1970 1980 1990 2000 2011* 2000 2011*

サハラ以南アフリカ 5 6 15 23 27 41 19 -

中近東・北アフリカ 13 25 42 56 66 75 60 68

ラテンアメリカ 14 28 42 49 86 90 64 76

南アジア 10 23 27 39 47 59 38 -

東アジア 20 24 44 48 67 78 54 71

東ヨーロッパ 55 64 93 90 88 92 75 85

OECD 65 77 87 95 107 100 87 90

表2 中等教育就学率
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での10年間で大きな改善が見られていない。

表3 OECD学習到達度調査（PISA）結果（2012年）

（出典）OEED.	2013.	PISA	2012	Results	in	Focus:	What	15-year-olds	know	and	what	they	can	do	with	what	they	
know.
（注 1）成績は、レベル 1 が最も低く、読解力テストではレベル 5 が最高、数学、科学ではレベル 6 が最高である。
（註 2）「年平均変化率」は、それぞれの国の初めての参加年度から全てのテストスコアに基づいて計算された、年

率の点数の変化を示す。

国

数学 読解力 科学

平均点
レベル２
以下の割
合（％）

レベル５
以上の割
合（％）

年平均
変化率
（％）

平均点
年平均
変化率
（％）

平均点
年平均
変化率
（％）

OECD平均 494	 23.1	 12.6	 -0.3	 496	 0.3	 501	 0.5	

上海（中国） 613	 3.8	 55.4	 4.2	 570	 4.6	 580	 1.8	

シンガポール 573	 8.3	 40.0	 3.8	 542	 5.4	 551	 3.3	

香港（中国） 561	 8.5	 33.7	 1.3	 545	 2.3	 555	 2.1	

台北（中国） 560	 12.8	 37.2	 1.7	 523	 4.5	 523	 -1.5	

韓国 554	 9.1	 30.8	 1.1	 536	 0.9	 538	 2.6	

日本 536	 11.1	 23.7	 0.4	 538	 1.5	 547	 2.6	

チリ 423	 51.5	 1.6	 1.9	 441	 3.1	 445	 1.1	

メキシコ 413	 54.7	 0.6	 3.1	 424	 1.1	 415	 0.9	

ウルグアイ 409	 55.8	 1.4	 -1.4	 411	 -1.8	 416	 -2.1	

コスタリカ 407	 59.9	 0.6	 -1.2	 441	 -1.0	 429	 -0.6	

ブラジル 391	 67.1	 0.8	 4.1	 410	 1.2	 405	 2.3	

アルゼンチン 388	 66.5	 0.3	 1.2	 396	 -1.6	 406	 2.4	

コロンビア 376	 73.8	 0.3	 1.1	 403	 3.0	 399	 1.8	

ペルー 368	 74.6	 0.6	 1.0	 384	 5.2	 373	 1.3	
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表4 PISA数学テスト結果（2003年—2012年）

こうした低い学習成果は、教育の質に問題があることを示している。表1で示されたように、ラ

テンアメリカの平均を見ると、粗就学率（gross	enrollment）の数字が100を大きく越えている。

これは、入学時期が家庭の経済的理由などで遅れたり、いったん入学した児童が学習についてゆ

けなくて進級できずに同じ学年をくり返したりしている状況を反映している。同じ学年を何度も

くり返す生徒のあいだでは、学校から完全にドロップアウトする確立も高くなる。こうした数字

からも、教育の質の問題が未だに大きい課題であることが指摘できる。

また、ラテンアメリカ諸国の特徴とも言える大きな所得格差や経済格差は、教育の格差を生み

出し、それがまた経済格差につながるという負の連鎖も根強く存在する。一方で、貧困層の初

等教育就学率が大きく改善したため、所得階層ごとの就学率の格差は確かに縮まっており、富

裕層と貧困層のあいだの平均修学年限のギャップは、ラテンアメリカの多くの国で縮小の傾向に

ある。しかし、貧困層が受ける教育の質に問題があることは、全国統一テストの結果などを見て

も、明らかである。富裕層の子供は、私立の学校でより高いレベルの教育を受け、大学に進学す

ることができるが、公的初等教育、中等教育の質が劣るため、貧困層の子供が大学まで進学する

ことは非常に難しい。従って、大学教育に支出される政府の教育予算は、ほとんど貧困層には届

かないことになる。

教育の質の問題を正しく理解するためには、きちんとした指標やデータが必要である。しか

し、ラテンアメリカの多くの国では、全国的な統一テストなどを通じて、きちんと教育の成果を

測ろうという試みが長い間なされてこなかった。ラテンアメリカの数カ国がPISAによる学習到達

国
PISA	2003 PISA	2006 PISA	2009 PISA	2012

レベル2
以下

レベル5
以上

レベル2
以下

レベル5
以上

レベル2
以下

レベル5
以上

レベル2
以下

レベル5
以上

チリ - - 55.1	 1.5	 51.0	 1.3	 51.5	 1.6	

メキシコ 65.9 0.4 56.5 0.8 50.8 0.7 54.7 0.6 

アルゼンチン - - 64.1	 1.0	 63.6	 0.9	 66.5	 0.3	

ブラジル 75.2	 1.2	 72.5	 1.0	 69.1	 0.8	 67.1	 0.8	

コロンビア - - 71.9	 0.4	 70.4	 0.1	 73.8	 0.3	

コスタリカ - - - - 56.7	 0.3	 59.9	 0.6	

ペルー - - - - 73.5	 0.6	 74.6	 0.6	

ウルグアイ 48.1	 2.8	 46.1	 3.2	 47.6	 2.4	 55.8	 1.4	

OECD平均 21.5	 14.6	 21.3	 13.5	 20.8	 13.4	 22.2	 13.1	

（出典）OECD.	2013.	PISA	2012	Results:	What	Students	Know	and	Can	Do	(Volume	I).
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度の調査にようやく参加するようになったのも、近年のことである。教育の成果を明示的な指標

で評価するという考え方が受け入れられていないことが、ラテンアメリカの教育改革を難しくし

ているといえる。

３．教育支出
ラテンアメリカの多くの国の政府は、近年、教育支出を拡大してきた。表5には、世界の各地域

の平均の教育支出額と対GDP比を示す。金額でも、国内総生産に対する割合でも、ラテンアメリ

カ地域の国々が教育のために支出している金額は他の開発途上地域に比べて高い数値であること

がわかる。表6には、ラテンアメリカ諸国について、一人当たり国内総生産に対する生徒ひとり

あたり初等教育支出の割合を示す。メキシコを含めて、いくつかの国で見られる15％前後の数字

は、アジアやアフリカの他の開発途上国に比べれば、決して少ない金額ではない。しかし、OECD

諸国では、この割合が、おおむね20％から30％のあいだにあり、金額的にも、例えば初等教育へ

のひとりあたり支出額は、ラテンアメリカの平均値はOECD諸国の約６分の１である。先進国との

比較では、ラテンアメリカ諸国の公的な教育支出はまだ十分な金額であるとは言えず、さらに問

題なのは、その支出が効率的に使われていない点である。また、初等・中等教育に比べて、高等

教育への支出の割合がたいへん大きいことも、表5から読み取ることができる。

表5 教育支出

地域

一人当たり支出
（PPPドル） 対GDP比（％）	

一人当たりGDPに
占める生徒ひとり
あたり支出（％）	

一人当たり高等
教育支出の初等教
育、中等教育支出
に対する割合

初等教育 中等教育 初等教育 中等教育 初等教育 中等教育 初等教育 中等教育

サハラ以南アフリカ 338 638 1.9 1.2 10.6 25.8 198.5 81.1

中近東・北アフリカ 429 809 1.8 1.4 15 19.5 5.4 5.3

ラテンアメリカ 588 877 1.6 1.6 12.2 14.3 4.3 4

南アジア 167 322 1 1.2 7.4 22 5.6 3.3

東アジア 214 347 0.9 0.8 6.6 11.8 12.5 6.5

東欧・旧ソ連 1,401 1,250 0.2 2.3 21.4 19.1 2 1.5

OECD 3,760 4,934 1.2 2.1 18.6 22.8 1.8 1.5

（出典）Paul	Glewwe	and	Michael	Kremer.	2005.	“School,	Teachers,	and	Education	Outcomes	in	Developing	
Countries.”	CID	Working	Paper 	No.	122	(in	Franko,	Patrice.	2007.	The	Puzzle	of	Latin	American	Economic	
Development ,	Third	Edition.	Rowman	and	Littlefield	Publishers,	Inc.	2007.)	
* 粗就学率 2011 年のデータと、純就学率のデータは、World	Bank.	World	Development	Indicators 	2013.	
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表6 生徒一人当たり初等教育支出の割合

（一人当たり国内総生産に対する割合）(2010年)

さらに、公的教育の質が低いため、私立の学校を選択する親が初等教育レベルで16％、中等

教育で25％、高等教育では36％と報告されている（Wolff	et	al.	2005）。また、ラテンアメリカ

のほとんどの国では小学校と中学校の９年間の教育は無償で提供されることになっている。しか

し、実際には、半強制的な父兄会への支払いや制服の代金、試験費用などの名目でかなりの金額

を学校に支払うことになる。この費用は、貧困層にとっては負担が大きく、貧困層の子供たちの

教育の機会が狭められる結果となっている。

４．教育システムの構造的問題 
なぜ、ラテンアメリカ諸国の教育の成果がこのように低いのか考えたとき、ラテンアメリカの

教育システムとその構造によって生み出されるインセンテイブの問題点を指摘することができ

る。まず、PREAL(2005)が指摘するように、教育システムが中央集権的であり、たいへん官僚的

国 (%)

アルゼンチン 16.4

ボリビア 21.3

チリ 14.7

コロンビア 15.8

コスタリカ* 14.6

キューバ 49.4

ドミニカ共和国 7.6

エクアドル 8.9

エルサルバドル 9.8

グアテマラ 8.4

ホンヂュラス 18.3

メキシコ 15

パラグアイ 11.2

ペルー 8.5

ベネズエラ* 17.9

（出典）World	Bank.	2013.	World	Development	Indicators .
（注）コスタリカとベネズエラの数字は、2009 年のデータ。
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であることである。中央政府が、教育に関する決定権の多くを支配しており、予算配分、教科書

や教材の選定、カリキュラムの決定などが、中央の教育担当省庁に集中している。教育予算の配

分は、政治的な道具として使われやすい。政治家は、学校建設や教員雇用などの便宜をはかるこ

とで、教育を自分たちの利益拡大の道具として使うことができる。そして、中央政府と同時に大

きな力を持つのが、教員組合である。組合は、教員や校長の雇用や昇進の決定権を持つ。このよ

うな仕組みの中で、教育サービスは、顧客である生徒や父兄からのインプットなしに運営されて

おり、彼らに対して説明責任を持たない。教育システムが中央集権的であるため、教員たちは、

教育の現場でイノベーションや新しい試みを実践するインセンテイブを持たない。父兄が子供た

ちの受けている教育の質についてほとんど情報を持たないため、公教育は特定の利益を守ろうと

するアクターたちによって意のままにコントロールされることになる（PREAL	2005）。

このような構造的問題を背景に、これまでの教育政策がアクセスの拡大に焦点を当ててきたた

め、教育の質の問題は置き去りにされてきた。教員は、通常、町や学校ではなく、州政府によっ

て雇用される。地理的な距離によって関与を阻まれ、また経済的、社会的にも弱い立場にいる父

兄は、教育の政策に意見を反映させることができない。教員の賃金体系は、教員組合によってコ

ントロールされていて、それぞれの学校の校長にはほとんど決定権がない。

このような政治的、制度的な障害によって、ラテンアメリカ諸国では、教育改革が長年阻まれ

てきた。教育システムの分権化や、私立学校も含めて、教育の選択肢を拡大することについて、

教員組合は強力に反対してきた。ラテンアメリカのほとんどの国で、教育予算に占める教員給与

の割合は、80％から90％におよんでいる。これだけの支出に対して、教員がその成果に対する説

明責任を持たないことは問題であり、また給与以外の教育支出を圧迫することで、教育の質の向

上を阻む要因ともなっている。教員組合からの強固な改革反対に加え、政治家は、教員雇用とい

う政治的道具を失うのを恐れ、大学生は、高等教育への多額の補助を強固に守ってきた。こうし

た状況の中で、教員に対して能力向上や成果に対する評価を課すという難しい課題に立ち向かう

ことは、政治的に多大な困難を伴うことは明らかである。

５．変化への機運
このような政治的な阻害要因が、ラテンアメリカの教育改革が長年進んでこなかったことの背

景にある。しかし、グローバル化が進む今日の世界で、エリートたちにとってのインセンティブ

も変化し、ようやくラテンアメリカ諸国も、教育改革を前進させるための好機を迎えていると考

えることができる。世界の市場で競争するために、労働生産性の向上は急務の課題であり、その

ことを認識したエリートたちが、公的教育の質の向上の重要性について、ようやく認識を新たに

して、教育改革に本腰を入れだしたと考えることができる。グローバル化による競争の激化で、

教育における政府の役割がさらに重要となっている。

その例として、表7に、世界経済フォーラムが2013年に発表した「国際競争力レポート」か

ら、メキシコの国際競争力ランキングの抜粋を示す。教育の質に関する指標で、メキシコの改善

すべき課題が明らかに示されている。
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表7 メキシコの国際競争力ランキング（世界148カ国中）

貧困層を含め、一般市民は教育へのアクセスの拡大と質の向上のための教育改革を望むが、政

治的要素がその遂行を阻んできた。教員組合などの利益団体は、たいへん強力な組織力があり、

その声を政治に反映されることができる。社会のなかのエリートは、自分たちの恵まれた生活を

維持するための教育を求め、その政治力を反映して、教育予算の富裕層への配分の比率は桁違

いに大きい。政府の教育予算のなかでは、中等教育から大学への配分がたいへん大きくなってい

る。教員組合とエリートたちは、自分たちの支配力に影響をあたえるような教育改革が進むこと

に対して、長年強力に抵抗してきた。このような強力な抵抗を、どのように打ち破ることができ

るだろうか。

教育改革の成功のためには、強力なチャンピオンが必要であると考えられる。強力な大統領や

文部大臣が教育改革を政権の重要課題として推進することが必要である。そして、改革のパッ

項目 ランキング

（１）初等教育の質 （2.8ポイント） 124

（２）初等教育就学率	(97.8%) 37

（３）中等教育就学率（90.7%） 67

（４）高等教育就学率（28.8%） 79

（５）教育システム全体の質 （3.0ポイント） 119

（６）数学・科学教育の質 （2.7ポイント） 131

（７）最新技術へのアクセス （5.1ポイント） 61

（８）企業レベルでの技術習得 （4.8ポイント） 64

（９）FDIと技術移転 （5.3ポイント） 16

（出典）World	Economic	Forum.	2013.	The	Global	competitiveness	Report	2013-2014.
（注）それぞれの質問項目と回答ポイントは以下の通り。
（1） あなたの国の初等教育の質はどうですか？（１＝最悪、７＝最高）
（2） 2011 年（あるいは最も最近のデータ）の純初等教育就学率（net）
（3） 2011 年（あるいは最も最近のデータ）の総中等教育就学率（gross）
（4） 2011 年（あるいは最も最近のデータ）の総高等教育就学率（gross）
（5） あなたの国の教育システムは、競争社会のニーズにどのくらい答えられますか？（１＝全く

答えられていない、７＝たいへんよく答えている）
（6） あなたの国の数学と科学の教育の質をどのように評価しますか？（１＝最低、７＝最高）
（7） あなたの国では、最新の技術がどのくらい手にはいりますか？（１＝全く入手できない、７

＝簡単に入手可能）
（8） あなたの国では、企業はどのくらい新しい技術を学習しますか？（１＝全くしない、７＝広

範囲に学習、習得する）
（9） 外国からの投資は、あなたの国にどのくらいの新しい技術をもたらしますか？（１＝皆無、

７＝多くの技術をもたらす。FDI は技術習得の最も重要な要素である。）
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ケージが、関係者にとってお互いにWIN-WINとなるようなものであることや改革のメリットにつ

いて利害関係者を説得することができれば、改革への抵抗は弱まるだろう。

このような強力なチャンピオンとして、メキシコの新大統領が登場した。新大統領は、教育改

革の重要性を十分に認識し、野党との協調と合意の体制を固めた上で、これまで何度か試みられ

てきても実現できなかった、教育セクターの大規模かつ革新的な改革に着手したのである。次節

では、メキシコの新政権が推進する教育改革の性格と、これまでの実施プロセスについて詳しく

説明する。

Ⅳ．メキシコの新しい教育改革

1. 教育改革のための憲法改正実現
2012年7月1日の大統領選挙で、PRIのペニャ・ニエト候補が圧勝して当選した。同年12月1

日の新大統領就任の翌日、12月2日には、主要3政党PRI,	PAN,	PRDによる「メキシコのための合

意」（Pacto	por	México）が署名された。署名式には、メキシコの31の州の州知事、首都メキシ

コシティー知事、上院下院議長も出席している。政府の各分野の代表と主要政党の支持を得たこ

とで、1990年代以降、政治的な硬直によって進まなかった重要な改革が進展する可能性が生まれ

た。この合意成立に向けては、大統領選挙直後から、3党間で水面下での話し合いが続けられてき

たことが報告されている。

この3党合意は、政府の機能遂行能力の強化、政治的および経済的民主化の推進、国民の社会的

権利の確保と拡大の３つを軸として、５つの分野にわたり、95項目のイニシアテｲブから構成さ

れている。５つの分野とは、1）民主的な政治運営（ガバナンス）、2）政治の透明性、説明責任

の強化と汚職対策、3）国民の人権と自由の保証、4）治安の確保、5）経済成長、雇用創出、競

争力強化である。そして、この三党合意に含まれる重要な改革のひとつが、教育改革である。メ

キシコの公教育システムは、OECD諸国の中で最低水準にある。政府予算の20％以上を教育支出

に費やしていながら、OECDの学習到達度調査の結果は、最低水準にとどまっている。今回の教育

改革によって、教員組合が実質的にコントロールしている公教育のシステムを、政府の管理のも

とへと戻すことが意図されている。

ペニャ・ニエト大統領は、就任後直ちに教育改革のための憲法改正案を提出し、12月中に、法

案は議会で可決された。2月25日には大統領によって署名、発令された憲法改正では、教員評価

の実施が義務づけられ、その詳細は別途定めるとされた。憲法第三条の改正で、「教員の採用、

昇進、雇用継続の決定において教員評価が義務づけられ、その具体的な基準や条件、実施方法な

どについては、別途法律によって規定される」としている。その目的は、「プロフェッショナル

としての教員サービスを作り上げるために、教員の養成、能力向上のためのシステムを改善する

こと、より良い教育サービスを提供するための対話を促すための参考データとして、明確な評価

基準を提供することである」と述べられている（adn.pólitico.com	Mayo	8	2013）。

この教育改革の内容には、二つの主要なポイントがある。教員評価を義務化して、プロフェッ
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ショナルとしての教員サービス（Servicio	Profesional	Docente）を確立すること、そして、国立

教育評価機構（Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Educación,	INEE）の権限強化と独立化

である2。	

教員の雇用、昇進、雇用継続の決定は、教育の目的に沿った基準にもとづいて行われなければ

ならない。そのために、プロフェッショナルな教員養成のための基準を全国的なレベルで作る必

要がある。具体的には、教員採用時の試験、校長、教頭などへの昇進の決定にも試験を実施す

る。昇進には、教員それぞれの能力と成果に応じて、必要とされる基準をクリアすることが条件

となる。この評価システムを確立することによって、教員のプロフェッショナルとしての社会へ

の貢献を正当に認め、評価することにもつながる。教員評価の基準は、担当する生徒の学習到達

度向上への教員の貢献の程度をはかるものであり、教員個人として、また、教員グループ全体と

しての学校単位のパフォーマンス評価、そして全国の教員全体としての評価も行う。金銭的、あ

るいはその他の形で、優秀な教員への報償制度も設けて、その社会的役割に対して明確な評価を

与え、モチベーションを高める施策も含める。能力向上のためのトレーニングなどの機会も拡大

する。

また、2002年にフォックス政権によって設立された、国立教育評価機構（INEE）は、その独立

性が強化され、教員評価を実施する機関となる。INEEは、幼稚園、小学校、中学校、高校のそれ

ぞれのレベルで、教育システムの成果を評価する。そのため、INEEは、評価試験を独自にデザイ

ンし実施する権限を与えられ、関係する全国および地方の教育機関に評価試験実施のガイドライ

ンを示し、実施を指示する。また、教育の改善のために必要な施策を指示監督する権限を持つこ

ととなる。このように、INEEに独立した権限を与えることにより、教員評価システムの開発と安

定した実施のために必要な力が与えられ、これまでの政権が実現できなかった改革の実行可能性

が大幅に高まると期待されている。

これらふたつの主要な改革案に加えて、教育システムに関する正確な統計データを収集するた

めのシステム（Sistema	de	Información	y	Gestión	Educativa）の設立と、教員の継続的な能力強化

のためのトレーニングプログラムの実施、学校運営における自律性の強化、全ての学校において

正規の授業時間の確保（一日二交代制の解消）、栄養価を考慮した学校給食の提供、などの提案

が盛り込まれた。

教育改革のための憲法改正は実現した。しかし、問題は具体的な改革実施の詳細を決定するこ

とである。議員の大半は、教育改革の大枠には賛成している。しかし、具体的な政策の詳細はこ

の段階ではまだ未定であった。教員評価基準の監督を誰が行うのか、教員が具体的にどのような

方法で評価されるのか、など、憲法改正とは別に定められる改革実施法案が議会を通過しなけれ

ば、教育改革の実質的な効果は現れない。

2	 2012 年 12 月 10 日に大統領によって提出された改革法案 “La	Reforma	Educativa” による。
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2. 教員組合による反対
メキシコの教員組合（Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación,	SNTE）は、20世紀

を通じて長く政権の座にあって2012年の選挙で政権の座に返り咲いたPRIと,経済連帯合意の枠

組みの中で強く結びついてきた。1992年には、SNTEが、教員の雇用と昇進をコントロールする

権限を獲得し、さらに教員への給与支払いを組合が代行する仕組みが施行されたことで、SNTE

は非常に大きな力を獲得した。組合のリーダーは、教員ポストの提供と引き換えに金銭を要求し

たり、総計150万人にのぼる組合員の投票を約束することでPRI政権から特別な待遇を得たりな

どして、その権力を絶大なものにしていった。例えば、ある中学教員は、終身雇用の教員ポスト

を定年退職する教員から購入するために、30万ペソ（230万円相当）を支払ったと報告している

が、その定年退職した教員は、受け取った金を組合に支払ったということである（Alper	and	Diaz	

2013）。このように、教員ポストが売買されたり、親から子にそのまま引き継がれたりすること

は違法であるが、教員組合のコントロールのもと、暗黙のうちに容認されてきた。それが、メキ

シコの教育の質を引き下げている要因の一つとなっている。

SNTEのリーダー、エルバ・エステル・ゴルディージョ（Elba	Esther	Gordillo）は、”La	maestra”

と呼ばれ、メキシコの政界においても絶大な力を持って、23年間にわたりその座に君臨してき

た。2012年10月には、対抗候補なしで、さらに6年間の任期に再選されたところであった。しか

し、2013年2月26日、大統領が教育改革の憲法改正法に署名した翌日、ゴルディージョは横領の

疑いで逮捕された。2008年から2012年にかけて、総額20億ペソ（約160億円）の組合基金を横

領した疑いである。組合リーダーは、この金をアメリカやスイスの銀行に送金して、自家用飛行

機、デザイナードレス、美術品、不動産の購入や美容整形手術などに使ったとされる。

教育改革法に署名した翌日に強力な教員組合リーダー、ゴルディージョの逮捕を実行したこと

は、ペニャ・ニエト大統領が改革実行への決意とその政治力を国民に示し説得するための計算さ

れたパフォーマンスであったかもしれない。しかし、これまでPRIの歴代大統領ともたいへん近

く、大きな政治力を持ってきた強力な組合リーダーの逮捕に踏み切ったことで、大統領は、かつ

てのPRI政権下で既得権益を得てきた勢力と近い関係を持ちすぎているとの批判に対して、改革に

対する真剣さを、ある程度の説得力をもって示すことにはなった。

教育改革の推進を求めて活動する民間グループ,	“Mexicanos	Primero”の2009年の調査による

と、実際に教室で授業を行っていない教員およそ2万2千人が、毎年1億3000万ドルの給与を政府

から受け取っていると報告されている。本当の数字は、政府が学校や教員に関する正確なデータ

を持っていないため、誰もわからないのかもしれない。しかし、こうした「幽霊教員」の存在に

よって、メキシコの教育現場では、政府の教育支出に見合った成果をあげることができず、15歳

児童の半分はごく基礎的な算数の計算ができず、40％が国語のテストで十分なレベルに到達して

いない。今回の改革の大きな目的は「教育をメキシコの変革のための力とする」ことであると大

統領は述べているが、そのために、150万人のメンバーをもち、ラテンアメリカ最大の労働組合

組織である全国教育労働者組合（SNTE）の過大な力を押さえることが、重要なステップであるこ

とは明らかである（Gotto	2013）。
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2012年12月に憲法改正法案が議会を通過してから、2月25日の大統領署名にいたるまでのあ

いだ,	様々なメデｲアで、教育改革への反対意見が取り上げられ、それに対して、政府は改革の意

義と必要性について、新聞広告や市民向けのフォーラム開催などで議論した。文部大臣のエミリ

オ・チュイフェ（Emilio	Chuyffet）は、1月に開かれたフォーラムで、「今回の教育改革は教育の

民営化を目指すものではなく、社会全体のものであるべき教育を、一部の特定グループの手から

取り戻し、政府が再び教育の舵取りをするためのものである」と述べている。しかし、改革が、

教員の労働条件を悪くするものではなく、むしろ教員の所得向上や昇進の道を開くことを目指し

ているという政府の主張は、一部の教員には全く受け入れられないものであった。

改革に反対する教員たちの考えでは、今回可決されたのは教育改革ではなく、教育改革に偽装

された労働改革、行政改革であり、その目的は、SNTEから公教育実施の権限を奪い去り、教員

たちからその正当な権利である雇用の安定を奪うことである。政府は、教育の成果は教員のみに

よって決まるものではなく、生徒の社会経済的環境など、様々な要因に影響されることを認めて

はいる。しかし最終的には、学習の到達度は、教師の責任によって決まるとしている。そのた

め、今回の改革では教員をコントロールすることに重点がおかれ、教員が教育プロジェクト策定

にどのように参加できるのか、あるいは、能力向上のためのトレーニングにどのように参加でき

るのか、などについて言及されていないというのが、教員側の批判である。

三党合意では、教員専門サービス（Servicio	Profesional	Docente）は教員の貢献を正しく評価

するために作られるとしている。教員のポストが、それぞれの教員の努力と成果に基づいて配分

されることを確実にするために作られるとする。このサービスにより、教員、校長、監督官たち

が、その昇進において公正な扱いを受けることを確実にするものであるとしている。公正で誰の

目にも明らかで、はっきりとした規則があることによって、教員の専門家としての成長を促し、

同時に彼らの権利を守り促進していくとされている。しかし、教員たちは、この改革によって、

これまで雇用を保証されてきた教員や校長が、もし評価基準を十分にクリアできない場合、解雇

されることが合法化され、雇用の保証が失われることを恐れている。

三党合意によれば、この改革により学校運営が自由化され、公的な資金がきちんと学校に届

き、有効に活用される、そしてそのことにより、公教育の無償化が担保されるという。しかし、

反対する教員たちは、こうした議論を全く受け入れず、改革は、学校教育の民営化であるとし

て、非難している（Hernandez	Navarro	2013）。教育改革に対する教員たちの不満は拡大する一

方で、一部の教員によるストライキなどは、1月以降、暴力の度合いを増していった。ペニャ・

ニエト大統領は、SNTEのリーダーを逮捕したが、SNTEの中でもより過激な教員の一部はCNTE

（Coordinadora	Nacional	de	 los	Trabajadores	de	 la	Educación）という別組織を構成して、暴力

的な反対運動を続けている。CNTEの教員たちは、首都メキシコシティーやオアハカ州でデモを行

い、ミチョアカン州やゲレロ州では、道路封鎖を行った。政府の建物を汚損破壊したり、ゲレロ

州の州都、チルパンシンゴ（Chilpancingo）では、政党本部へ放火を行ったりした。

一方、ゴルディージョに代わった新しいリーダーのもとで、SNTEは、三党合意の枠組みを構成

する一部として、基本的に教育改革を支持する立場となっている。新しい代表のフアン・ディア
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ス・デ・ラ・トーレ（Juan	Diaz	de	 la	Torre）は、声明を発表し、「ほとんどの教員は、メキシ

コ社会に対しての責任を認識して、教室でその義務を果たすべく働いている」と述べた。コアウ

イラ州で行われた第5部会、第38部会の教員たちとの会合の中で、SNTEは、「教員たちの権利を

守るために、全ての合法的な手段を使って、政府、議会、国際機関の担当者との対話を行ってい

る」と説明し、「われわれは、組合員たちの権利を守るために戦っている。しかし、われわれ自

身の権利を守ると同時に、私たちがメキシコの社会に対して質の高い教育を届けるという責任も

負っていることも自覚しなければならない。教員評価は正しい施策であり、それぞれの教員の働

く経済社会環境を考慮にいれ、教員を悪者にするためでもプロフェッショナルとしての地位を剥

奪するためでもなく、教育への意欲を高めるために行われるものである」と述べて、教育改革を

支持する姿勢を表明している。組合として、改革を支持しながらも、組合員である教員の利益を

守ることを強調し、混乱した事態の収集を図った（adnPolítico,	Mayo	4	2013）。

3. 改革実施のための関連法の制定
このような大規模な反対運動や組合の分裂などが進む中、憲法改正から約半年後、メキシコ上

院は「教員サービス法」案（Ley	General	del	Servicio	Profesional	Docente）を9月4日に可決し

た。議会は、3日の午前から議論を開始し、長い議論を経て、4日の早朝に賛成94票、反対27票で

法案を可決した。教員の新規採用、昇進、雇用継続のための条件を規定した法律は、すでに賛成

102票、反対22票で可決している（Aristegui	Noticias,	Septiembre	4,	2013）。CNTEの教員によ

る、これらの法律に反対する抗議活動が続いたため、上院議会は、鉄の柵と数百人におよぶ警官

に守られて開催された。

この、教員サービス法の成立によって、教育改革遂行のための全てのプロセスが完了したこと

になる。改革は、まず教育に関する憲法改正に始まり、関連3法の成立で構成される。9月4日に

議会を通過した教員サービス法は、前半12月に議会で署名された憲法改正法の実行を規定するも

のである。

新しい教員サービス法では、教員は生徒たちの学習を最大限に達成させることを求められてい

るが、生徒たちが住む地域の社会的、文化的環境もその達成度評価の際の考慮に入れるとしてい

る。また、教員組合の活動については、直接教育現場で生徒を教える仕事でない活動についた場

合は、教員プロフェッショナルサービス（Servicio	Profesional	Docente）から離れ、教員として

の給与を受け取ることはできなくなる。

これらの改善策が盛り込まれた一方で、教員による暴力的なデモが続いたことで、新しい法律

の効果を弱める条項がいくつか盛り込まれた。今回の改革で初めて、教員は、定期的な評価を受

けることを義務づけられる。しかし、詳しい教員評価の結果は、公表されないこととなった。

12月当初の案では、結果が公表されるかどうか明言されておらず、公表されるものと予測した関

係者もいた。今回、公表が見送られたことは、教育のプロセスに透明性をもたらそうとしている

改革のなかで、情報開示を限定したことになり、改革遂行のためには重要な課題を残したかたち

になる。さらに、解雇された教員は、裁判で異議を申し立てることができることとなった。これ
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も、政府としては、できれば譲歩したくなかった条項である。

しかし、新しい法律は、これまでの教員ポストが金銭で売買されたり世襲制になっていたりす

るメキシコの教育システムのなかで、画期的なことである。教員は、いずれ、大学卒業生のあ

いだでの公正な競争に基づいて選抜されることとなる。さらに、この法律によって、政府は無

償のトレーニングを教員、学校管理者にたいして提供することが義務づけられた（Zabludovsky	

2013）。

新しい法律の主要ポイントは以下の7つにまとめられる（Torres	2013）。

⑴．教員ポストの配分について新しいルールを確立する。公的基礎教育（幼稚園、小学校、中

学校）と高校の教員ポスト配分は、毎年行われる採用試験によってのみ決定される。現行

では、州政府が自動的に、教育大学卒業生に教員職を配分することになっているが、実際

には、一部で教員間でのポストの売買（非合法）が行われている。

⑵．教員の採用を、教育大学以外の大学卒業生にも拡大する。法律発効後最初の2年間は、教育

大学卒業生だけを対象に採用試験が行われる。しかし、その後、政府が規定する条件を満

たすものは誰でも採用試験を受験することができる。これにより、より質の高い、能力の

ある者が教員となる機会が与えられる。CNTEは、この改正によって教育大学卒業生の雇用

のチャンスが狭められるとして反対している。

⑶．教員評価を義務化する。教員、校長、学校カウンセラー、監督者は、全て定期的な評価を

受け、その結果によって、現職にとどまることができるかどうかが決定される。教員評価

試験は、INEEによって政府から独立してデザインされ、各州の教育担当部署によって実施

されることとなる。合格しなかった場合、2年のあいだに3回まで、再挑戦することがで

き、その間、担当政府部門は該当教員にトレーニングの機会を与える。もし3回とも不合格

の場合、教員は解雇されるか、あるいは教育現場以外の他の部署に異動する。

⑷．評価試験に不合格となる教員に罰則を与える。法律発効後に新たに教員となるものは、上

記の3回不合格で解雇または教育現場以外の職場への異動の処罰を受けるが、現在すでに教

員職にあるものについては、3回不合格でも解雇されず、教育部門の他の仕事（事務管理部

門など）に配置されるか、あるいは、退職の勧告を受ける。この条項が、CNTEの最も問題

とするところで、雇用の保証を失うことで労働者としての正当な権利が奪われると抗議し

ている。CNTEは、教員評価そのものには反対しないが、処罰について問題としている。

⑸．評価結果の公表について、INEEは、教員評価の結果を公表する権限を持っているが、個人

情報と考えられる各教員個人の評価結果は公表しないと予測される。学校ごと、州ごとの

結果が公表される予定である。上院の議論では、PANの議員たちは個人データも含めて、

すべての結果を公表すべきであると主張した。そうしなければ、父兄は自分の子供の先生

の成績について知ることができないので問題だと議論したが、PRI	とPRDの反対で、結局

個人データの公表は見送られることとなった。

⑹．勤務態度が不良な教員の処分。正当な理由なく、一ヶ月の間に3日以上教室を欠席する教

員は解雇されることとなる。これにより、教室での教育の継続性が確保されると期待され
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る。この解雇、あるいは他の処罰を受けた教員は、労働裁判所に訴える権利をもつ。

⑺．組合活動の制限。教員組合の活動に従事する教員は、政府ではなく組合から給与を得なけ

ればならない。現在、組合の仕事を専任としていて教室で教えていない教員が、文部省か

らの教員給与を引き続き受給しているケースが多く、これを是正するための措置である。

さらに、9月9日に発表された税制改革法案によると、メキシコの中央政府予算から「Basic	

Contribution	Fund」（中央政府から州政府への財源移管）が廃止され、教員の給与は、中央政府

から直接、文部省（Secretaría	de	Educación	Pública）を通じて支払われることとなる（Miranda	

2013）。メキシコでは、1993年に「基礎教育近代化のための合意」が調印されており、その目

的は、教育システムを再編し、州政府に予算と学校管理を委譲することであった。1993年の州政

府への教育政策と予算執行の権限委譲は、当時、SNTEにも支持された。その実施において、州政

府は、教員給与、労働環境の改善、教育内容などについて、教員組合との協議によって合意を得

ることが、（明言されてはいないものの）暗黙の了解となっていた。今回の9月9日の発表は、こ

の政策がふたたび転換され、教育政策実施の権限が、再び中央政府に戻されたことを意味する。

これまで20年間の教育の分権化の課程で、教育システムが利益団体によって乗っ取られてしまっ

た状況を打破することが、政府の狙いであると考えられる。財務長官のビデガライ（Videgaray）

は、財政支出の中でも最も大きな割合を占める教育および保健分野の財政支出が、効率性を欠

き、その使途が不透明であることに言及し、今回の地方への財源移管の廃止によって、社会支出

の効率性が高まることへの期待を示した。この新しい税制改革の発表は、9月10日、ペニャ・ニ

エト大統領が教育改革関連法案に署名し発令する前日に行われた。

Ⅴ．結論に代えて

教育改革をめぐる混乱によって、教員組合は分裂した。政府の教育改革に反対する教員たち

は、政府の教育プログラムに代わる、代替的な教育文化プログラムを教室の中から造り出してゆ

くとしている（Aristegui	Noticias ,	September	11,	2013）。CNTEの第18部会議長、フアン・ホ

セ・オルテガ（Juan	José	Ortega）は、新聞インタビューのなかで、「ストライキをしていた教員

たちは教室に戻りはするが、今回の改革に対抗する教員たちの戦いは終わっていない」と述べ、

法的、政治的、教育現場の3つのレベルで反対運動の戦いを続けるとした。CNTEは、政府とも文

部省とも合意の成立には至っておらず、今回発令した教育関連法を撤回することも含めて交渉を

続けるとして、9月15日の独立記念日の祝日を終えて、首都を含む複数の州で再びストライキを

始めた。

一方、SNTEのほうは、教員が自由にその考えや要求を表明する権利を保証しながらも、子供た

ちが学校で教育を受ける権利、市民が自由に交通手段を使って移動する権利を阻害するような暴

力的なかたちで、改革を阻止しようとするCNTEを批判している。SNTEは声明を発表し、「CNTE

がオアハカ州の組合資金を使って全国で行っている暴力的な反対運動の一方で、教員の90％以

上は、社会から与えられた使命を忠実に果たし、教員のモットーである「市民への奉仕としての
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教育」を淡々と遂行している」と述べた。教育改革法がすでに発令した後も、教員たちの権利は

しっかりと守られていることを強調し、抗議活動に参加している教員たちに対して、教員のイ

メージを悪くし、子供たち、その父兄、社会全体に対して悪い影響を与える行動をやめるように

要請した。SNTEによると、教員たちのための戦いは続くが、その主眼は、合法的、平和的な手段

を使って、2014年度予算に、教育改革を本当に実行するために必要な予算が含まれるよう求める

ことであるとしている。すなわち、教室に必要な教材、設備を整備すること、教員が必要とする

トレーニングを受けることができるように求めてゆくことなどである。今は、将来を見据えて、

INEEの諮問委員会に参加するための教員側からの提案を準備するときであり、新しい教育モデル

の立案に、教員たちの意見がきちんと反映されることを目指すべきときである、と声明では述べ

ている。

教員サービス法が議会を通過して数時間もたたずに、文部大臣チュイフェは、最初の教員評価

が2014年7月に実施される予定であることを発表した（Noticieros	Televisa 	2013）。さらに、政

府、そして文部省（SEP）はCNTEとは関係を持たず、SNTEとだけ交渉を行うと述べた。また、文

部省が全国の学校、教員、生徒の数について正確なデータを入手できるようになるのは、2014年

3月になる予定であることを発表した。さらに、教員評価で3度不合格となった教員について、解

雇されることはなく、教室で教える仕事から、他の事務管理などの部門に異動することになるこ

と、また、教員評価の個人ごとの結果が公表されることはないことも再確認している。

今回の教育改革は、メキシコが長いこと必要としていた、政治的にたいへん困難な改革を、党

派を超えた合意のもとに、強力に押し進めようとするものである。このような改革の実施が可能

となったことの要因としては、まず、メキシコが世界の市場につながってオープンであることに

よって、労働生産性の低さと教育の質の問題に直面せざるを得なかったことがあげられる。メキ

シコは、これまでの20年間、NAFTAをはじめとして、世界の主要国と経済連携協定を結びなが

ら、経済自由化による経済発展を追求してきた。そのような経験があるからこそ、エリート層だ

けではなく、全ての市民の生産性が高まること、そのための教育の質の改善と充実が不可欠であ

ることを、政権担当者が十分に認識し、教育改革の必要性を正しく理解したと考えられる。メキ

シコが「中流階級社会」に到達するためには、教育改革は避けては通れない必要条件である。

しかし、必要性の認識だけでは、政治的に大きなリスクを伴う改革を実行に移すことはできな

い。ペニャ・ニエト大統領が、教育改革のための力強いチャンピオンとなれたとすれば、それ

は、大統領自身の強い信念や、就任当初に素早くその政治的資源を使って改革を進めることを選

んだり、野党との合意を取り付けたりした政治的計算の巧みさ、そして、強力な教員組合の力に

対抗し、政治的リスクをおかしても、その既得権益を奪う行動を起こした政治的勇気などをあげ

ることができるのかもしれない。

ペニャ・ニエト大統領は、大統領就任1年目の早い時期に、エネルギーや通信セクターも含む

重要な改革を次々実行に移している。教育改革について、一部組合への譲歩はしたものの、実現

した憲法改正と関連法の制定は、これまでの教育の根深い、構造的、制度的な問題を大きく解決

の方向に進展させる可能性を持つものである。メキシコの政治経済的なポテンシャルとそれが世
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界経済に対して持つ意味が大きいだけに、教育改革の進展に大きな期待を持たざるを得ない。し

かし、まだ始まったばかりの改革は、これからどのように多くのハードルを越えてゆけるのか、

2014年の7月に行われる予定の第一回の教員評価試験に向けて、その動向を注視してゆく必要が

ある。

参考文献

『日本経済新聞』．2013年8月21日．「メキシコ、改革に本腰」．
Adn.Politico.com. 	Mayo	4,	2013.	“SNTE;	Estamos	dando	pelea	por	los	derechos	de	los	maestros.”	(http://

www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/04/snte-estamos-dando-pelea-por-los-derechos-de-los-
maestros).（最終閲覧日：2013年9月24日）

Adn.político.com. 	Mayo	8,	2013.	 (http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/04/maestros-no-
cesaran-protestas-hasta-abrogar-la-reforma).（最終閲覧日：2013年9月24日）

Alper,	Alexandra	and	Lizbeth	Diaz.	2013.	 “Analysis:	Mexico’s	much-needed	education	reform	faces	
hurdles.”	Reuters. 	February	26,	2013.	 (http://www.reuters.com/article/2013/02/26/us-mexico-
education-idUSBRE91P0WU20130226).（最終閲覧日：2013年9月24日）

Aristegui	Noticias. 	 Septiembre	4,	2013.	 “Aprueban	 senadores	Ley	del	 Servicio	Docente.”	 (http://
aristeguinoticias.com/0409/mexico/de-madrugada-aprueban-senadores-ley-del-servicio-docente/).
（最終閲覧日：2013年9月25日）

Aristegui	Noticias. 	September	11,	2013.	“Mexico’s	Dissident	Teachers	Decide	to	Ignore	New	Laws,	Will	
Apply	an	Alternative	Program.”	 (http://mexicovoices.blogspot.jp/2013/09/mexicos-dissident-
teachers-decide-to.html).	（最終閲覧日：2013年9月25日）

Economist. 	May	9,	2013.	“Cities	and	their	millionaires”.
Economist. 	November	24,	2012a.	“A	special	report	on	Mexico:	From	darkness,	dawn”.
Economist. 	November	24,	2012b.	“The	rise	of	Mexico”.
Edwards,	Sebastian	2010	Left	Behind:	Latin	America	and	 the	False	Promise	of	Populism, 	London,	

University	of	Chicago	Press.	
Franko,	Patrice.	2007.	The	Puzzle	of	Latin	American	Economic	Development	(Third	ed.),	Rowman	and	

Littlefield	Publishers,	Inc,
Gatto,	Brandon.	2013.	“Mexico	president	signs	major	education	reform	law.”	Jurist, 	February	27,	2013.	

(http://jurist.org/paperchase/2013/02/mexico-president-signs-major-education-reform-law.php).
（最終閲覧日：2013年9月24日）

Hernandez	Navarro,	Luis.	2013.	“Las	mentiras	sobre	la	reforma	educative.”	La	Jornada, 	Enero	15,	2013.
(http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol)	（最終閲覧日：2013年9月24日）

La	Reforma	Educativa .	2012.	(http://pactopormexico.org/reformaeducativa/).
Lopez,	Humberto	and	Guillermo	Perry.	2008.	“Inequality	 in	America:	Determinants	and	Consequences.”	

The	World	Bank	Policy	Researchc	Working	Paper 	4504.	

	 	 	 	 	 	

	 	



	 	 	 	 	 	

              

              

              

             

              

             

              

            

                

  

	

	

	 	 	

	 	

	 	

            
          

  

Area	Studies	Tsukuba	35	:	125–146,	2014

146

Lopez-Calva,	Luis	F.	And	E.	Ortiz-Juarez.	2011.	“A	Vulnerability	Approach	to	the	Definition	of	the	Middle	
Class.”	The	World	Bank	Policy	Research	Working	Paper 	5902.	

Miranda,	Carlos.	2013	“Mexico	Federal	Government	to	Resume	Control	of	Teachers’	and	Health	Care	
Providers’	Salaries,”	La	Jornada,	September 	10,	2013.	 (HYPERLINK	"http://mexicovoices.blogspot.
jp/2013/09/mexico-federal-government-to-resume.html"http://mexicovoices.blogspot.jp/2013/09/
mexico-federal-government-to-resume.html).（最終閲覧日：2013年9月25日）

Noticieros	Televisa. 	Septiembre	4,	2013.	“Chuayffet:	La	SEP	sólo	negocia	con	el	SNTE.”	(http://noticieros.
televisa.com/mexico/1309/chuayffet-sep-solo-negocia-snte/).	（最終閲覧日：2013年9月25日）

OECD.	2013.	PISA	2012	Results	:	what	Students	Know	and	Can	Do	(Volume	I) .
PREAL.	2005.	Quantity	without	Quality:	A	Report	Card	on	Education	in	Latin	America. 	
Torres,	Mauricio.	2013.	“Mexico:	7	Points	of	New	Teacher	Evaluation	Law.”	CNN	Mexico,	 September	6,	

2013.	 (http://mexicovoices.blogspot.jp/2013/09/mexico-7-key-points-of-new-teacher.html)	 .（最終
閲覧日：2013年9月25日）

UNESCO	Institute	for	Statistics.	2012.	Global	Education	Digest	2012:	Opportunities	lost:	The	impact	of	
grade	repetition	and	early	school	leaving. 	

Wolff,	Laurence,	Juan	Carlos	Navarro,	and	Pablo	González.	2005.	Private	Education	and	Public	Policy	in	
Latin	America. 	Washington,	D.C.:	PREAL.	

World	Bank.	2013.	World	Development	Indicators	2013.
World	Economic	Forum.	2013.	The	Global	Competitivenss	Report	2013-2014.	
Zabludovsky,	Karla.	2013.	“Mexico	Passes	a	Weakened	Bill	 to	Evauate	Teachers.”	The	New	York	Times,	

September	4,	2013.	 (http://www.nytimes.com/2013/09/05/world/americas/mexico-passes-a-
softened-bill-to-evaluate-teachers.html?_r=0).（最終閲覧日：2013年9月24日）	

	



Area	Studies	Tsukuba	35	:	147–162,	2014

147

Abstract

The aim of this study is to investigate the differences of standpoints (Shi-za) between 

Thai learners of Japanese and Japanese native speakers. The data was drawn from narrative 

essays of 10-panel comic strip, and analyzed by focusing on uses of viewpoint expressions, 

i.e. passive expressions and benefactive expressions. As a result, while most of Japanese 

native speakers fixed their standpoints at the main character, Thai learners were likely to 

change their standpoints between the main character and the supporting one during narratives, 

which brought about the contrast of viewpoints. The findings indicated that even though Thai 

learners were capable of using viewpoint expressions grammatically, they could not apply 

these expressions appropriately in order to fix standpoints, due to the effect of the way of 

expression in Thai.

I．研究背景

日本語では、一連の流れがある談話では視点を特定の人物に固定して表現したほうが、談話の

内容が理解しやすくなる。しかし、日本語学習者は、一連の流れがある談話の中であっても、視

点を固定せずに表現することがあり、それが日本語の文章の分かりにくさにつながるという指摘

がある（田代	1995）。以上の問題から、日本語教育において、視点や視点表現の使用を取り上げ

た研究が盛んになされている。中国語を母語とする日本語学習者を対象とした研究（田代	1995；

坂本 2005；林	2005；魏	2010；武村	2010）をはじめ、韓国語を母語とする日本語学習者を対

象とした研究（田代	1995；金	2001 など）や、英語を母語とする日本語学習者を対象とした研究（田

中	1997；佐藤	1997 など）がなされており、日本語学習者の視点の問題に関する指摘が報告され

タイ人日本語学習者と日本語母語話者の
視座の置き方に関する分析

―10コマ漫画の描写に見られる視点表現を中心に―
Analysis on Standpoints of Thai Learners of Japanese and Japanese Native Speakers: 

Focusing on Viewpoint Expressions Used in Narratives of 10-panel Comic Strip

ラルアイソング タナパット
RARUAISONG  Tanapat
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ている。

タイ人日本語学習者（以下、TL）1 の場合も、視点の固定について理解していないため、次の

ように誤用をおかすことがある。

（1）＊先生が褒めて、嬉しかったです。

（2）＊高橋さんは私にお土産を買ってあげました。

（1）では、一文の中に 2 つの主語が入っている。つまり、前件は「先生」、後件は「（私）」が

主語であるため、不自然に感じられる。また、（2）では、主語が第三者で、「私」が動作を受けた

にもかかわらず、「～てあげる」が使用されている。そのため、非文になっている。しかし、（1）（2）

のような表現は、タイ語では自然な表現である 2。視点の観点から考えると、日本語の場合、視点

を「私」に置いて（1）’ のような受動表現と、（2）’ のような授受表現で表現しなければならない。

（1）’	先生に褒められて、嬉しかったです。

（2）’	高橋さんがお土産を買ってくれました。

以上の（1）と（2）では、視点に関わる誤用を取り上げて、TL の問題点を提示した。しかしながら、

TL を対象とした視点研究は、管見の限り、TL の受動表現を中心に視点と関連づけた習得研究（サ

ウェットアイヤラム	2008）のみである。サウェットアイヤラムでは、受動表現の機能について取

り上げられているが、視点研究の観点から十分に考察されていない。そこで、TL が理解しやすい

日本語が用いられるようにするためには、TL の視点の置き方について分析する必要がある。本研

究では描写タスクによる調査を通して、TL と日本語母語話者（以下、NS）3 の視点（或いは、視座）

の置き方および視点表現の使用状況を明らかにしたい。

II．先行研究

１．視点および事実志向・立場志向
視点（Viewpoint）は「見ること」に関わる概念である。視点の定義については、松木（1992：

57）は「『視点』とは、本来『物事を見る立場』のことであり、『見る』行為と切り離しては論じ

られない」と述べている。

また、茂呂（1985）は「見ること」の基本的な要素を 4 つ挙げており、これらの基本的な要素

1	 Thai	Learner の略語である。
2	 タイ語で表現すると、（1）は「ʔaacaan chom kɔ̂ɔləəy diicay」（先生が褒めました。だから、嬉しかったで

す）、（2）は「khun-Thaakhaahaachí sɯ́ɯ khɔ̌ɔŋfàak maa hây chǎn」（高橋さんはお土産を買ってきて、
私にあげました）という文になる。いずれも不自然さが感じられない。

3	 Native	Speaker の略語であり、ここでは日本語を母語とする話者を指す。
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を言語表現を通して取り出すことができると述べている。それに、松木は茂呂に基づき、さらに

基本的な要素を検討している。表 1 は茂呂と松木による概念をまとめたものである。

表 1 視点の基本的な要素

次に、視点と事実志向・立場志向という概念の関わりについて論じたい。ある出来事に対して

そのまま事実として表現するのは「事実志向」である。一方、同様の出来事を話者の立場から捉

えて表現するのは「立場志向」である。水谷（1985）は日本語と英語の話し言葉に現れる文法の

比較を通して、一般的に英語は事実志向が強く、日本語は立場志向が強いと述べている。また、

日本語と英語の文づくりの傾向などに関して、次のように指摘している。

（3）	「事実志向型」と「立場志向型」の別は、日本語と英語の文づくりの傾向や主語の

立てかたを比較する際の、ひとつの柱として考えられるが、この二つの型の切り替

えのむずかしさが、日英両語を外国語として学ぶ際の大きなつまづきとなる。英語

話者が日本語を学ぶ際に「ダレカガワタシノ財布ヲトッタ」式の不適切な発話をす

ると同時に、日本語話者が英語を使う時にも、必要以上に立場志向の文を作ろうと

する傾向がある。（水谷	1985：24）

以上の指摘から日本語の傾向としては立場志向が強く、NS は、目標言語である英語で表現する

際にも立場志向の文が見られることが示唆された。立場志向の概念を取り上げて視点の観点から

考えると、話者の立場は、視点の基本的な要素である「視座」（＝どこから見ているか、或いは見

る場所）に相当する。言い換えれば、日本語は立場志向が強いため、話者の立場から出来事を捉

えることが求められるが、それは話者に視座を固定して表現するということを意味する。その反面、

事実志向では、事実がそのまま描写されるため、話者以外の動作主の立場から出来事を捉えるこ

とも可能である。従って事実志向の場合、視座が移動し、話者以外の人物に置かれることがある。

ただ、日本語では、話者に視座を固定することが一般的であるとはいえ、途中で視座を移動さ

せることがないわけではない（中浜・栗原	2006）。中浜・栗原は 5 コマ漫画を用いて調査した結果、

対象者の NS39 名中 2 名に視座の移動を観察している。しかし、2 名とも視座を移動させる前に

会話文を挿入していると報告しており、「会話文を挿入することで視座の移動が違和感なく行われ

茂呂（1985） 松木（1992）

視点人物 だれが見るのか 見る主体

視座 どこから見ているか 見る場所

注視点 どこを見ているか 見られる客体（対象）

見え 見たこと 見える様子
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ている（中浜・栗原	2006：102）」と指摘している。すなわち、日本語の場合、会話文の挿入な

どの工夫をしながら、視座を移動させることがある。

一方、日本語学習者の視点は、どのように扱われているのだろうか。田代（1995）は、文章の

分かりにくさを探るために、中国語を母語とする日本語学習者と、韓国語を母語とする日本語学

習者の文章を分析している。結果として、次の考察を行っている。

（4）	 日本語話者の文章は主人公となる人物の視座から述べていく文がほとんどであるの

に対し、中国語話者の文章はそれ以外の人物の視座から述べる文が混じることが多

い。韓国語話者の文章も中国語話者のに比べるとやや少ないがやはり主人公以外の

人物から描かれることが多い。こうした文は日本語の文章として不自然である。（田

代	1995：35 ‐ 36）

（4）で分かったように、中国語母語話者と韓国語母語話者の学習者は、日本語の文章において

視座を主人公以外の人物に移動させることが多いと問題視されている。つまり、日本語学習者の

問題点は、視点の基本的な要素の一つとして捉えられる「視座」の置き方にある。

次に、タイ語における視座と表現形式について記述したい。拙論（2011）では、受動表現の使

用を中心に、日本語とタイ語の視座について分析している。受動表現は、主語が働きを受けるも

のとして出来事を描写するため、視座がその主語にあると判断できる。日本語原文の小説と、そ

れに対応するタイ語訳文の小説 3 組を対象資料に、両言語における受動表現の使用数を調べた結

果は、表２の通りである。

表 2 日本語原文とタイ語訳文の受動表現の使用数（例）

表 2 で分かるように、日本語原文の小説に見られる受動表現の総数は 267 例にも達したが、タ

イ語訳文の小説に翻訳されると、受動表現の総数は 93 例に過ぎない。すなわち、日本語では、受

動表現が約 3 倍使用されていることが分かる。これは、日本語の受動表現がタイ語に翻訳される

際に、能動表現といった別の表現が使用される場合が多いためである。タイ語訳文の小説において、

受動表現の代わりに能動表現などが使用されることで、視座が固定されず、頻繁に移動している

ことが明らかになった。

以上、視点、事実志向・立場志向、タイ語の視座について記述してきた。TL の視座の置き方を

明確にするために、本研究では、事実志向と立場志向の概念を参考にしながら、考察を進めるこ

小説A 小説B 小説C 合計

日本語原文 162 28 77 267

タイ語訳文 51 18 24 93
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とにする。

2．視点表現
視点表現とは、視座の位置を判断する構文的手がかりである（中浜・栗原	2006; 魏	2010）。視

点表現が現れることによって、視座の位置を判断することが可能である。これは、茂呂（1985：

51）が述べた「言語表現を与えられると、その中に『視点』を見つけることができる」という点

と一致する。

視点表現に焦点を当てて、日本語学習者の視座を分析した研究は、坂本（2005）、魏（2010）、

武村（2010）などが挙げられるが、研究者によって視点表現として扱われたものは少しずつ異な

る。本研究では、従来の研究（大江	1975; 久野	1978; 田代	1995）で共通して検討されてきた「受

動表現」と「授受表現」の 2 つに絞り、表 3 で示すように視点表現として扱うことにする。

表 3 本研究の視点表現

上記の視点表現を立場志向に関連づけて述べると、動作の方向や利益・恩恵の方向が関わって

くる。受動表現は受動形を表す形態素「～（ら）れる」で示すことで、話者が他からの働きを受

ける意を表す。従って動作の方向が話者に向けられており、視座が話者に置かれる。

次に、授受表現を見ると「～てくれる」と「～てもらう」は、話者が他人の行為によって利益・

恩恵を受ける意を表す。そのため、恩恵の方向が話者に向けられ、視座が話者に置かれることが

分かる。また、「～てあげる」は、利益・恩恵の方向が相手に向けられるが、話者自身から恩恵を

与えることを考えると、動作主として視座が話者に置かれるようになる。

一方、話者が関与しない出来事の場合、「出来事に関与した人物のうち、話者にとってウチの人

物の視座から出来事を語る傾向がある」と武村（2010：293）が述べている。すなわち、出来事

に関与しない話者であっても、関与しているウチの人物の立場から捉えることができる。ウチの

人物として表現することによって、視点表現の使用が可能になる。

文法項目 形式 例

受動表現 ～（ら）れる 私は鈴木さんに怒られた。【私】

授受表現

～てあげる 私は鈴木さんに写真を撮ってあげた。【私】

～てくれる 鈴木さんが私に写真を撮ってくれた。【私】

～てもらう 私は鈴木さんに写真を撮ってもらった。【私】

【 】内は視座を示す。
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III．研究概要

本研究では、TL と NS の視座の置き方について解明するために、先行研究を踏まえて、以下の

ように TL の傾向に関する仮説を立てた。

仮説	i：TL は、主人公に視座の固定を継続しない。	

仮説 ii：TL は、視点表現を学習したものの、場面にそぐわない表現を使用するか、必要な場面

			では使用しないという問題点がある。

上記の仮説を検証するために、主人公を調査参加者の友人（ウチの人物）として設定した漫画

を題材に、描写タスクを設定した。その概要は次の通りである。

 1．調査参加者
描写における視座を分析するために、12 名の TL と、12 名の NS を調査参加者とした。TL 全

員はタイの大学に在籍しており、日本語を専攻とする 3 年生であり、2 年次に文法の授業で受動

表現や授受表現を学習済みであった。また、全員が中級レベルであるが、参考として日本語学習

歴や、本調査の小テストの得点などを配慮した。一方、NS は日本の大学の 2 年生～ 4 年生であり、

専攻は様々である。

2．題材
（１）10コマ漫画
TL と NS の視座の置き方を分析するために、描写タスクの際に、文字情報のない自作漫画を使

用した。この漫画は 10 コマからなり、場面①～場面⑩で構成されている。登場人物の設定は始終

2 人のみである。各コマでは、左側に主人公である「田中」と、右側に主人公の友人である「鈴木」

という登場人物を設けた。

図 1 10 コマ漫画

（２）小テスト
小テストは受動表現と授受表現だけでなく、移動表現などを含み、5 つの視点表現 4 を中心に
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問うものである。24 問で構成されており、そのうち視点表現に関わる問題（15 問）と、ダミー

問題（9 問）を設けた。問題の形式や語彙などは、平成 13 年度～ 17 年度の日本語能力試験公式

問題集（3 級）を参考にして新たに作成した。ただ、小テストを受ける該当者は TL のみである。

結果については、24 点満点で得点の平均値は 18.41 であり、全員 75％に達している。

３．調査方法
本研究では、TL と NS の視座の置き方および視点表現の使用状況を調査するために、描写タス

クを設定した。手順としては、まず、ストーリーの流れを確認させるために、TL に 10 コマ漫画

を見せた。その際「田中」が主人公であることを予め提示し、ストーリーの設定は自由だと説明した。

次に「自分が田中の友人になって、田中が経験したことを別の人に伝えるつもりで描写してく

ださい」と指示し、日本語で文章を書いてもらった。時間制限は 15 分以内とした。文章の長さは

設定しなかったが、できるだけ全てのコマについてもれなく書くように指示した。NS に対しても、

同様に描写タスクを実施した。

さらに、TL の場合、日本語で書く描写タスクが終了した後、参考としてストーリーについて改

めてタイ語で文章を書いてもらった。ただ、先に書いた日本語の描写に対応する訳文ではなく、

タイ語で描写し直すように指示した。最後に、TL に対して小テスト（時間制限：10 分以内）お

よびフォローアップ・インタビューを行った。

４．分析方法
視座の置き方を分析するために、まず、構文的手がかりとして受動表現と授受表現に注目し、

TL と NS の文章における視点表現を特定した。視点表現の構文に見られる表記ミス（「撮ってあげ

る」とすべきところを「撮ってあける」にしたものなど）は、有効データとして扱った 5。しかし、

構文が正しくても内容の理解に影響した視点表現（田中がカメラを持って写真を撮った場面で「田

中は写真を撮ってあげた」とすべきところを「田中は写真を撮ってもらった」にしたものなど）

は除外した。また、登場人物の会話文にある視点表現は、データとして扱わないことにした。

次に、視点表現が現れた文を分析し、視座がどの登場人物に置かれたかを判断した。最初に置

かれた視座と、後ほど置かれた視座が一致する場合、「視座の固定」が行われたと見なした。他方、

ある登場人物から他の登場人物へ視座が移動した場合、「視座の移動」として捉えた。分析の例と

して、TL の文章を見よう。下線部が視点表現、【 】内が視座が置かれた登場人物を示す。

（5）	 すずきさんはきれいなしゃしんととってあげました【鈴木】。そして、ふたりは	

4	 全体的な傾向を見るために、受動表現と授受表現の他に、視点表現として捉えられている移動表現、主観表現、
感情表現に関わる問題も出題した。

5	 市川（1997）は、「あげる」は発音上、または表記上「あける」となりやすいと指摘している。本研究では、
視点表現の構文を中心に分析するため、表記ミスとして認めながら有効データとして扱うことにした。
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Tokyo	Tower に行きました。（中略）田中さんはカメラをもらって、しゃしんをと

ると、すずきさんにカメラをかえすつもりだ、でも、カメラをおちた。そのりゆう

は今まですずきさんにおこられている【田中】。（TL3）6

（5）では、最初に視座は「鈴木」に置かれた。しかし、ストーリーが展開していくと、「田中」

に置かれるようになった。この場合、TL3 の文章では視座の移動が行われていると見なす。

IV．結果と考察

１．視座の置き方
ここでは田代（1995）を参考にして、TL と NS の文章に見られた視座の比較を行った（表 4）。

表 4 	TL	と NS の視座の比較（人数）

先行研究で指摘されてきたように、日本語では主人公に視座を固定したほうが談話の流れが理

解しやすいとされている。しかしながら、文章における視座を比較した結果、「主人公のみ」、つ

まり田中のみに視座を固定した TL は 3 名しかいなかった。例として（6）（7）を参照されたい。

（6）	 田中は友達と一緒にこうえんへ行きました。田中さんは本がきれいだと思うから、

すずききさんに「しゃしんをとってくれたい」とききました。たなかさんは「はい」

とこたえました。それから、二人はあるいていなから、すずきさんは「このビルと

しゃしんをとれたい」と言いましたから、田中さんは「私はしゃしんをとってあけ

るか」と言いました。でもしゃしんをとったあとで、田中さんはカメラをおとして

しまった。田中さんはおこられた【田中】。田中さんはおれいを言ってもすずきさ

んはまだゆるさない。どうして田中さんはおれいを言ってもすずきさんはまだゆる

さない。田中さんはわざわざしゃしんをとってあけた【田中】。(TL7)

（7）	 先月、ある友達の日本人の申中さんは休日に友達と一緒に旅行しました。その場所

6	 例として示す TL と NS の文章は、誤植などを修正せずにそのまま転記した。

視座 TL NS

主人公のみ（田中） 3 8

主人公以外の人物のみ（鈴木） 1 0

主人公とそれ以外の人物（田中と鈴木） 4 2

構文的手がかりなし 4 2
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に行くと、田中さんはさんぽしながらけいきを見ました。田中さんはしぜんが大好

きです。田中さんは「この木と私のしゃしんをとってくれて」と友達と言っています。

田中さんの友達はとうきょう TOWER としゃしんをとりたいと思っています。田中

さんは友達のしゃしんをとってあげました【田中】。でも、田中さんは友達のしゃ

しんをとってあげてから【田中】、ついカメラをおちてしまいました。田中さんは

悪い気持ちがかんじました。そして、田中さんは「すみませんね」とあやましました。

でも、田中さんの友達はとても怒って、ゆるさせなかったです。(TL10)

（6）（7）で分かるように、TL は主人公の「田中」に視座を固定して、受動表現や授受表現を用

いている。前述したように、「主人公のみ」に視座を固定した TL は 12 名中 3 名しかいない。こ

れに対して、「主人公のみ」に視座固定した NS は 12 名中 8 名いる。（8）（9）を見てみよう。

（8）	 私の友人の田中という人が、鈴木という人にその人のカメラで木と一緒の写真をと

ってもらいました【田中】。その後、田中と鈴木は一緒にタワーの見える場所に移

動し、田中はさっきのおれいに鈴木のカメラで鈴木とタワーの写真をとってあげま

した【田中】。ところが、田中はそのカメラを鈴木に返す時、カメラを落としてこ

わしてしまいました。鈴木はおこってしまい、田中があやまってもゆるしてくれま

せんでした【田中】。（NS3）

（9）	 この間、俺の友達の田中が鈴木って奴と桜見に行ったんだって。それで、田中は鈴

木に写真を撮ってもらったらしい【田中】。しばらく歩いたらスカイツリーが見え

たから、今度は鈴木のカメラで田中が写真を撮ってあげたんだって【田中】。そし

たら田中が鈴木にカメラを返す時に手を滑らせてカメラを落としちゃって、鈴木の

カメラを壊しちゃったらしい。田中は謝ったんだけど、鈴木は許してくれなかった

んだってさ【田中】。（NS6）

また、視座が主人公以外に置かれた場合として「主人公以外の人物のみ」と、「主人公とそれ以

外の人物」が挙げられる。この 2 つを合わせると、TL には 5 名いる。以下の TL が書いた（10）

は「主人公以外の人物のみ」に視座を固定したものを示す。TL5 は「私の友たちは田中さんです」

という文を最初に書いたことから「田中」を主人公、或いはウチの人物として意識していること

が分かった。にもかかわらず、主人公でない「鈴木」に視座を置いたため、「鈴木」をウチの人物

として捉えたような表現となっている。

（10）	私の友たちは田中さんです。きのう田中さんはにわに行った。田中さんはすずき

さんに私にとられてくださいとたのんだ。すずきは聞いて、とってあげた【鈴木】。

そして、二人はいっしょに行った。田中さんはすてきばしょを見る。その時は、す

ずきさんは田中さんに私にとられてくださいと言った。だから、田中さんはすずき
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さんにしゃしんをとった。でも、田中さんはカメラをおちて、すずきさんをおこら

れた 7。田中さんは「ごめんね」と言ったけど、すずきさんが「ゆるせない」と言

った。（TL	5）

次に、「主人公とそれ以外の人物」に視座が置かれた描写を見よう。中国語を母語とする日本語

学習者の文章の場合、田代（1995）は、このような主人公以外の人物の視座から述べる文が多く、

日本語の文章として不自然だと指摘している。

TL の文章では、主人公以外の人物の視座から述べる文が多いとは言えないが、視座の移動が観

察される。次の（11）は視座が「鈴木」から主人公の「田中」へ移動した文章であり、（12）は

視座が主人公の「田中」から「鈴木」へ移動した文章である。

（11）	きのう田中さんはある友達と一緒に [ 旅 ]8 行しました。田中さんはさくらの木と写

真をとりました。田中さんの友達は自分のカメラで田中さんの写真をとってあけま

した【鈴木】。それで、二人はとうきょうターワーに行きました。友達はとうきょ

うターワーと写真をとりたいです。そして、田中さんは友達に写真をとってあけま

した【田中】。でも、田中さんは友だちにカメラをもどす時に、カメラをおとしま

した。[ 友 ] 達はとてもおこりました。田中さんは友だちにあやまっても、彼は田中

さんをゆるされません。ひどいめにあったね。田中さんは。（TL2）

（12）	私は日本人の友達があります。その人の名前は田中さんです。ある日田中さんは

友達の鈴木さんと約束があった。田中さんは鈴木さんと会ったから、鈴木さんに写

真を取ってほしいだから、鈴木さんは田中さんに写真を取ってくれました【田中】。

それから、二人に行旅していた。きれいな場所を合ったから、鈴木さんは田中さん

に写真を取ってほしいです。だから、鈴木さんは田中さんに写真を取ってもらいま

した【鈴木】。しかし、田中さんは写真を取ってから、鈴木さんのカメラをおとし

ました。田中さんは鈴木さんに「ごめんね」と言いました。しかし、鈴木さんはと

てもおどろしいですから、田中さんに許さないです。それは私の日本人の友達、田

中さんの悲しいことです。（TL6）

以上の文章から、TL は主人公に視座の固定を継続しない傾向が見られ、TL の文章には事実志

向の文が多く混じることが示唆された。一方、主人公以外の人物に視座を置いて描写した NS は

（13）（14）で示すように 12 名中 2 名いる。

（13）	田中くんという友達が鈴木くんという子とお出かけすることになって桜の木の下で

7	 視点表現の構文に誤りがあったため、有効データとして扱わなかった。
8	 [ ] は、日本語に存在しない漢字の書き間違いを示す。
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待ち合わせをしたんだって。待ち合わせ時間に田中くんが行くと、鈴木くんがカメ

ラを持って来ていたから、きれいな桜の木と一緒に写真を撮ってもらったんだ【田

中】。それから 2 人は歩いてスカイツリーの見えるところまで行った。よく見える

ところで鈴木くんは田中くんに写真を撮ってくれるように頼んで、写真を撮っても

らったまでは良かったんだけど、カメラを鈴木くんに返そうとしたとき、田中くん

がカメラを落として壊しちゃったらしいんだ。鈴木くんは大切なカメラを壊されて

【鈴木】すごく怒ちゃって、なだめても謝っても許してくれなかったって田中くん

は落ち込んでいたよ。（NS2）

（14）	私の友達の田中くんは、彼の友達の鈴木くんに会いました。彼らは近くにきれいな

桜の木があったので、そこで写真をとることにしました。鈴木くんは、田中くんの

写真を桜の木をバックにとってあげました【鈴木】。そして二人はぶらぶら出かけ

ました。すると、スカイツリーが見えてきました。鈴木くんは田中くんに、スカイ

ツリーをバックに写真をとってほしいと言いました。そこで田中くんは写真をとっ

てあげました【田中】。田中くんが鈴木くんにカメラを返そうとしたら、手がすべ

ってカメラを落としてしまいました。鈴木くんはカメラが壊れてしまったので、怒

りました。鈴木くんは田中くんにとても怒って、きげんが悪くなってしまいました。

田中くんは困っています。（NS6）

多くの先行研究では、NS は視座を固定して表現する傾向があると述べられているが、NS によ

る（13）（14）のように、視座が移動している文章は興味深い。ただし、本研究では傾向を探る

ために比較できる文章がなかったため、視座の移動はどのような役割を果たしているかを検討す

ることができなかった。

以上、TL と	NS の文章を取り上げて、視座の置き方の相違について述べてきた。理解しやすい

とされる「主人公のみ」に視座を置いた TL は 3 名見られた。しかし、「主人公以外の人物のみ」

および「主人公とそれ以外の人物」に視座を置いた TL	は 5 名おり、TL 全体のほぼ半数を占めて

いる。これに対して、「主人公のみ」に視座を置いた NS は 8 名見られたが、「主人公とそれ以外

の人物」に視座を置いた NS は 2 名いる。

この結果は、先行研究で報告されているように「日本語話者には主人公を中心にし、他の人物

にはあまり視座を移さずに話を進めようとする傾向がみられる（田代	1995：34）」という点と一

致する。また、本研究で見られた NS の傾向に合わせて、水谷（1985）が論じているように、日

本語は立場志向が強いことが再確認できた。

一方、NS とは異なり、TL はストーリーを描写する際に、主人公に視座の固定を継続しない傾

向があるということが明らかになった。タイ語は事実志向が強いため、TL による日本語の文章に

は事実志向の文が多いことが示唆されたが、これをさらに裏付けるために、TL の視点表現の使用

を分析する必要がある。
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２．視点表現の使用状況
視座の位置を判断するために、構文的手がかりとして参考にした視点表現について記述したい。

表 5 は調査参加者が使用した視点表現をまとめたものである。

表 5 視点表現の使用数（例）

表 5 で分かるように、TL	と NS の視点表現の使用数はほとんど変わらない。受動表現の場合、

漫画の設定上、受動表現が使用しにくいと考えられ、TL も NS もそれほど用いていない。それに

比べ、NS も TL も授受表現を多用している。しかし、TL の場合は授受表現を使用したにもかかわ

らず、視座の移動が観察された（12 名中 4 名）。

以上のことから、TL は視点表現を学習していても、適切に使用できるとは限らないことが分か

った。ここでは、受動表現と授受表現に分け、TL	と NS による文章の相違点を分析しながら、TL

の問題点について考察したい。

（１）受動表現の使用
本研究では、TL と NS が視座を固定するために、描写タスクにおいて受動表現を使用すること

を想定した。しかし、描写タスクを実施したところ、受動表現の使用は、TL は 2 例、NS は 2 例

のみであった。TL は（15）（16）で示すように 2 例とも「怒られる」であるのに対して、NS は（17）

の「壊される」と、（18）の「頼まれる」であった。

（15）	すずきさんにカメラをかえすつもりだ、でも、カメラをおちた。そのりゆうは今ま

ですずきさんにおこられている【田中】。（TL3）

（16）	でも、しゃしんをとったあとで、田中はカメラをおとしてしまった。田中さんはお

こられた【田中】。（TL7）

（17）	鈴木くんは大切なカメラを壊されて【鈴木】すごく怒っちゃって、（後略）。（NS2）

（18）	鈴木にさ、スカイツリーと一緒に写真をとってよってたのまれたから【田中】、OK

っていってとってあげたんだって。（NS9）

ここでは、TL の「怒られる」に注目して叙述したい。TL の受動表現の習得について、サウェ

ットアイヤラム（2008：199）は「母語からの『正の転移』として、JFL9 は被害を感じる場合で

TL NS

受動表現 2 2

授受表現 12 21

9	 Japanese	as	a	Foreign	Language の略語であり、ここではタイ人日本語学習者を指す。
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は受身が問題なく使用できる。逆に、被害を感じる場面以外では受身使用が見られなかった」と

述べている。

以上の指摘で述べると、TL は「怒る」を被害の動詞として捉えており、被害を受けた場面につ

いて描写する際、難なく受動表現を使用している。しかしながら、本研究では「怒る」を能動表

現で描写した TL がほとんどである。「怒られる」を用いなかった理由は、主人公である「田中」

の友人になりきれなかったため、「怒る」に含まれた被害の意を感じ取れなかったことにあると言

えよう。

逆に、NS では「怒られる」が見られず、「怒る」を能動表現のみ使用されている。フォローアップ・

インタビューの結果、NS は相手との関係などを考慮しながら描写するため、受動表現の使用を避

けることが分かった。例として「怒られる」を使用すると相手を責めることになるため、避けて

いるという回答が得られた。他に、相手が目上の人ではなく、友人関係のため「怒られる」とい

う受動表現を使用しないという回答もあった。

（２）授受表現の使用
描写タスクにおいては、受動表現に比べ、TL も NS も授受表現を多用している。しかし、TL の

場合、授受表現を使用したにもかかわらず、視座を移動させた文章が見られた。こうした傾向は

主人公が写真を撮ってもらった場面③と、主人公が写真を撮った場面⑦で観察できる。

それでは、タイ語の授受表現について見てみよう。タイ語の授受表現は、利益・恩恵の方向を

問わず「～てあげる」「～てくれる」に相当する「～ hây」10 表現で表す。そのため、日本語で表

現する際にも、TL は利益・恩恵の方向を配慮せず、「誰がしてあげたか」というように、そのま

ま与え手を主語にして表現する可能性がある。換言すれば、TL による日本語においてもタイ語の

影響で、事実志向の文を使用する傾向が見られる。TL2 による（19）とタイ語で書いた（20）、

TL11 による（21）とタイ語で書いた（22）を参照されたい。

（19）	田中さんの友達は自分のカメラで田中さんの写真をとってあけました【鈴木】。（中

略）

	 そして、田中さんは友達に写真をとってあけました【田中】。（TL2）

（20）phɯ̂an kɔ̂ɔləəy cháy klɔ̂ɔŋ khɔ̂ɔŋ phɯ̂an thàay rûup 	hây11 （中略）
	 	 		友達	 		だから	 		使う	 		カメラ	 		の	 		友達	 		撮る	 		写真	 		あげる

	 		man kɔ̂ɔ 	thàay rûup 	hây 	phɯ̂an bâaŋ （TL2）
	 	 		こいつ		だから		撮る	 		写真	 		あげる		友達	 		も

10	「hây」自体は動詞であり、「あげる」という意味を表す。「hây」の前に別の動詞が付加されると「～ hây」表現
になり、「～てあげる」に相当する。例として「sɯ́ɯ hây」（買ってあげる）、「khǐan hây」（書いてあげる）、

「tham	hây」（やってあげる）などの表現が作られる。
11	 本稿ではタイ文字を省略して、発音表記のみを提示した。
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	 （直訳）：だから、友達は友達のカメラを使って、写真を撮ってあげた。（中略）だから、

こいつも友達に写真を撮ってあげた。

	 （意訳）：だから、友達（鈴木）は自分のカメラで写真を撮ってあげた【鈴木】。（中略）

	 だから、こいつ（田中）も友達に写真を撮ってあげた【田中】。

（21）	そして、田中さんきれいな木を見て、しゃしんをとりたいと思っていました。だから、

彼は友達を願いました。友達はしゃしんをとってくれました【田中】。（中略）だから、

田中さんはしゃしんをとってくれました【鈴木】。（TL11）

（22）phɯ̂an 	kɔ̂ɔ 	thàay 	hây 	duu khwaam-caydii （中略） Thaanaakà
	 	 		友達	 		だから		撮る	 		あげる		見る	 		優しさ	 		田中

	 		cuŋ 	 thàay rûup hây （TL11）
	 	 		だから	 		撮る	 		写真	 		あげる

	 （直訳）：だから、友達は優しさを見せ、撮ってあげた。（中略）だから、田中は写

真を撮ってあげた。

	 （意訳）：だから、友達（鈴木）は喜んで撮ってあげた【鈴木】。（中略）だから、田

中は写真を撮ってあげた【田中】。

（19）～（22）で分かるように、日本語の文章における視座の移動は、「誰がしてあげたか」を

中心とされる「～ hây」表現の影響によると言える。タイ語の（20）と（22）は、主人公でない

人物に視座が置かれているが、タイ語としては理解しやすく、不自然さが感じられなかった。こ

のように、TL は日本語で描写する際に、授受表現に含まれた利益・恩恵の方向に注意しなければ、

文章の中で視座を移動させる可能性が高まる。

最後に、NS の書いた文章との相違点として、TL の文章では授受表現を使用しないため、話者

が主人公をウチの人物として捉えていないような表現が観察された。主人公が相手に無視された

場面⑩に現れる「許す」に注目して記述したい。TL による（23）と（24）では、授受表現が用

いられていない。すなわち「誰が謝ったか」や「誰が許さなかったか」という事実をそのまま伝

える事実志向の文になっている。

（23）	どうして田中さんはおれいを言ってもすずきさんはまだゆるさない。（TL7）

（24）	田中さんは鈴木さんに何度も「ごめんね」と言っても鈴木さんは田中さんにゆるし

ませんでした。（TL9）

一方、NS による文章を見ると、授受表現が使用されており、自分の友人という設定である主人

公をウチの人物として意識していることが示唆された。（25）と（26）で分かるように、立場志

向の文の使用が顕著であった。

	

（25）	（前略）、田中はすごい謝ったらしいんだけど、鈴木は許してくれなかったらしいよ
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【田中】。（NS8）

（26）	田中くんはすぐに謝ったんだけど、鈴木くんは許してくれなかったんだって【田中】。

（NS12）

以上の用例から、同様の場面において TL は（23）（24）で示すように、視座の固定が見られな

かったが、NS は（25）（26）で見られたように、視座が「田中」に固定されていることが分かった。

すなわち、場面⑩では TL は視座を意識していないことが示唆され、そのまま「誰が動作を行った

か」というように事実志向の文を用いて表現する傾向が見られる。これに対し、繰り返しになるが、

水谷（1985）の指摘で述べると、NS の文章では立場志向が強いことが改めて確認できた。

V．まとめ

本研究では、友人という設定の人物が登場する漫画を題材に、描写タスクに TL と NS を参加さ

せた。得られた文章に基づき、視座の置き方および視点表現の使用状況について考察した。視座

の置き方を分析した結果、NS は主人公に視座を固定して表現する傾向があった（12 名中 8 名）。

一方、TL は主人公に視座の固定を継続しない傾向（12 名中 5 名）が観察された。

また、視点表現の使用状況を探ると、受動表現の用例が少なかったが、TL は「怒られる」とい

う被害を表す受動表現を使用している。この傾向は、NS には見られなかった。なぜなら、NS は

相手との関係などを配慮しながら、場面に適した表現を選択して描写するからである。

さらに、授受表現に関しては、タイ語の授受表現である「～ hây」表現による影響が観察された。

TL は授受表現を学習したにもかかわらず、「誰がしてあげたか」というように、与え手の立場か

ら表現することが見られ、場面にそぐわない表現を使用している。それに、ある場面では TL は授

受表現を使用せず、「誰が動作を行ったか」を中心に、事実をそのまま表現する傾向が確認された。

要するに、日本語は立場志向が強いのに対して、タイ語は事実志向が強く、TL は日本語で表現す

る際にも、事実志向の文が混じることが多い。それが原因で、結果的に TL の日本語の文章は視座

が固定されておらず、一連のある談話として理解しにくいと言える。

以上、TL の視点表現に関わる問題点についてまとめた。本稿で示す視点表現の用例を見て分

かるように、TL は視点表現の構文を学習したことが明らかである。しかし、それを視座の固定の

概念に関連づけていないことが示唆された。視座の移動や、視点に関する指導に関しては、坂本

（2005：8）が「『視座の不統一』は誤用ではない。しかしながら、日本語の読みやすさに大きく

関わるものであることを考えると、授業に明示的に視点に関する指導を組み込んでいく必要があ

る」と指摘しているように、視点表現の構文が定着した段階で、TL に視座の固定という概念を意

識させることが重要である。

今後の課題として、調査参加者に主人公になりきってもらうために、第三者の出来事を描写す

るのではなく、自分が体験した出来事として描写させることが考えられる。また、漫画の設定は

調査参加者の描写の仕方に影響する可能性があるため、工夫する必要がある。
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Abstract

This article aims to clarify the status of discussion between post-Soviet Central Asian 

states over water management. Water allocation is the one of the most crucial issues in 

contemporary Central Asian international politics. But it still has not been clarified how 

Central Asian states have discussed, and recognized interstate water sharing issue, and 

how the mode of argument and its background has changed through primary sources such 

as official documents. By analyzing the bulletin of the Interstate Commission for Water 

Coordination of Central Asia (ICWC), this work tries to show how the parties have argued 

over water sharing.

ICWC’s members are scholars, specialists, and bureaucrats specialized in water resource 

issues of the five states. Basically discussions in the bulletin are very scientific and technical 

and seem to be politically neutral. They discuss water distribution, regulation of water flows 

of rivers or dams, and assistance for water management institution at both the political and 

local level, and so on. But as the relationships between Central Asian governments over water 

management worsened, political and diplomatic phrases and demands began to appear more 

often. 

The author downloaded the bulletins published from 2004 to 2010. In this period, 

international relationships in Central Asia changed dramatically and discourses over water 

allocation shifted drastically from being technical and agricultural to political. By analyzing 

the ICWC bulletin, this paper tries to make clear how the scheme, subject and stage had 

changed in the period. This paper divides the period into 1) 2004-2008 and 2) after 2008. 

In the earlier period the parties tried to discuss the water distribution scientifically based on 

technical understanding and quantitative information. But as situation became more tense, 

political narratives appeared more frequently than before. The bulletin clearly reflects how 

these circumstances developed.

There are two categories of parties of Central Asian interstate water sharing. Kyrgyzstan 

水資源問題をめぐる中央アジア国家間対立の実証分析
―ICWC紀要を資料に―

Empirical Study of Central Asian Interstate Disputes over the Water Resource 
Issue : An Analysis of ICWC Bulletins

齋藤 竜太
SAITO Ryota
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and Tajikistan are upstream states along the two big rivers in Central Asia (Amu Darya and 

Sir Darya ―:darya means river in Central Asian indigenous languages such as the Uzbek 

language). The two small states’ economic level is not as high as the downstream states of 

Uzbekistan, Kazakhstan, and Turkmenistan. But they are rich countries with water resources 

and have tried to produce hydroelectric energy. In contrast, the downstream states are rich 

with natural resources such as natural gas. Additionally, the agricultural sector is important 

for stability of rural area of Uzbekistan, the most populous country in the region. To produce 

cotton, one of the most important cash crops supporting the national economy, water 

distribution through irrigation is necessary. 

In international political studies, ecology has become a key topic especially after the 

end of the Cold War. Already many scholars have researched about water related issues in 

Central Asia from the aspect of social sciences or international politics. This study attempts 

an empirical approach by analyzing official documents and focuses on how the discourses of 

the parties have evolved and varied over time. By doing so, the way in which the arguments 

between hydro-sciences specialists in the ICWC reflect the change of interstate relationships 

in the post-Soviet space becomes clear. And this can serve as a case study of environmental 

regime studies in developing countries.

Ⅰ．はじめに

本論文の目的は、旧ソ連中央アジア諸国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジ

キスタン、トルクメニスタン）の間で、水資源をめぐってどのような議論が交わされてきたか

を、中央アジア地域内の水配分をめぐる科学者間の議論の場1である、「水利調整国家間委員会」

（Interstates	Commission	for	Water	Coordination、ロシア語：Межгосударственная	Коорди

национная	Водохозяйственная	Комиссия	Центральной	Азии,	МКВК、以下ICWC）が発行

する紀要（bulletin）を分析することを通じて、明らかにすることである。それを通じて、これま

で中央アジアの水資源問題の、旧ソ連崩壊に伴う独立からの国家間議論の流れ、それに対する先

行研究について、実証研究を行う。

水資源問題は近年、中央アジアにおいて、国家間関係の緊張の原因の一つとなっている。これ

まで、中央アジアの水資源問題をめぐっては、数多くの研究成果が出されている2。しかし、旧

ソ連崩壊後の中央アジア地域の水資源問題に対して国際関係学の視点からなされた研究には、当

事者が、どのような議論を行ってきたのか、その生の声を分析するような、現地からの資料に密

着する研究は、管見の限りでは見当たらない。本論文は、当事者の声を明らかにすることによっ

1	 Dukhovny	2011：294。
2	 自然科学的な観点からのものとしては、Dukhovny	2011、Qi	Jiaguo	and	Evered	Kyle	T.	2008、国際関係の観

点からは、稲垣 2009、稲垣	2012、ダダバエフ	2008 など。
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て、資料的価値も有するものでもある。

ICWCのヴィクトル・ドゥホヴヌィ教授は、ICWCの設立といった、独立後の地域内で水資源

管理を行う流れの中で、中央アジア諸国は、モスクワの指示のもとに、モスクワの利益のために

中央アジアの水資源を利用するのではなく、自分たちのために利用できるようになった、と指摘

している。ただ、設立当初から国際機関との連携を強く意識しており、経済的にも、技術的に

も、独立して水資源管理を行うだけの能力が中央アジア諸国にあったとは言えないようである

（Dukhovny	2011：216-231）。また、ICWCは、科学者主体の組織であり、水管理について責

任を負うわけでもなく3、その後、水資源をめぐる国家間交渉の次元がより二国間へと移っていく

につれて、調整機関としての限界も指摘されるようになる4。アブドラスルは、ICWCには規制を

破った国に対して罰則を科すようなシステムがなく、制御機能を発揮できなかった、と指摘して

いる（Abdurasul	2012：39-52）。しかし、独立後、河川の上流国（キルギス、タジキスタン）

と下流国（ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタン）との間で、水資源が偏在する5構

造の中、当事国の間での紛争を防いできたという指摘もあり6、現にこれまで大規模な紛争は発生

していない。

本論文で一次資料としているICWC紀要からは、水資源管理をめぐる国際社会の動きへの関心の

強さが見られるなど、中央アジア地域内に限定されてはいるものの、ICWCは国家間組織という意

識を強く持っていることが垣間見える。その一方で、ICWCは、水資源関連省庁などの、各国政府

機関の強い影響下にあるという側面も持っている7。

大島（2004：112-113）は、国際政治における環境問題について、地球的環境問題と地域的環

境問題に分けている。その中で、内海や河川などの管理をめぐる問題を含む後者は、前者に比べ

て、地域内で環境問題の原因と結果が明確な分、対策も立てやすく、アクター間の連動や住民か

らのボトムアップの運動も容易である、と指摘している。また、山田（2011：194-197）は、ア

クターの認識形成に注目した構築主義（コンストラクティビズム）的アプローチから、多国間に

よる環境レジームを分析する事例として、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の提言をEUが

率先して取り入れ、内面化することを通じて、EUが環境外交における主導権を握った、と指摘し

ている。しかし、いずれの議論においても、想定されているのは大国間、主要国間での外交であ

る。

ICWCは、モスクワからの指示がなくなった中央アジア独立後のアラル海水系の水資源管理に

3	 Dukhovny	2011：280。
4	 片山 2004：246。
5	 たとえば、アラル海にそそぎこむアムダリアとシルダリア（ダリアは川の意味）の二大河川は、その水源の 8 割が、

それぞれタジキスタンとキルギスの領域内にある。その一方で、アラル海沿岸地域の水資源の 9 割が、灌漑農
業に利用されているという（Rashid	2008	:	15-16）。

6	 Dukhovny	2011：279。
7	 Dukhovny	2011：219。
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おいて、隣国を害することのないような水利用について公平な議論を行うために設立された8。条

件だけを見てみれば、すでに旧ソ連時代から水資源に関わってきた研究者によって数多くの水資

源に関する研究成果が出され、彼ら研究者や水資源管理当局者による地域内組織が形成されるな

ど、環境問題が（旧ソ連崩壊後ただちに出現した）国際政治の中に登場した時にはすでに、地域

内協力の枠組みが存在し、それが有効に機能するだけの背景も存在していた。しかし、本論文で

後述されるように、実際には、地域内外をめぐる国際情勢の変化の影響、政治的発言の科学者間

議論への介在、などによって、地域内の枠組みは機能不全に陥っていった。

本論文は、以下の通りに区分される。ⅡからⅢにかけては、旧ソ連崩壊から最近に至るまで

の、ICWCのような地域内での水資源管理の取り組みから、国際環境の変化や自国の資源に対する

ナショナリズムの意識の高揚などにより、各国が水配分をめぐって自国の利益を主張するように

なるまでの流れについて概観する。ⅣからⅤにかけては、水資源問題をめぐる中央アジア国際関

係の変化、および、国家指導者の発言を踏まえたうえで、そのような環境の変化がICWC内の科学

者間の議論の展開に、どのように影響を与えたのかを、紀要分析を通じて明らかにする。これに

より、中央アジア地域内の水資源をめぐる国際関係の変化について実証的な分析を行うことを目

指す。

Ⅱ．独立後の中央アジアと水資源

中央アジアにおける水資源問題について、その構造を簡略に説明すれば、かつては旧ソ連の構

成国であった中央アジア５か国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ト

ルクメニスタン）が、旧ソ連崩壊により、河川の上流国に位置して水資源に恵まれるが経済的に

厳しい状況にある国々（キルギス、タジキスタン）と、天然資源に恵まれるが、農業などにおい

て必要な水資源を上流国に頼らざるを得ない9下流国（ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメ

ニスタン）との間の水量、また、一部の場合、水質10をめぐる対立である。旧ソ連時代に整備さ

れ、現在も行われている、主に綿花栽培を目的とした灌漑農業が、かつて世界で4番目の湖水面積

を誇ったアラル海の急速な縮小をもたらすほどの水消費の増加を引き起こしている。農薬などに

よる水質汚染や土壌塩害なども、水不足とともに、アラル海近辺の住民の生活を脅かしている。

8  Dukhovny 2011：216-217。
9 中央アジア各国の経済状況については、下社 2008 を参照。
10 ウズベキスタンとタジキスタンの間には、タジキスタンのアルミニウム工場によって水質が汚染され、下流国

のウズベキスタンに健康被害が発生している、という問題もある。この問題について、ウズベキスタン政府は、
2010 年 11 月 に「International Ecological Conference Trans-boundary Environmental Problems of Central 
Asia : Application of International Legal Mechanisms for Their Solution」（ロシア語：Трансграничные эко

 логические проблемы Средней Азии : применение международных правовых механизмов для 

их решения）の中でも、アルミニウム汚染により生まれた奇形児や、健康被害を受けた住民らの状況に関す
る資料を配布するなど、タジキスタンのアルミニウム工業に対する批判キャンペーンを展開している。
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独立後の中央アジア各国は、水資源の重要性について早い段階で認識していたと思われる。

1991年12月の旧ソ連崩壊から時を置かずして、1992年の2月18日に、「国家間水資源の管理・

利用・保護における協力について（ロシア語：О сотрудничестве в сфере совместного уп

равления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 

источников）」という合意がなされている。この合意では、地域内水資源管理を、「共同」

かつ「統合的」に、「かつての遺産を活用しつつ」行っていくことが確認された。また、他の当

事国に対する水汚染問題を含めた配慮義務、水量および水にかかわるインフラ使用の監督、科学

的、技術的な情報の共有と共同研究、について合意が交わされた11。また、流域管理の新組織と

して、それまでソ連の枠組みの中で水資源管理にあたってきた技術者、学者、官僚などからなる

ICWCが設立され、ICWCの各国支部が、おもに各国の水管理にかかわる官庁内に設置された12。

また、ICWCにおける科学者間の議論をもとに、実際の行動策定および計画立案を行う組織とし

て、アラル海国際評議会（ICAS）も1993年3月に設立された13。

このICWCに関係する研究者らによって、中央アジアにおける水資源の状況が、次第に明らかに

なっていた。たとえば農繁期に各国がどれほどの取水量を確保できるかについて、ICWCの下部

組織であるBWO14の、フダイベルガノフ（カザフスタン）アム川部門長官の研究によると、平年

通りの水量の場合、上流国ではキルギスが年間0.45立方キロメートル、タジキスタンが9.5立方キ

ロメートル、中流域および下流域においては、トルクメニスタンとウズベキスタンがいずれも22

立方キロメートル、などとなっている15。また、地域ごとの水の使用量や、利用可能な水量、ま

た、上流国と下流国でどれほどの水の需要と供給のアンバランスが存在するのか、などについて

の数値化を行っている。これらの議論の中では、中央アジア各国の水資源関係省庁の間での調整

機能強化の必要性が指摘されている16。このような研究成果は、中央アジアの水資源問題におい

て、具体化・可視化を推し進め、その後の研究、政策立案に多大な貢献をしている。また、地方

レベルでの水管理として、農民らで作られる水利用者組合（Water Users Association、WUA）の

役割も重要視され、地方レベルでの水管理の向上、農民や灌漑技術者などの技術力の向上の必要

性も指摘された17。これらを運営する専門家は、いずれもソ連時代の水利専門家であり18、前述し

11 Ботатурова 2011：417-418 など。
12 たとえばウズベキスタンの場合、農業水資源省内に置かれている。http://www.icwc-aral.uz/contacts.htm（最

終閲覧日 2013 年 12 月 10 日）。
13 Dukhovny 2011：218。
14 「流域水機関」。河川の流域の統合的水資源利用を目的として、1986 年に、アラル海沿岸地域の状況の改善を図

るために、アムダリア BWO、シルダリア BWO が設立され、その後、ICWC の下部組織となった（片山 2004：
243；Dukhovny 2011：215）。

15 Yu 2007：38-39。
16  Moerlins 2008：84。
17 ソ連崩壊後の中央アジアにおける、農村部での水資源管理については、Wegerich 2004 などを参照。
18 片山 2004 ：246。
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たような合意内容においても、「ソ連時代の枠組みを守る」という意図がにじんでみえる19。

ただし、ICWCが目指すような、国家間、各国の省庁間をまたぐような水資源管理は、うまく機

能したとは言えない。各国に対してどのように水量管理や施設運営について義務付けるのか、具

体的な施策を生み出せなかったことが大きい。学術面、技術面での国家間協力においても、後述

するような、流域国間での関係悪化が、科学者間の情報交換を滞らせるような事態を生み出して

いる20。また、ICWCの紀要では、しばしば海外からの援助の重要性も述べられており21、ICWCを

支える土台が、経済的にも十分でないことがうかがえる。

また、ICWCのような、地域機構の枠組みとは別に、中央アジア各国間での水資源問題に関す

るバーター形式の交渉も行われてきた22。例えば、1998年3月17日に、「カザフスタン共和国、

キルギス共和国、ウズベキスタン共和国の当局者による、シル川貯水池をめぐる水・エネルギー

資源の運営に関する合意（ロシア語：Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Узбекистан об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки 

Сырдарья）」を交わした。それによると、

・ナリン川、シル川の両河川の水量の保全と当事国に損失が発生した際の補償などについて話

し合うコンソーシアムを、年一回開催する。

・当事国は、水・エネルギー資源の納入について変更を加えない義務を負う。

・エネルギー資源を受ける側がどのような形で返すか（労働、サービスなど）。

・もし議論や不一致が発生した場合、毎年開かれるコンソーシアムで解決を試み、それでも解

決しなかった場合は第三者に仲介を依頼する――23。

などの取り決めがなされた。バーター取引の中で生じる損失への補償、コンソーシアムでの議

論や、解決に向けて第三者の仲介を依頼することなどから、徐々に水資源をめぐる交渉主体が、

「国家」という単位に移ってきていることが分かる。

ICWCが、中央アジア5か国に期待していたのは、合意の順守や、ICWCの権限の尊重など、流

域各国の間での法的枠組みの構築であった。かつて旧ソ連の枠組みの中で統一されていたころの

ような規範的枠組みや、側面流域国の自発的協力、それらによる持続的な枠組みである24。しか

19 Dukhovny 2011 ：217。
20 2011 年 11 月 22 日、茨城県つくば市の農村工学研究所における、ウズベキスタン共和国科学アカデミー水問

題研究所所長、エルナザルＪマフムドフ氏へのインタビューより。
21 なお、WUA に対しては、国際協力機構 (JICA) が 2010 年から水資源管理向上プロジェクトをウズベキスタン中

部のパイロット地区で行っており、プロジェクト本部がウズベキスタンの農業水資源省に設置されている。農
林水産省から派遣された専門家が、水分配の向上を目的として、水モニタリングなどの指導を行っている (2013
年 8 月現在 )。

22 Ботатурова 2011：458-460；Abdurasul 2012：44-47。
23 Ботатурова : 458-460
24 Dukhovny 2011：224-225。
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し、このような独立当初のころの試みと、その枠組みは、後述するように、水資源問題が国家間

の政治的問題として扱われるようになるに伴い、機能不全に陥っていく。

Ⅲ．国家間対立へ

2001年3月にキルギス政府は、「キルギス共和国の水、水資源、水管理設備の国際利用に

関する法（Закон	о	межгосдарстовенном	использовании	водных	объектов,	водных	

ресурсов	и	водохозяйственных	сооружений	Кыргызской	Республики）」を制定する。

これにより、キルギス政府は、水資源は、天然資源であると同時に経済的価値を有するものであ

り、自国の領域内にある水資源を他国が利用とする場合、その国は自国に対して対価を払うべき

であるという主張を始める25。

キルギスは実際に、近隣諸国との合意があった23億立方メートルの放流量に対して、7億3千万

立方メートルしか放流しないと主張し始めた。このような事態に対して、その後、カザフスタ

ン、ウズベキスタン、キルギスの間で話し合いがもたれ、水管理施設のために下流国がその維持

費を支払うという形で、2002年3月までに合意をみた26。

ウズベキスタンは、河川上流国に対して、「国際法上、隣国に悪影響を与えるような行為は禁

じられており、水資源を商品化することもこれに反している」という批判をしばしば行ってい

る。一方、キルギスなどの河川上流国は、自国領域内にある水資源について、「資産」であると

いう見方を持つようになり27、その利用については、経済原理に基づいて水管理を行うべきであ

るという主張をするようになる28。

ICWC紀要第53号（2010年3月発行）には、トルクメニスタンを除く中央アジア各国の水資

源関係省庁の代表らが参加して開かれた、「第5回アジア地域会議」（2009年12月6－12日、

ニューデリー）の内容が掲載されている。タジキスタンのハサノフ水資源省大臣補佐官は、「タ

ジキスタンは、中央アジア地域におけるもっとも古い住民の一つであり、長い間友好的な空間の

中で暮らしてきた」と後付けしつつ、「非効率的な情報提供によって引き起こされる誤った水配

分といった、水の無駄に関する組織的なミスについて分析を行うべきである」と指摘。これによ

り生じる水のロスは「数十億立方メートルにも及ぶ」と主張している。また、「水の利用者と国

家との市場的関係をめぐる国際的現状が、国際法の基礎に置かれるべきである。越境河川の水流

の利用においては、過剰使用は埋め合わせがなされるべきである。外から高価な水輸送を行うよ

25	 ただし、この法律については、キルギス国内からも、極端な内容であるという意見が出されたという（Sehring	
2009：119）。

26	 ダダバエフ	2008：30-31。
27	 Sehring	2009：110。
28	 たとえば、筆者が 2013 年 3 月に、キルギス共和国・ビシュケク市にある、中央アジアアメリカン大学を訪れた際、

キルギス人の水文学者が、「ウズベキスタンの指導者は全員思考がソ連の時のままだ」「経済や市場を中心に管
理していくべきである」と語った。
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りも、節水が、水利用者にとっては利益となる」と語り、下流国の非効率的な水利用を非難して

いる。

タジキスタンとウズベキスタンとの間には、水資源をめぐって現在まで続く大きな紛争の種が

ある。アム川の水系の一部であるワフシュ川上流、タジキスタン中部に位置するログンダムであ

る。このダムは、ソ連時代に計画されたものであり、完成すれば335メートルのダムとなる。こ

れによりタジキスタンは、年間131億キロワットの電力を、22億米ドルのコストで生産すること

ができる。キロワット当たりのコストは10－40米ドルとなり、これは、アフガニスタンにおける

25－350米ドル、パキスタンにおける65－150米ドル、中国が30－75米ドルと、他国のコストと

比較しても割安である29。

ログンダムに対しては、数多くの国や国際機関が投資を行っている。ログンダムで生産された

電力が、隣接するアフガニスタンに輸送されることにより、アフガニスタン復興に貢献すること

が期待されているからである。タジキスタンは上記のようなコスト面での利点を生かそうとして

いる。たとえば、タジキスタンの自国産電力価格、3.5セント毎キロワットが、ウズベキスタンの

それよりも4セント毎キロワット安いとしてアピールしている30。これに対し、ウズベキスタンは

「河川の流量に劇的な変化が発生する」として、事あるごとに激しく非難を行っている。ログン

ダムか建設されているワフシュ川は、アム川の水量の27％を占めているからだ31。

そもそもウズベキスタンとタジキスタンの二国間関係は、タジキスタン内戦のころに、現タジ

キスタン大統領、エマムアリ・ラフモンに対してウズベキスタンが支援を行った32にもかかわら

ず戦後ウズベキスタンに対し友好的な態度を取っていないとして、ウズベキスタン政府が不快感

を持っていること、国境問題や領土問題の存在、双方がお互いの反体制派をかくまっているので

はないか、という批判合戦など、良好とは言えない状態が続いており、両国の間には直行の航空

路線も就航していない。2010年2月4日には、ウズベキスタンの首相であるS.ミルジョエフから、

タジキスタンのA.G.アキロフ首相に対して、「親愛なるアキル」と始まる、以下のような強い抗

議アピールが出されている33。

中央アジア地域内にあるすべての政府にとって直接的な利益にかかわる問題につい

て、あなたに訴える。ログン水力発電所の建設計画についてである。

すでによく伝えてあるように、80年代、かつて偉大なるソヴィエトと呼ばれていた時

代に、建設が始まったログン水力発電所について、我々ウズベキスタン政府は幾度とな

く、タジキスタン政府、ロシア連邦、そのほか国際機関に対して、独立した鑑定家の重

要性について訴えてきた。

29	 Shokhrukh	2012：2。
30	 稲垣	2012：74。
31	 Shokhrukh	2012：2。
32	 Stuart	1999	:	38-39。
33	 Ботатурова	2011：500-501。
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ウズベキスタン政府の原則的立場としては、ログン水力発電所の建設再開の前に、こ

の建設計画は40年前に基本設定され、構造的、技術的に問題があるので、この建設計画

について詳しい鑑定が必要である、というものである。

我々が熱心に説得を行うのには、ログン水力発電所のような大プロジェクトにおいて

は、それが引き起こしうる結果について、熟練された評価活動が欠かせないと考えら

れ、ひるがえって、以下の点について憂慮しているためである。

・この計画は、アラル海の悲劇との関係で、環境バランスという観点からするときわ

めて危うい際に立っていると言わざるを得ない。

・この計画によりもたらされるアム川の水量への影響は、この大陸的な厳しい気候に

住み、この河川に飲み水と農業水を依存し下流域に住んでいる数百万の住民に対し

及ぼされ、特にシステマチックに訪れる干ばつにおいてそれは大きい。

・この計画における、大地震に対する保護について。ログン水力発電所が建設されて

いる地域は断層の直上にあり、過去に10級の地震が一度ならず起きた場所である。

もしダムが決壊した場合の人道的危機について表現するのは困難であり、10万人単

位の死者が出ると思われる。

・トクトクルダムのような、35年以上昔に計画され、過去20年にわたって資本上の理

由で修繕さえされていないような水力発電所は、崩壊の恐れがあり、それが地域全

体の不和を生み、それが増していること。

・最近のサヤノシュセンスカヤダムの破損事故34（注：筆者）で明らかになったよう

に、このような巨大な水利建造物に対し、計画及び建造の許可を出すことは重大な

失態につながる可能性がある。

・この問題についてのウズベキスタン政府の立場の合法性については、国際連合や

ヨーロッパ連合、世界銀行、アジア開発銀行、イスラーム開発銀行などの世界規模

の機関や金融機関、およびロシア連邦とその市民組織、その他の国もまた支持して

いる。

・にもかかわらず、タジキスタン政府は我々の度重なる訴えを無視し、今日必要とさ

れている技術的な評価をすることなしに、このプロジェクトを強行しようとしてい

る。

・それにともない、この建築計画がロシアの建設関係者、建築組織の関心を集めてい

るが、明らかにこの建設に伴うネガティブな結果の可能性について関心をほとんど

示していない。

・再び、新たにあなたに訴えたいのは、この問題に対し、国連管轄下にある独立した

34	（注：筆者）ロシア中部ハカス共和国内にあるロシア最大の水力発電所。2009 年、取水路からタービン、排水
路へと流れるはずの水が何らかの理由で制御室へと流れ込み、発電設備 10 基のうち 4 基が全壊もしくは破損。
70 人を超える死者を出した。
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評価を行ってほしい、それにより、起こりうる結果、連鎖して起こりうる環境問

題、水バランス、技術的に起因する脅威、などへの評価がなされる（後略）

タジキスタンのラフモン大統領は、ウズベキスタンの主張に対して、「タジキスタンは世界の

中でも主要な淡水と氷河の資源国の一つである。河川沿いの地域内のほかの人々とともに、我々

には環境的資産を利用する権利がある」と語っている35。ログンダムがウズベキスタンに与える

影響としては、ダムが完成することにより、ウズベキスタンでは年間6億900万米ドルの損失が農

業部門に発生し、GDPにおける損失は2.2％、また、33万6千人の失業者が発生するという36。

2008年12月、ウズベキスタンはタジキスタンに対して供給するガスの値段を2倍に上げると

通告した。報道によると、ウズベク国立ガス輸送会社（Uztransgas）は、1000立方メートル当

たりの天然ガスの価格を300米ドルにするという。さらにその後、2009年の9月になるとウズベ

キスタンは、タジキスタンに対して、1800万米ドルの未払いを理由として、ガス供給の停止を

行った37。

ウズベキスタン首相のアピールから2か月後の2010年4月、ウズベキスタン政府は、自国領内を

通ってタジキスタンへと建設資材を輸送する鉄道路を封鎖した。封鎖の理由としてウズベキスタ

ン当局は、「タジキスタンにおけるポリオの発生」を挙げており、建設資材や食料を積んだ2000

以上の貨車が国境地帯で数か月にわたってとどまる事態になった38。タジキスタンの税関当局者

は、「独立国家共同体（CIS）の法的合意によれば、輸送により生じた損害は（貨物の）持ち主に

対して賠償しなければならない」と、メディアに対してコメントしている39。また、ウズベキス

タン政府は中国と契約を結び、本来はタジキスタンへと輸送されるはずであった天然ガスを中国

と共同で設立した合弁会社を通じて中国へと輸送する計画を進めている40。

Ⅳ． 各国の言説の方向性

ICWC紀要第54号（2010年12月発行）に、2010年3月17日にタシケントで出された、カリモ

フ大統領とカザフスタンのナザルバエフ大統領の共同声明が掲載されている41。その中には、ト

ルクメニスタン―ウズベキスタン―カザフスタン―中国のガスパイプライン建設について言及が

35	 http://www.eurasianet.org/node/62528（最終閲覧日 2013 年 8 月 13 日）。
36	 Shokhrukh	2012：2。ただし、ウズベキスタンにおいて水使用の効率性が 40％向上すれば、このような損失

は免れるとも言われている。
37	 http://uk.reuters.com/article/2009/09/30/uzbekistan-tajikistan-gas-idUKLU6119620090930（ 最 終 閲 覧 日

2013 年 8 月 9 日）。
38	 http://www.eurasianet.org/node/61144（最終閲覧日 2013 年 8 月 9 日）。
39	 http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav010810b.shtml（最終閲覧日 2013 年 8 月 9 日）。
40	 http://uk.reuters.com/article/2012/04/16/tajikistan-gas-idUKL6E8FG3YL20120416（最終閲覧日 2013 年 8

月 9 日）。
41	 共同声明の文末に、「在中国ウズベキスタン大使館の資料に基づく」とある。
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あり、「伝統的な善隣関係を強化し、地域内の協力を通じて新しい経済地域の構築を図る」とい

う声明がある。また、「地域内で新しく建設される水力発電所については、国際法の概念にのっ

とらなければならず、また、地域内の諸国の利益が考慮されなければならない」「当事国は、河

川の水量のような、古くからのセキュリティ問題の重要性について意見の一致があることを強調

し、新しい水力発電所建設に際しては独立機関の検査を受けなければならない」、としている。

カザフスタンとの共同声明とは言え、この内容からはウズベキスタンが、タジキスタンを強く意

識していること、およびタジキスタンの孤立を図る意図が、その内容の裏返しとしてうかがえ

る。

2009年4月28日、カザフスタン共和国アルマトゥイ市において、アラル海救済基金設立国によ

る会合が開催され、中央アジア5カ国の大統領が参加した。2009年8月に発行された、ICWCの紀

要第52号には、その際に出された共同声明とともに、各国大統領の声明が掲載されている。

ウズベキスタンのカリモフ大統領は、2008年の3月にタシケントで行われたアラル海問題に関

する会議に、日本、ドイツ、中国、および、アラブ諸国の金融機関などから、90カ国以上からの

代表者の参加があった、とアピールし、地域の住民に対して健康的な生活を保障するのは「我々

の」義務であることとしている。さらに、この会合の参加者の一部が、国内の合意を超えた行動

に出ているとし、アラル海救済基金の枠内での議論をお膳立てしても「もはや無駄である」と、

タジキスタンを激しく非難しつつ、地域内協力の枠組みを超えて、独自にタジキスタンに対処す

る姿勢を示している。

タジキスタンのラフモン大統領は、「合理的かつ効果的な（水：括弧内筆者）利用が、重要な

優先事項として常に存在する」と指摘。さらに、「指摘しておきたいのが、必ずしも我々は、

我々が目指していることについて、そのすべてを達成できるわけではないことである。残念なこ

とに、アラル海救済基金の効果的な活動について、ほとんど貢献しないような時間があった」と

語っている。また、「タジキスタンは、今回の会合が、この問題に対処するための有意義な対話

と協調行動への端緒となることを期待する。我々のさらなる歩みは、相互信頼と各国の利益への

配慮に基づく水パートナーシップ構築に向けた政治的意思に向けて、統合的に、システマチック

になるべきであろう」と語っており、この発言からは、水資源をめぐる議論を具体的に前進させ

ようという意思はあまり感じられない。地域内を向く意思、あるいは、中央アジア地域内で統合

的に水資源を管理しようという意思が、両国とももはや薄くなっていることを示している。

Ⅴ． ICWC紀要における議論空間

ICWCは、中央アジアの国際関係が変化する中でも、科学的見地からの情報発信を、紀要の発行

や各種会合、ラウンドテーブルの開催などを通じて続けている。しかしその内容において、上記

の各大統領声明の掲載など、地域内の情勢変化を反映していると思われるような部分もある。

ICWCの紀要は、一年に4回発行されている。その中では、各国のICWCの代表者らによって開

かれる会合や、開催された水資源に関してのラウンドテーブルや国際会議、国家間合意が紹介さ
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れている。それらとともに、水資源に関する世界規模での動き、たとえば国連における決議や声

明文、国際会議の内容についても紹介されている。

以下、2013年8月現在、公開が停止されているが、かつてICWCのホームページのE-ライブ

ラリー42において公開されていた紀要から、その水資源をめぐる議論の変化について分析してい

く。扱う巻としては、公開されていた時期に筆者がダウンロードできた、2004年2月発行の第

36号から、2010年12月発行の第54号までである。この2004年から2010年までの時期は、アン

ディジャン事件、ログンダムをめぐるウズベキスタンとタジキスタンの関係悪化といった、中央

アジアをめぐる国際関係の変化があり、水利関係の科学者がどのような言説を行ってきたか、国

際関係の変化を受けて、中央アジアにおける水資源をめぐる言説空間がどのような変化をしてき

たかを観察するに適した時期であると思われる。なお、以下に登場する個人の肩書はいずれも当

時のものである。

１．科学的議論への指向：2004－2008年
2004年2月に発行された、ICWC紀要第36号において、ICWCのトレーニングセンターで、

2004年1月12－13日にかけて開催された「ラウンドテーブル 水―エネルギー―気候」が紹介さ

れている。ICWCのヴィクトル・ドゥホヴヌィ教授や、リャフトセフ・タジキスタン水資源大臣、

ジャラロフ・ウズベキスタン農業水資源大臣第一補佐官、ハミドフBWOシルダリア長官らが参加

した。

このラウンドテーブルにおいては、カザフスタンにおける水資源管理関係の部門と農業におけ

る民営化の進捗状況について、カザフスタン側から報告があった。タジキスタン側からは、フェ

ルガナ盆地における水資源管理の改革と、WUAをはじめとした地域単位の水資源管理の改革こそ

が、水使用において重要であること、引き続き外国からの援助が必要であることについての指摘

がなされた。

この紀要では、トクトクルダム43におけるキルギスの行動は、河川の流量に大きな影響を与え

ているが、それに対して、ICWCは状況が過熱化すると「力不足」であることを認めている。そ

れを踏まえ、より組織的なメカニズムが必要であるとし、すでに7年にわたって「コンソーシア

ム」構想が話し合われてきたが、「さまざまな理由で」実現できていない、としている。その一

方で、ウズベキスタンが建設しているアルナサイ（Arnasai）ダムについて、シル川下流域に影響

を与えうるが、「各国の義務について明確化がなされていない」ことが、状況に悪影響を与えて

いると指摘している。このような議論の中で、1998年に締結された合意をさらに活性化させるべ

きである、という指摘が、参加者からはたびたび出されている。このような、国家間合意や国際

法などの、規範意識を重視する言説は、ICWCの紀要に見られる議論のなかに多く見ることができ

る。

42	 http://www.icwc-aral.uz/
43	 フェルガナ盆地のキルギス領内にあるダム。放水量をめぐって、ウズベキスタンと対立している。
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フェルガナ盆地では、国境を越えた農村や共同体間で、水資源をめぐる紛争が生じており44、

外国機関からの援助も、紛争緩和を狙いの一つにしている。しかしこの議論からは、この問題に

ついて、「平和」や、「安全保障（security）」といったような、紛争に関するような用語はでて

こない。あくまで水利関係者間の議論、ないしは技術的な問題にとどめようとする意図が見えて

いるようにも思える。

時代背景について、当時はまだアンディジャン事件45の前であり、ウズベキスタンの対米関係

は現代と比較して良好であった。2004年11月に発行されたICWC紀要第39号においては、ウズ

ベキスタン政府主催の、NGOによる国際会議「川はみんなのために、みんなは川のために（Рек

а	для	всех	все	для	реки）」が取り上げられている。2004年9月20日に開催されたこの会議

では、ウズベキスタンのいわば「官製」NGOとともに、アメリカ合衆国国際開発庁（USAID）が

参加しており、在ウズベキスタンアメリカ大使館の、「環境専門家」が紹介されている。この会

議の中では、「国際法、歴史的権利と慣習に基づいた」水資源に関する主張がされており、これ

はウズベキスタンの主張としてはありふれているが、上流国への非難というトーンは低い。ウズ

ベキスタンにおけるNGOをはじめとした市民社会の発展を西側にアピールすること、および、海

外からの援助がウズベキスタンになされていることのアピールという側面が強いと思われる。ま

た、海外のNGOなどを招聘して自国の正当性を主張する方法を、ウズベキスタンは当時からとっ

ていたことがわかる。

翌2005年4月に発行されたICWC紀要第40号には、ロシア、ウズベキスタン、カザフスタン、

タジキスタン、キルギスなど、中央アジア協力機構（CACO46）参加国による共同宣言が掲載され

ている。その中では、水・エネルギー・流通・食糧などにおける効率性の向上のためのコンソー

シアムの必要性について賛意を示すとともに、コンソーシアム設立へ向けて各国政府を指導す

る、という項目が設けられた。

当時の状況としては、トクトクルダムのような状況が発生していたとはいえ、まだ各国が対話

するチャンネルも確保されており、情報交換がスムーズであったことがうかがえる。2006年3

月に発行された、ICWC紀要第42号に掲載されている、第43回ICWC参加国代表者による会合で

は、「アム川、ナリン川、シル川流域」と地域を前置きしつつ、いくつかの小水路において、キ

ルギスによる水の供給制限に対する違反があったことが指摘された。これはキルギスを指してい

ることは間違いないが、その一方で、キルギスは状況に左右されつつも、この議論に継続して参

44	 Christine	2009；エルタザロフ	2010 を参照。
45	 2005 年 5 月に、ウズベキスタン東部、アンディジャン州で発生した暴動に対して、治安部隊が発砲し、多数

の犠牲者が発生した事件。ウズベキスタンは欧米からの非難を浴び、対アフガニスタン作戦のためにウズベキ
スタンに駐留していた米軍が撤退するきっかけとなった。

46	 1991 年に中央アジア 5 か国によって結成された。その後、1994 年のタジキスタンとトルクメニスタンの脱退、
98 年のタジキスタンの復帰、2004 年のロシアの加盟を経て、名称もその都度変更していった。2006 年にユー
ラシア経済共同体（EAEC）に事実上統合された。

	 	 	 	 	 	

	
	



	 	 	 	 	 	

	 	 	

Area	Studies	Tsukuba	35	:	163–182,	2014

176

加していることがわかる。また、2006年7月に発行されたICWC紀要第43号に掲載されている、

「2005－2006年の農閑期における取水制限の順守の向上および2006年の農繁期における取水制

限の適用について」47という文書では、トクトクルダムにおける取水量がICWCの規定をほぼ忠実

に守っているとして特筆されている。

この号において掲載されている、各国のダムの取水量・放水量について、トクトクルダムやガ

ザルケント（ウズベキスタン、タシケント州）、アンディジャン（ウズベキスタン）の情報が掲

載されている。タジキスタンからはカイラックムダム（ホジャンド州）が掲載されている。先述

したフェルガナ盆地周辺での草の根での水資源管理改善事業と合わせて、このころは主にフェル

ガナ盆地周辺の水利問題について関心が集まっていたと思われる。

水資源問題について、議論の主体が大統領レベルにまでなってはいたものの、交わされる議論

の内容としてはあくまで農業問題、経済問題にレベルが限定されていた。取水量について言え

ば、上流国はおおむねICWCが設定した取水量限界の100％を超えることはなく、場合によっては

50％台にとどまっていることである。たとえば2006－2007年にかけての農閑期におけるタジキ

スタンの取水量は、ICWCの規定量の63.4％である一方、ウズベキスタンは103.4％である48。

2007年10月発行の、ICWC紀要第45号では、同時に、エネルギー当局者間の対話についても触

れられている。たとえばキルギスの合弁会社である「電力エネルギープラント」とウズベキスタ

ンのウズベクエネルゴ（Uzbekenergo）政府持ち株会社との間で、2006年12月20日に、放流の

スケジュールについての合意がなされ、「同様の同意が、カザフスタンの農業水資源省とキルギ

ス政府との間で成立されるべく、スピードアップが望ましい」と指摘されている。タジキスタン

のカイラックムダムについては、「（ウズベキスタンとタジキスタン）両国のプロトコルに基づ

いて」放水量は提供される、とだけある。

２．潜在的な差異の顕在化と、政治的言説の増加：2008年以降
しかし、科学者同士の議論であっても、自国に状況を有利に働かせようとする動きはあったよ

うである。以下の議論からは、「科学的見地」から交わされる議論とは別に、それぞれの国の

「政治的立場」が潜在していたことがわかる。

2008年3月発行の、ICWC紀要第47号では、「シルダリア川流域における水とエネルギー利

用」における合意ドラフトについて、上流国と下流国の間での、改定案の提案とそれに対する反

論についての記載がある。

それによると、まずタジキスタンの代表団側から

① 前文の第二パラグラフの、「真の善隣関係と協力関係の精神に基づいた方法で」という

記述を外すことを要求。

47	 2006 年 3 月 30 － 31 日にトルクメニスタンのアシュガバード市において開催された第 44 回 ICWC 会合の資
料に基づく、と資料にある。

48	 2007 年 10 月発行、ICWC 紀要第 45 号より。
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② 第二章と第三章、「合意の対象」について、以前に合意のもとで定められたにもかかわ

らず、内容の不整合を理由に改定を要求。

③ 第六章については、「合意の有効性の最初の時期において」という文言を加えることを

提案。

④ 第八章については、13節に、「当事国は、水輸送サービスの保証を計算する方法を整備

すること」という条項を追加することを提案した。カザフスタンとウズベキスタンはそ

の必要はないと主張。

キルギスからは、

① 7月31日から8月2日にかけて、キルギスのビシュケク市において開かれた会合の内容に

基づき、第7章に、「電力資源の量については、（ビシュケクでの）会合で話された内容

に基づくこと」という記述を付け加えること。ウズベキスタンはこれに対して、そのよ

うな取り決めは年ごとに設定されるべきと主張。

その一方で、上流国であるカザフスタンとウズベキスタンからは、「地域内での新しい水力発

電設備と貯水池の拡大は、大規模灌漑設備と同様に」という記述を保持するべきであると主張し

たのに対して、タジキスタンは、前半部分を削除し、後半のみを残して「大規模灌漑設備の拡

大」のみを規制対象とするべき、と主張した。

これらの言説は、タジキスタンが中央アジア内の地域の枠に参画する意志が、他の中央アジア

諸国と比較して、それほど強いわけではないことを示唆している。前文第二パラグラフの改定要

求に、それが明確に表れており、中央アジア地域という枠が、タジキスタンにとってむしろ制約

としてとらえられているかのような印象を与えている。一方で、この前文に示されている概念

は、ウズベキスタン政府によってその後も繰り返されており、タジキスタンの姿勢はそれに真っ

向から対立することになる。

2008年3月11－12日にタシケントで行われた国際会議、「アラル海問題：人体、動植物への影

響および被害緩和への国際協力」におけるタシケント宣言が、2008年5月に発行されたICWC紀要

第48号において、掲載された。前回の3月の紀要公開から時をおかずして出されており、ICWCの

紀要としては比較的早く出されている。

この中では主にウズベキスタンの従来通りの主張が述べられているが、特にまだ上流国を

辛らつに批判する調子は見られない。特徴としては、参加した国際機関として挙げられてい

るのが、ユニセフやWHOなど国連関係の組織が多く、特定の国からの参加はドイツからのGIZ

（Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit、ドイツ国際協力機構）のみである。

ドイツ外務省主催の、ヨーロッパ連合の支援によって2008年4月1日にドイツ外務省会議場で開

催された国際会議、「水の統合―協力とセキュリティの新しい側面」についての報告が、同じく

紀要48号に掲載されている。この会議には、中央アジア各国の、財務省、農業水資源省、外務省

の大臣や副大臣らが、ICWCの代表者らとともに参加している。

会議の冒頭、フランク・バルタン・シュタインマイヤー・ドイツ外務大臣がスピーチの中で、

「我々は水資源の分配だけでなく、それがもたらすさらに高度な生産についても話し合いたい」
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「水は世界政治の一部となっており、我々は、中央アジアのような地域においては、水資源が平

和的共存のための一里塚となっていることをよく理解している。この文脈において、特に水力

発電が戦略的資源となっていることに注目して、水政策について将来へ向けてさらに考察するよ

う、ドイツが呼びかけたい」と述べている。

しかし、そのような主催者側の意図とは裏腹に、この会議は、各国がそれぞれの利益を主張す

る場となった。キルギスのサンドジャル・ムハムベトフ財務大臣は、スピーチにおいて、キルギ

スとタジキスタンが下流国のカザフスタンとウズベキスタンに水源を提供していることを強調し

たうえで、この年は燃料供給が不安定化したことにより、水状況が深刻な状況となったと、キル

ギスに対して天然ガスなどの燃料を供給しているウズベキスタンを暗に批判した。また、キルギ

スがカザフスタンとの間で行っているチュー川・タラス川における協力関係が良好であることが

紹介された。

サエディ・ヨクブゾドゥ・タジキスタン水資源大臣のスピーチは、水力発電に特化した河川利

用に力点が置かれた。このスピーチの中でタジキスタン水資源大臣は、自国の利益にも関わら

ず、タジキスタンはこれまでに隣国に対して水供給をカットしたことがないと強調。現在の地域

内国際河川の沿岸地域における経済関係のメカニズムを向上させるために、すでに結ばれた合意

についてこれを改定するべきであると主張した。別のセッションでは、タジキスタン外務省のア

ジナイェフ・戦略分析部長が、「アム川沿岸には現在300万ヘクタールの灌漑農地があるが、我

が国の水力発電システムはさらに10万ヘクタールの灌漑農地を生み出すことができる」と主張し

た。

ウズベキスタンからは、ウズベキスタン共和国水資源監察官であるハムダン・ウマロフ氏がス

ピーチを行った。この中でウマロフ氏は、先に行われたタシケントでのアラル海危機に関する国

際会議でのタシケント宣言について言及した。また、アラル海問題は地域の雇用と食糧安全保

障、共和国内の住民の生活の基礎である灌漑農地への水供給につながっている、と語った。

トルクメニスタンのホシュゲルディ・ババイェフ外務副大臣は、近年イランとトルクメニスタ

ンとの間で、越境水系に関する協力がうまくいっていることを紹介。そのうえで、アム川水系に

おいては、多国間による長期的視野に立った協定が有効であり、二国間における協定は適してい

ないのではないか、と指摘した。

無論、このような主張ばかりではなく、水資源管理についての言及もこの会議ではなされては

いる。しかしそのいずれも、それまでのICWCにおける議論を踏襲したものに過ぎない。注目す

べきは、そのような議論の中に、このような政治的言説が数多く見られるようになったことであ

り、このドイツ政府が主催する国際会議は、その言説を広める機会を各国の政治家に提供したと

もいえる。それぞれの共和国の議論はその方向がバラバラで、地域内統合どころか、まとまりの

なさが露呈しただけであった。

キルギスが紹介した、カザフスタンとのチュー川、タラス川における教訓は、2008年5月29日

のICWC第50回定例会合（2008年9月発行、ICWC紀要第49号に掲載）において取り上げられた

が、「検討に値する」と述べられたにとどまった。
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それでも、研究者の間ではあくまで科学的見地による水資源への対処に徹しようとしていた。

ICWCの地域スタッフであるウズベキスタンのヴァディム・ソコロフ氏は、同じくICWC紀要49

号において掲載された、「シル川における水問題の解決方法は？」という文章の中で、トクトク

ルダムにおける近年の対立について、2000－2001年の水危機に比べれば最近の状況は厳しくな

く、最近の対立は、政治的意図とは別の、キルギスのエネルギー部門の担当者によるミスによる

ところが大きいとして、対立の鎮静化を呼び掛けている。

2009年4月発行のICWC紀要第51号で、2008年10月1日から11月25日にかけての、各国のダ

ムの放水量が規定を超えていることが、2008年12月5日の第52定例会合において報告された。

それによると、キルギスのトクトクルダムが、ICWCが定めた規定の105.3％、タジキスタンのカ

イラックムダムが151.1％、ウズベキスタンのアンディジャンダムが202.3％、となっている。こ

の時期はウズベキスタンによるキルギス、タジキスタンへの、表向き「ガスの未払い」を理由と

した、実質的には上流のダム建設への対抗措置もその理由に含まれる、ガス供給のストップが行

われた年である。トクトクルダムの放水量は確かに多い。しかし、トクトクルダム下流に位置す

るアンディジャンダムの放水量は、これらの中でも群を抜いて大きいことがわかる。また、この

紀要第51号においても、先述の、2008年10月にタシケントで行われた国際会議「環境セキュリ

ティにおける主要要素としての水資源利用」が掲載されている。

2010年3月発行、ICWC紀要第53号に掲載されている第54回会合において、トクトクルダムの

水量は十分だがカイラックムダムにおいて不足しており、トクトクルダムからの放水が必要であ

ることが指摘された。科学者間の議論では、地域を超えた協力への模索が続いていたことが分か

る。

紀要53号には、2009年4月2－4日に、カザフスタンのアルマトゥ市で開催された、「水

―エネルギーの相互関連についてのエネルギー部門共同会合」についての報告が掲載されて

いる。参加者はICWCから3人と、ウズベクエネルゴ（Uzbekenergo）、ウズベクネフツガス

（Uzbekneftgaz）など、エネルギー関係者からも参加があった。このなかで、中央アジアエネル

ギー連絡調整センターのシャムシエフ・ハミドゥッラ氏49は、非常時の際に地域全体に与える影

響などを考慮すると、中央アジア地域単独での電力システムの構築は不可能であると主張した。

ロシア主導で進められている中央アジア統合電力システムについては、「共通のコントロールセ

ンターを通じた単一のシステムとして稼働させられ、経済原理に基づくエネルギー交換が保障さ

れるべきである」と主張した。また、キルギスエネルゴ（Kyrgyzenergo）に対しては、「ガス生

産が5％程度しか達成されていないのに、価格はガス生産の100％達成を基礎に設定されている」

と批判している。

この会議では、一方で、アラル海救済基金カザフスタン委員会のイバトゥッリン議長が、共有

される情報の質の向上、数値モデル化の手法を広範に活用していくこと、国家レベル及び地域レ

ベル双方の利益を目的として責任ある機関、組織が情報交換を行うこと、などの必要性を訴えて

49	 この人物はかつてウズベクエネルゴに勤務していた。
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いる。また、ICWCのトップであるヴィクトル・ドゥホヴヌィが、水力発電所を有するエネルギー

部門において、灌漑がいかに経済的、社会的な影響力を持っているかについて、理解が不足して

いたことを指摘。その一方で、冬季の放流によってもたらされた被害は、灌漑部門よりもほかの

部門に対して与えた損害のほうが大きいと指摘した。

2010年12月発行の、ICWC紀要第54号には、カザフスタンのナザルバエフ大統領と、ウズベ

キスタンのカリモフ大統領の共同宣言が掲載されている。この中では、上海協力機構や独立国家

共同体（CIS）の対テロ政策に関する言及とともに、水資源に関して、「古典的なセキュリティと

ともに、環境セキュリティに対しても、この宣言の当事国は関心を示しており、環境バランス、

河川の水量に影響を与えるような水力発電所の建設については、独立した機関の検査が必要であ

る」としている50。ここで、「環境セキュリティ」が、国家の「古典的なセキュリティ」と並ぶ

ものとして、扱われていることがわかる。

Ⅵ．地域内枠組みから各国の主権へ――パラダイムとは逆の流れ

以上の議論から見いだせるのは、特にキルギスのトクトクルダムにみられるように、政治的状

況の悪化にも関わらず、科学者間の議論においては、数値データに依拠した議論が行われていた

こと、自国に有利な方向に水管理を誘導しようという力学が潜在的には存在していたものの、

ICWCの水利専門家の間の定量的な議論のレベルではその動きとは一線を画し続けていたこと、し

かしその一方で、水資源問題は政治問題として扱おうという状況は、政治的レベルで進行してい

たこと、また、政治家による会合で交わされる議論の中で、水資源が政治的意図によって急速に

「セキュリティ問題」化していったこと（第三国の支援による「国際協力」の場でそれが表出し

た）、そして議論が交わされる空間（紀要）の中で、政治家による発言が一定の割合を占めるよ

うになり、それが少しずつ増えていること――などである。

研究者の議論はあくまで、ICWCが「地域全体の利益」に資することに徹しており、個々の国家

の利益を追求する政治家の議論は、その中では明らかに浮いている。しかし、政治的言説が占め

る割合が徐々に増えていることから、政治的言説が持つ力が増していること、その影響力の大き

さがわかる。

エネルギーと水の関連について、ICWCのヴィクトル・ドゥホヴヌィも、水資源管理とエネル

ギー問題を並行して議論することと、電力部門と水資源管理部門との協調の重要性を指摘してい

る（2011：294）。また、地域内で水ガバナンスを確立することが、水資源に対するエゴイズム

を克服することにつながる、とも主張している（2011	:309）。しかし、このICWCの紀要におけ

るエネルギーと水をめぐる議論からは、協調というよりも、水資源を取引の対象として扱おうと

する政治と、法規範の整備や、当事国に対するルール順守の要請など、規範的枠組みを守ろうと

するICWCの関係者ら科学者との間に、水資源をめぐる議論の中で「何を」守ろうとしているの

50	 紀要には、在中国ウズベキスタン大使館資料に基づく、とある。
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か、その対象と、「守る」ための枠組み、あるいは方法に、大きな違いがあることが伺える。

先述したように、山田（2011：194-197）は、EUが環境外交において主導権を握れたのは、

IPCCにおける科学者間の議論を国内の制度に内面化させていったことが影響したと指摘してい

る。中央アジアにおいても、ICWCにおいて、水量規制などの規範作りが試みられ、法的枠組み

の形成の必要性についても、盛んに議論されてきた。しかし、独立後年月を経て、地域内の各国

がナショナリズムに目覚め、自国の利益を追求するようになっていった。中央アジアの場合、国

家主権同士の対立から、地域内での枠組みを形成し、その中で協調を図る、という、通常見られ

る過程ではなく、国家が出現した当初から形成されていた枠組みが、その後、アクターの国家主

権、ナショナリズムの目覚めにより地域内枠組みが機能不全に陥るという、逆の流れが発生して

いったという特徴がある。本論文におけるICWCの紀要分析からは、中央アジアの科学者らが各国

の体制から独立した立場にないことも影響して、山田の言葉を借りれば、制度の「内面化」への

動きが不活化していった様子が垣間見えたように思われる。

旧ソ連中央アジアにおける水資源管理の枠組みの維持という、独立当初の目的から出発し、そ

れを保持し続け、しかし、政治からは完全には自由ではなく、また、実際の政策の適用には関わ

らずに科学者間議論の場であり続けたICWCであるからこそ、その後の中央アジア地域内におけ

る、水資源をめぐる国家間関係の変化をより反映したと思われる。

ICWCの紀要は、中央アジアの水資源問題をめぐる国家間議論、および国家間関係の流れについ

て実証的な研究を行う上で有効であり、この中で交わされた議論には、国家間対立の分析にとど

まらず、海外援助機関からの支援のありようや、中央アジアの農村レベルの水資源管理について

の政策についての研究など、資料として様々な活用方法があると思われる。
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Abstract

Due to the exponential increase in the number and quality of empirical corruption 

studies spawned from the introduction of quantitative instruments, some necessary theoretical 

aspects of the phenomenon have somehow fallen behind in the academic agenda. One 

such example of empirical attention without proper conceptual construction is the case of 

‘corruption tolerance’, or the acceptance and support of corrupt activities. The present study 

sets out to trace the emergence and employment of corruption tolerance as an academic 

concept, and building on past literature proposes a theoretical framework that operationalizes 

it on behavioral (or action-based) terms as opposed to previous attitude-centered approaches. 

To test the extent of the consequences of this departure from attitudes, an empirical indicator 

of high-level corruption tolerance based on the voting behavior of citizens in the 2006 

presidential elections in Peru is constructed, and ordered logistic regression analysis is 

employed to address the effects of attitudes over behavior regarding high-level corruption. 

The results show that ‘attitudes’ only marginally affect an individual’s behavior, and hence 

they can best be understood as one among other determinants of corruption tolerance. This 

result highlights the necessity to reevaluate the implications for policy implementation of 

previous studies on the subject.

I. Introduction: Peru at the Beginning of the New Millennium

The day of September 14, 2000, can be considered a turning point in Peruvian politics, one of 

those dramatic moments whose impact is still very much present throughout the years, affecting the 

whole political experience of an entire generation. That day, passed 6pm, congressmen Fernando 

Olivera, Luis Iberico, and Susana Higuchi from the political party Frente Independiente Moralizador 

(FIM), presented the first videocassette of what would be later dubbed the vladivideos (in reference 
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to the President’s main advisor Vladimiro Montesinos) to the attentive eyes of all the press corps 

and the Nation at large. On it, Montesinos was seen in a small office of the National Intelligence 

Service sitting down with ‘turncoat’ congressman Alberto Kouri, negotiating in monetary terms the 

latter’s departure from the opposition party Perú Posible (PP) and his recruitment in the ranks of the 

government party. In short, the video was showing the effective bribing of a congressman to change 

his political allegiance, conducted by the person who had been publicly acknowledged throughout 

the decade of the 90s to be President Fujimori’s right hand. Although high-level corrupt deals had 

always been something of a possibility (if not a rumored fact), such public display of the ‘privatization’ 

of a public office, as Rasma Karklins (2005) would probably call it, had never occurred in Peruvian 

history, let alone presented amidst an already convoluted climate of political instability and 

international media coverage.

That first vladivideo, as time would show, proved to be just the proverbial ‘tip of the iceberg’. In 

the months to follow hundreds of videos showing Fujimori’s advisor bribing and discussing corrupt 

(and other illegal) affairs involving members of all subsystems and groups in the country would be 

brought to light: From journalists, media owners, congressmen, military officials, and judges, to 

showmen, soccer players, and private entrepreneurs. The public moneys seemed to be endless and for 

the taking, until eventually the list of convicted figures included President Alberto Fujimori himself, 

who had to be extradited from Chile after spending some years running away from the Peruvian 

justice.

In an interview published on April 2001, the appointed Minister of Justice of the transition 

government, Diego García-Sayan, referred to the state of corruption in the country in the following 

terms:

[Referring to Montesino’s mafia]“How did this huge corruption machine appear in 

Peru? Without a doubt, the mafia took over Peruvian institutions with the tolerance 

and interference of a big part of Peruvian society… What to do so it doesn’t happen 

again? It’s about, then, identifying the objective conditions that existed in our 

institutionalization and the citizens’ behavior that tolerated this situation to get 

produced and progress1. There are ethical and institutional matters that need to be 

identified to be able to face them and successfully fight the corruption phenomenon.”2

But what does that supposedly tolerance of corruption mean, and why is it of interest? And 

more importantly, how can we operationalize such a concept in order to conduct proper, scientific 

1 Italics are ours.

2 Translated from the Spanish. CARETAS, No 1666, “Anticorrupción, Operación Tenaza,” April 19th, 2001.
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political research? This discussion of corruption tolerance can be considered an effort to develop 

accurate instruments for the assessment of corruption and related concepts.

The present paper is structured as follows. Section II reviews briefly the emergence of the 

concept of corruption tolerance from the body of corruption-related studies more generally. Section 

III presents the literature review on high-level corruption tolerance (HCT), pointing out the lack of 

consensus on both its meaning and scope. Section IV discusses the suggested impact of corruption 

tolerance on the overall level of corruption in society. Section V proposes a theoretical framework for 

the assessment of corruption tolerance as a specific behavioral phenomenon (contrasted to a purely 

attitudinal one), adopting for such purpose a ‘vertical accountability approach’, and borrowing from 

the work of social psychologists in the area of attitude-behavior congruency. Section VI translates the 

theoretical commitments adopted in the previous section to the development of a purely behavioral 

indicator of HCT, focusing on the Peruvian presidential elections of 2006. Section VII analyzes the 

statistical relation between attitudes and behavior towards high-level corruption, employing data 

from LAPOP’s AmericasBarometer 2006 on the country case of Peru.  Finally, section VIII presents 

the conclusions.

II. From Corruption to “Corruption Tolerance”

Corruption is a common blight that all countries of the international community suffer, albeit in 

different levels. Its distorting consequences are felt throughout all the subsystems of a country, with 

particularly corrosive consequences to economic, political, and social relations. 

Despite the amount of corruption studies currently available, however, it wasn’t until the 

mid-90s that it became an important topic in social sciences. This ‘new interest’ in the causes and 

consequences of the phenomenon was a response to two different circumstances: First, the end of 

the Cold War shifted the priorities of the international public agenda of the West, catapulting the 

fight against corruption to an unprecedented height; and second, the newly developed measurement 

tools made possible the objective study of different corruption indicators that fostered an increasing 

number of papers empirically testing long-overdue theoretic approaches.

These new circumstances gave place to the emergence of a scientific trend that could be 

succinctly defined as the “new economics of corruption” (as dubbed by Ades and Di Tella 1997) and 

the new politics of corruption. These two approaches depart from the practices of previous decades, 

and try to apply empirical evidence to their assessments. Moreover, in the case of the political 

approach, finally a controversial debate was settled: corruption is no longer seen with the capacity 

of functioning as the ‘grease in the gears’ (Huntington 1968), but is now widely considered to be 

pernicious for the political system. Most importantly, corruption is treated by new empirical research 

as a threat to political legitimacy, and therefore, democracy in general. This problem is suspected 
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to have especially important ramifications in countries where democracy hasn’t been totally 

consolidated, like the region of Latin America. 

Treating political support mainly as regime legitimacy, studies focusing on the effects of 

corruption on democracy and democratic regimes have tend to use victimization survey data to 

address the influence of corruption-related events on citizen opinion (Seligson 2002). New attempts 

to go further, however, and to add the ‘punishment’ dimension as an expression of negative political 

support have developed (or more exactly, utilized) for this purpose the idea of individuals’ tolerance 

of corrupt activities within a society (Cameron et al. 2009). The importance of this new construct 

has been succinctly summarized in the following way: “Apart from influencing evaluations of 

government’s performance, a variation in corruption tolerance or one may even say corruption 

acceptance, may impact regime support in general, political trust, and political behavior” (Tverdova 

2007: 9).

Nevertheless, and probably as a result of the highly differentiated levels of technical capabilities 

that have marked the guidelines and agendas of the pre and post ‘measurement revolution’ of 

the mid-90s, much of the new research strongly focuses on sophisticated econometric models 

without paying the same degree of attention to the theoretical backbone of each specific study. 

Whereas corruption studies have addressed in a profuse way the determinants and characteristics 

of bureaucratic corruption, on one side, and those of the private economic agents (either national or 

international) on the other, the citizen’s participation in a corrupt transaction has been approached 

mainly in relation to political definitions such as trust, legitimacy, and support, while his/her impact 

on the reproduction of corruption itself has been only modestly pursued. With few exceptions, the 

citizen is understood so far as being in the periphery and just having a passive role in corruption. 

III. “Corruption Tolerance”: A Literature Review

In recent years there has emerged some interest in the role of the citizen as a determinant him/

herself of the preservation and perpetuation of corruption, especially in underdeveloped countries: 

Studies addressing the corruption tolerance among citizens. By itself, this new venue of research 

appears to be trying to fill a void in previous corruption-related studies, but being a recently 

developed perspective, it still struggles with some basic elements and characteristics of what 

‘corruption tolerance’ as a specific concept should cover. 

A point in case can be made by quickly reviewing some of the studies that has addressed the 

concept of ‘corruption tolerance’ (either by directly constructing it as dependent or independent 

variable, or by referring to it with a rather natural, every-day meaning). 

The literature on citizen’s corruption tolerance can be divided in two main groups: a) tolerance 

as citizen’s support for corrupt politicians; and, b) tolerance as citizen’s willingness to engage in 
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corruption. It is the first group, which we will refer to as high-level corruption tolerance (HCT) that 

the present paper will focus on. This can be further divided in overt and covert support, depending on 

the research focus on reelection rates and/or voting behavior3, or mere attitudes towards politicians or 

political institutions, respectively. 

An example of HCT as overt support can be found in Chang and Kerr (2009), where they link 

corruption tolerance with the citizens’ behavior of “[throwing] the rascals out” (p. 5). Other studies 

treating tolerance as overt support have a stronger emphasis on the link between corruption scandals 

and reelection rates, and while they use the concept of tolerance in a barely explicit (and even 

entirely implicit) way, they have a longer history of existence and much work have been done around 

them. Such is the case of the work from Peters and Welch (1980) and Hibbing and Welch (1997), 

where they assess the effect of corruption charges in congressional elections. This early approach has 

been followed more recently by Winters and Weitz-Shapiro (2012: 13), who ask if Brazilian voters 

are more “tolerant of corruption when politicians provide public goods”; and by Chang and Golden 

(2004), showing that voters in Italy are as tolerant as American voters. 

On the other hand, studies including the specific concept ‘corruption tolerance’ treated as 

covert support are found in Tverdova (2007: 9), where she succinctly comments that “tolerance… 

of corruption… may impact regime support in general”; Seligson (2002: 427), where he designates 

a respondent as “tolerant of corruption” when he/she lacks recognition of bribery of a deputy 

as a corrupt act; Gillespie and Okruhlik (1991: 87), when referring to tolerance of corruption as 

the level of social pressure (without going into specifics) over incumbents for the eradication of 

malfeasance; and McCann and Redlawsk (2006), showing that partisanship has an important impact 

on the judgment of corrupt scenarios. A similar treatment of the construct is given in the words of 

Tanaka (2005: 365), who posits that the citizens’ tolerance of corruption is a function of the efficacy 

of the government in supplying tangible benefits to the population. However, the most important 

example of this line of research is given by Manzetti and Wilson (2009: 89), who include in their 

empirical study of public support for corrupt governments a measurement of corruption tolerance 

operationalized as the justifiability of bribe-taking. Finally, isolated mentions of corruption tolerance 

are present in Redlawsk and McCann (2005: 265) and Durand (2005: 287).

As we can see, the concept of corruption tolerance has indeed been on the rise in scholarly 

production since the beginning of the new century, in both explicit and implicit ways. However, 

to this moment, only one study (Chang and Kerr 2009)4 has cared to define it as a first step for 

3 For a quick review of the literature on corruption scandals and their electoral consequences, see Barberá et al. 

(2013: 3-4).

4 They define it as denoting “citizens’ proclivity to condone a political actor’s engagement in corrupt transactions” 

(p.4).
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its scientific inclusion in properly constructed corruption studies, while the rest remain using it 

in vague and anecdotic terms. Such carefree approach has resulted, as it can be perceived above, 

in a heterogeneous operationalization of the construct, which can be either considered a set of 

perceptions, attitudes, or behaviors, depending on the specific author and objective, with a seemingly 

higher preference for an attitudinal equation in more recent years. 

Nonetheless, any attempt to study corruption tolerance only by reference to one of the three 

common manifestations mentioned above (i.e. perceptions, attitudes, and behavior) without proper 

consideration to the complex relation they might have to each other, and the effect each of them 

have on the corruption phenomenon as a whole, can be described as nothing short of intuitively and 

logically flawed. To briefly show the importance of taking a step back from attitudinal-centered 

conceptualizations (and also behavioral ones for that matter), let’s take a look at the potential 

consequences for corruption tolerance of the difference in corruption perception among individuals.

On one hand, the perception (either correct or not) of high-level corruption involving the 

country’s elites can be a powerful source of tolerance towards malfeasance and bribery committed by 

members of the political party to which the individual has a political allegiance, a way of justifying 

the behavior of his/her favored politicians by reference to that of others. As Del Castillo and 

Guerrero (2003: 2) state, “corruption tolerance has a lot to do with the perception that the individual 

has of himself and of the society where he/she interacts”5. This is so because citizens assess different 

candidates in an electoral process based in relative and not absolute terms, meaning that the value 

of any political attribute is set based on the comparison between the different electoral options. If 

a citizen perceives that all politicians are unavoidably corrupt, then the threshold of corruption that 

any politician can be engaged in before the citizen changes his/her attitude towards him/her will be 

higher. This seems to be the case in Lazar’s research (2005) when she suggested that for the residents 

of El Alto there might exist degrees of corruption that may be acceptable given the reality of the 

circumstances: “Since most people felt all politicians to be equally corrupt, the issue of corruption 

did not enable electors to choose between the political parties. Ultimately, they assessed the value of 

a politician despite and beyond their presumed corruption” (Lazar 2005: 222).

On the other hand, the capacity to perceive an instance of corruption takes the argument and 

importance of corruption perception to more basic levels of rationality and decision-making. An 

eloquent piece of evidence of the potential consequences that the inability to perceive real cases of 

corruption for what they are, produced however from the perspective of petty corruption, is presented 

by Del Castillo and Guerrero (2003: 26), who report that in Mexico City up to 18.7% heads of 

5 Translated from Spanish.

6 Similarly, Karklins (2005 : 68) reports that in Latvia “respondents struggled to distinguish ‘gifts’ from ‘bribes’ 

and ‘corruption’.
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household did not connect the image of a bribe to that of a corrupt behavior6; in other words, one 

fifth of Mexican subjects weren’t able to perceive their own bribing behavior as corrupt. From this 

perspective, we cannot help but wonder if these circumstances may be mirrored by cases involving 

public figures, an the potential incapacity of many citizens to understand the corrupt nature of some 

‘scandals’. Van Vuuren (2004: 12) states in his analysis of South Africa: 

“Media attention on cases of alleged grand corruption such as the arms deal has raised 

public awareness about what constitutes an act of corruption. This, combined with 

a greater awareness among citizens of their rights to fair administrative action may 

have resulted in respondents reporting corrupt behavior in 2003 that might have been 

regarded as ‘normal’ practice in 1998.” 

 

In this short comment on the importance of considering ‘perceptions’ as an integral part of the 

discussion regarding corruption tolerance, both attitudinal and behavioral regards have being said 

to be somehow affected by the presence and extent of the individual’s awareness of corruption, 

presenting a relationship of dependency that prompts us to keep in mind the relative place and 

significance of each of those terms commonly linked to the concept of corruption tolerance. That 

seeming inclusiveness of approaches, however, shouldn’t compel us to ignore the problem of 

definitional heterogeneity, or even worse, lack thereof. The potential dividends from the scientific 

analysis of corruption tolerance prompt the need for some basic and common terms for the definition 

and operationalization of this multidimensional concept.

IV. The Impact of Corruption Tolerance

The level of corruption in any particular society is said to depend to a large extent on the 

decisions that citizens take when confronted with corrupt scenarios. Not only is this implicit 

throughout the reviewed literature treating the concept of corruption tolerance, but it is masterly 

pointed out by Manzetti (2000: 139) when he explains that “high corruption takes place when: (1) 

many checks and balances among the three branches of government and the institutional mechanisms 

to combat corruption are weak or are not used; (2) there are no self-restraints in profiting from 

corruption as commissions reach extremely high levels; and (3) corruption is so widespread at any 

social level as to be accepted and tolerated.” This perspective takes for the topic of corruption what 

has already been pointed out in the literature dealing with tax evasion. In an enlightening analysis 

of the causes of different levels of tax evasion in Chile and Argentina, Marcelo Bergman (2009) 

revisits the concept of equilibrium to explain why the same basic system of tax collection proves to 

be effective in Chile but fails in the case of Argentina. His argument is that the interaction between 
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voluntary compliance on the one hand, and the role of enforcement on the other, can develop in a 

stable environment of compliance or non-compliance equilibrium, upon which the citizen makes 

rational decisions based on the expected choices of others. In its basic terms, Bergman presents 

a model where individual compliance is based on, and reproduced by, society itself, and the final 

aggregated result depends as much on this society-based consideration as on the level and strength of 

governmental enforcement.

The same case seems to be the one raised by Manzetti in his list of three factors for an 

environment of high corruption. The first two, checks and balances and the level of self-restraint, are 

none other than the set of formal and informal “constraints that shape human interactions” (North 

1990: 3) on the governmental side of the political system. The third factor, which will be the center 

of our research efforts, refers to the citizen’s compliance with that corrupt set of formal and informal 

rules, his/her acceptance and coexistence with corruption in society. As advanced by the theory of 

tax compliance, we can then address the level of corruption in any country mostly by referring to the 

characteristics of the formal institutions (understood only as the legal governmental structures, and 

the bureaucratic and political culture of those who fill such structures) and the level of corruption 

tolerance among the citizens.

V. The ‘Vertical Accountability’ Approach to High-Level Corruption Tolerance 
   (HCT)

When Canache and Allison (2003) studied the impact of corruption perception on political 

support, they seemed to be tapping into the main core of what HCT is all about: “A vital step in 

combating political corruption is for citizens to be able to hold leaders accountable when they engage 

in malfeasance” (p. 2). If we recall, the literature has indeed being considering HCT as a citizen’s 

support for corrupt politicians, which for the discussion presented by Canache and Allison would 

be no other than the failure of citizens to “hold leaders accountable”; in other words, the failure of 

vertical accountability. For such kind of accountability to exist, they explain, three requirements 

must be fulfilled. First, citizens must be able to accurately perceive corruption when it exists. Second, 

citizens need to adjust their opinions of the relevant actors according to the previously perceived 

corruption. And third, citizens must punish in some way the corrupt actor; this is the final step where 

the internal attitudes translate into external behavior; or to put it in another way, the change in covert 

support emerges as a variation in overt support.

To sum up, what Canache and Allison (2003) were proposing was that vertical accountability 

(O’Donnell 1998) happens when the process presented in Figure 1 is satisfied.
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Figure 1. The Process of Vertical Accountability

If it’s particularly the presence of support (or conversely, the lack of punishment) what will 

describe HCT in a society, the first three consecutive stages described in the chart above could be 

very much present in the same context as corruption tolerance. Figure 2 reproduces the ‘vertical 

accountability’ process in a scenario of HCT.

Figure 2. HCT as the Lack of Vertical Accountability

As we can see, in a scenario of HCT there are just two constants that we can identify. First, there 

must exist some kind of information about corrupt activities involving members of the government 

that is available to the citizens through the mass media7; and second, no punishment from the part 

of the citizens appears as a consequence of that information. Condensing it into a proper definition, 

we can say that HCT is the citizen’s behavioral adherence to condone the corrupt behavior of the 

political actor. 

With a proper definition laid down, the next logical step is to find a suitable indicator for 

measurement. We partly follow in this study the approach used by McCann and Redlawsk (2006) and 

focus on the voting behavior in congressional and presidential elections, understanding for corruption 

tolerance the act of voting for a candidate in spite of its corrupt character. This by no means imply 

that voting behavior is the only indicator with the potential to tap into HCT, but just that for the aims 

of this study it presents itself as the more feasible given the available sources of data and the trends 

already developing on the topic8. 

7 Karklins (2005: 112) has referred to the availability of information to punish corrupt politicians as “[a] 

fundamental precondition for accountability”. On its importance, see Winters and Weitz-Shapiro (2012), Barberá 

et al. (2013: 15), and Bagenholm (2009: 18); through its impact on perception, see Németh et al. (2011: 61).

8 Such strategy is also favored by Uslaner (2008), although for the analysis of anti-corruption efforts. In his study 

of trust and corruption in United States, he argues that “[since] the Progressive Party focused primarily on clean 

government and structural reform, support for it is a reasonable proxy for public support in a state for anti-

corruption initiatives.” (2008: 228)
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Attitude-behavior congruency and HCT measurement 

Having gone this far, we can now see some of the problems surrounding the recent efforts to tap 

in any way into the level and implications of corruption tolerance in cases of high-level corruption. 

First, the studies showing a bigger concern in focusing specifically on the tolerance construct are the 

ones that treat it as covert support (with the important exception of Chang and Kerr 2009), hence not 

been able to explicitly cover the entire process as we have described it, specifically in relation to their 

lack of inclusion of the punishment stage, voting behavior. Second, the operationalization of covert 

support doesn’t follow the basic considerations for an improved accuracy in attitude-behavior (A-B) 

congruency9. 

The decision of previous research to discard a study of corruption tolerance attending to all 

four stages of the vertical accountability process described before, signifies the necessary preclusion 

of any determinant that may block the transition from attitudes to action, and hence account for a 

partial story. Beyond this self-evident issue, however, it can be accepted that, if the intention to stop 

at the attitudinal level has to do with the possibility of using those measures as a proxy for actual 

punishment, it could still arrive to nearly conclusive results. Scholarly efforts since the 1970’s have 

been showing encouraging rates of success in the area of A-B congruency when concentrating in the 

prediction of voting behavior (Schuman and Johnson 1976), meaning that even when a HCT study 

is not measuring the actual voting behavior of citizens, it can still bring important results (although 

not complete) if measuring the same citizens’ attitudes toward a particular candidate. Further 

development in A-B studies carried on by Fishbein and Ajzen (1975) showed that measuring the 

specific attitude towards a behavior, instead of the attitude towards a person or an object, increases 

the possibility of predicting actual behavior, implying for the present research that a measure of a 

citizen’s willingness to punish a particular corrupt political actor could also predict his/her political 

behavior when punishment is an option (as in the case of electoral processes) and bring close results 

to uncovering his/her corruption tolerance level. 

Nonetheless, most of the literature reviewed earlier regarding corruption tolerance misses these 

two possible alternative measurement approximations (meaning ‘attitude towards a particular corrupt 

political actor’ and ‘attitude towards punishing a particular corrupt political actor’) and decides 

in one way or another to measure the citizens’ attitude towards a corrupt act (‘how wrong would 

it be if the political actor…?’) without any further context. This treatment is most explicit when 

looking at the cases of Manzetti and Wilson (2009: 92) and Blake (2009: 102), where what is stated 

as an indictor of “tolerant of corruption” in the former, is called an indicator for “attitudes toward 

9 A-B congruency can be understood as the degree of correlation between attitudinal measures of a latent 

disposition, and “behaviors that are not elicited by formal measurement procedures” (Schuman and Johnson 

1976: 161).
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bribe taking” in the latter. As it will be explained in detail later, attitudes towards an action can be 

a powerful predictor when referring to one’s own action, what we have called ‘attitudes toward the 

behavior’; but in the case of HCT, the classic measurement of attitudes can be actually described as a 

measurement towards corruption itself as an object10, and hence producing little A-B congruency.

All this said, the selection of a casted vote as an indicator for HCT still deserves some additional 

comments before we can continue with its testing.

The indicator of HCT: A problem of degrees

In 1972, Howard Schuman reproduced the results of a series of survey questions that were trying 

to assess the racial attitudes of white Americans in 1969. When asked about a simple, hypothetical 

scenario where a case of discrimination in a job interview against an African American was 

committed, most respondents showed disagreement with the validity of such discriminating behavior. 

Nevertheless, when confronted with the same hypothetical case in a context where economic and 

democratic values were added into the scenario, the rate of responses showed an increasing tolerance 

towards discrimination against African Americans in the same job interview. The intention of 

Schuman (1972: 352) was to show that this technique to measure attitudes was a “[test] of adherence 

to a single principle under various degrees of practical difficulty or counter-pressure” and that, as 

such, it didn’t mean that respondents were showing some kind of incongruence between questions, 

but that reality could be better captured in a survey by means of recreating the various sources of 

stimulus that make an individual behave in one way or the other.

The exact same problem can be said to affect corruption tolerance and voting behavior. When 

asking a citizen about his/her attitude towards an imaginary corrupt politician, there is no surprise 

that the citizen may express his/her disagreement with that behavior and find it punishable. The 

reason for such an answer is that the corrupt actor was shown in a vacuum, a particular case that very 

rarely can be found in reality11. The most similar scenario could only be found by experimentally 

controlling every socio-economical and demographic variable that could determine the political 

support of a single citizen for a corrupt and a non-corrupt politician; the result will most likely, if not 

always, be the support for the non-corrupt politician12. In an electoral process, nevertheless, voters 

10 It is important to clarify that A-B congruency can effectively use the attitudes toward the object as a powerful 

predictor for voting behavior given that the object measured is the one over which the voting behavior is 

expressed. In this way, the attitude towards a candidate could predict voting for him/her or not, while attitude 

towards corruption should theoretically be able to predict the voting behavior in a referendum for an anti-

corruption piece of legislation.

11 Zaller (1992: 49) have expressed this same idea when arguing that “individuals answer survey questions by 

averaging across the considerations that are immediately salient or accessible to them”. (Italics are ours)

12 In the words of Barberá et al. (2013: 2), “it is almost self-evident that, among a number of candidates, citizens 

will prefer to choose one that is not involved in illicit activities, caeteris paribus.”
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must weight different and sometimes contradictory values to decide in which direction to orient their 

political support. It is precisely in those cases where we could see in action the degree to which a 

citizen can tolerate corruption, by placing such factor against other reasons for voting for a particular 

candidate13. In a scenario where different candidates hold a different record of corrupt activities (it 

doesn’t matter if this record is objective or created by the media), the decision of the voter can be 

interpreted as the minimum level of corruption tolerance as expressed by a higher emphasis on other 

features of the candidate. To say it shortly, the more corrupt the candidate for whom the citizen is 

voting, the more tolerant of high-level corruption that citizen is.

Hence, we complete the above construction by saying that the individual’s HCT level, as 

operationalized in the present study, is based on the minimum tolerance of the citizen expressed by 

voting in spite of the ratio of information about the corrupt character and the position of fight against 

corruption (in an index of electoral offers) of the candidate. 

VI. Behavioral Indicator of HCT: Peru, 2006 

After positing that high-level corruption tolerance should better be understood from a behavioral 

(or action-based) perspective, and operationalized by looking at the vote casted by the citizen in 

support of a corrupt politician, it is still unclear the precise corrupt potential of the various candidates 

running for office in any given presidential or congressional election. Leaving aside potential partisan 

influences skewing some of the electoral information provided by the media, due to the delicate 

nature of the topic most public and private sources of political discourse tend to remain silent 

regarding the relative positive or negative influence of the most important leaders of the country 

over the state of high-level corruption. Therefore, before attempting to test the implications of the 

theoretical commitments elaborated in the previous section for the validity and policy application of 

previous, attitude-based studies on corruption tolerance, we will need to empirically build our own 

indicator of behavioral high-level corruption tolerance (HCT) in clear and consistent terms.

Thus, now the focus will switch to the six most voted candidates in the first round of the 

Peruvian presidential elections of 2006, who in descending order were14: Ollanta Humala – UPP 

(30.6%), Alan García – APRA (24.3%), Lourdes Flores – UN (23.8%), Martha Chávez – AF (7.4%), 

Valentín Paniagua – FC (5.8%), and Humberto Lay – RN (4.4%). The development of an index of 

their potentially corrupt character (which will ultimately make possible a behavioral indicator of 

13 This phenomenon is what Rundquist et al. (1977: 957) dubbed “the trading theory of corruption voting”. McCann 

and Dominguez (1998: 495) find, indeed, empirical results showing that, in the case of Mexican citizens, “for the 

most part they vote on the basis of considerations other than their perceptions of electoral fraud and corruption.” 

14 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/RESUMEN/GENERALES/14.pdf, accessed on 

Septmber 20, 2013.
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HCT regarding these political actors) will include both the candidates’ (and their political parties’ 

congressional list15) history related to corruption scandals (in other words, their résumé), and their 

anti-corruption offers, as explained earlier.  

Ranking of corruption-related résumé

Considering the particularly problematic and controversial nature of the subject, this study 

endeavored to achieve a result as objective and replicable as possible, conducting what Kimberly 

Neuendorf (2001) would describe as quantitative interpretative analysis, a method resembling that 

of content analysis but which constructs its categories in a progressive way, close to the idea of 

grounded theory, and ends up quantifying its results and reorganizing them in specific arrangements. 

The data used as primary source for this ranking is provided by the Peruvian news magazine 

Caretas, which is considered the leading source of political and investigative journalism in the 

country, with more than 50 years of work. Although its level of impartiality hasn’t been scientifically 

addressed, in general terms its content covers most of the Peruvian political spectrum, and different 

perspectives and opinions are usually published in order to reflect the complexity of the subjects. 

Assuming the unbiased coverage (in both content and extension) of corruption-related stories 

involving different political tents, all the information published in the Careta’s digital version16 was 

processed for the period between September 22, 2000 (first issue published after the burst of the 

vladivideos scandal), and April 7, 2006 (last issue published before the first round of presidential 

elections). This means 283 issues, in total. 

The corruption-related categories developed in the process of analysis are as follows:

- Corruption (C): Cases where the party/candidate is directly or indirectly involved 

in the commission of a corrupt act.

- Against anti-corruption (-AC)17: Cases where the party/candidate shows tolerance 

to corruption, either by action or omission, or attacks/ignores anticorruption 

principles.

- Not corruption (-C): Cases where a point is made against previous information 

involving the party/candidate in the commission of a corrupt act.

15 This strategy is chosen in order to account for a potential voto de arrastre, or “coattail effect” (Lucinda 2005: 

426) from the party to the presidential candidate.

16 http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3098, accessed on September 20, 2013.

17 About ‘–AC’, Karklins (2005: 28, 33) states that, “[t]he lack of preventive work by more honest politicians is 

a significant part of the corruption experience… In addition to… active corruption of legislators, there also is 

passive corruption in the sense of omission and dereliction of duty”.
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terms of their corruption-related history and electoral offer, we proceed to recombine both rankings 

by averaging the positions, an approach also employed by Transparency International in the 

construction of their annual Corruption Perception Index (Thompson and Shah 2005). However, the 

present study will take into account the average level of media exposure and readership prevalent in 

Peru, and consider the importance of party platforms as half of that of Careta’s coverage22; in other 

words, when averaging both rankings, the candidates’ positions as discovered by the content analysis 

of the platforms will take half their value. The final, composite ranking of corruption-potential of 

the Peruvian presidential candidates of 2006 is as follows, from representing the most honesty to the 

most dishonesty: Valentín Paniagua (FC) – 1; Humberto Lay (RN) – 1.25; Ollanta Humala (UPP) – 

2.5; Lourdes Flores (UN) – 3.25; Alan García (APRA) – 3.25; and Martha Chávez (AF) – 4.5.

As we can see, there is a tie between the candidates Lourdes Flores, from Unidad Nacional, 

and Alan García, from APRA. To decide their relative placement, we draw supportive data 

from an intention poll conducted in 2006 (PUCP 2006) in Lima and other cities of the country, 

which included a question regarding the “principal reason for casting their vote in support of the 

candidate…” Compiling the anticorruption-related perception23 about four of the six candidates 

included in the present study, the resulting ranking is equivalent in order to the one presented as 

‘composite’ above: Valentín Paniagua (FC) – 38.7%; Ollanta Humala (UPP) – 30.9%; Lourdes 

Flores (UN) – 14.4%; Alan García (APRA) – 0.5%. 

The order taken by the four candidates included in the PUCP poll, hence, mirrors the composite 

ranking developed from their history and electoral offer, and helps us break the tie between the scores 

of Flores and García. Therefore, and following this partial support, we conclude that the candidate 

from APRA should be considered more potentially corrupt than his counterpart from Unidad 

Nacional. 

With this information, finally, the set is ready to test the relation between an attitudinal and an 

action-based (or behavioral) indicator of HCT.

VII. A-B Congruency in HCT: Analysis and Results

To test the state of A-B congruency in cases of high-level corruption tolerance (HCT), we 

draw information regarding the attitudes and behavior of a set of 1,500 Peruvian subjects that were 

surveyed as part of the Latin American Public Opinion Project’s (LAPOP) AmericasBarometer of 

2006. Among a large number of questions, the survey assesses several items related to corruption in 

22 This approach is also argued by Bagenholm (2009: 9) regarding the relative importance of party manifestoes and 

the media in Europe. 

23 Percentage of answers indicating that the vote would be casted in support of the candidate because he/she is “honest 

and sincere” and/or “will fight against corruption”.
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both its pervasiveness, and people’s reaction towards it. 

But before we can apply the previously elaborated ranking to the LAPOP database of 2006, the 

values of the self-reported information regarding “for which candidate did you vote for President 

in the last presidential elections?” are rearranged following the order of our composite ranking, 

becoming now a quantitative indicator of HCT, read as the ‘minimum high-level corruption tolerance 

of the citizen’.

On the other hand, an attitudinal indicator of HCT is obtained from the question “an unemployed 

individual is the brother-in-law of an important politician, and the politician uses his influence to get 

his brother-in-law a job. Do you think the politician is 1) corrupt and should be punished, 2) corrupt 

but justified, or 3) not corrupt?” 24, where the answers can be described as intolerant, tolerant, and 

highly tolerant of corruption, respectively, following the logic of the present study. 

If past literature employing attitudinal indicators to measure corruption tolerance are correct 

and can be regarded as valuable knowledge to guide policy formulation against public malfeasance, 

then we will expect the level of A-B congruency to be high enough as to be able to employ data 

concerning individuals’ attitudes as a good proxy for actual behavior, and to use it to undertake 

further studies addressing instances of tolerant attitude towards corruption and their determinants. 

Employing ordered logistic regression analysis, the voting behavior is regressed on the attitudes 

toward high-level corruption, and the results are presented in Table 1.

Table 1. Impact of Attitudes Over Electoral Behavior

Evidently, there is in fact a statically significant impact of attitudes over the citizens’ electoral 

behavior, although not as marked as expected based on previous attitudinal studies. Translating 

this result to probabilities, indeed, we find a more clear interpretation of the way in which attitudes 

manage to affect the punishment capabilities of the electorate. As we can see in Table 2, a change in 

attitudes from highly tolerant to intolerant of corruption has only a limited impact on the amount of 

support for the three more honest candidates, the same way as the inverse trend does for the benefit 

of the two more potentially corrupt candidates (Alan García and Martha Chávez). The importance of 

attitudes over behavior is somehow unclear, however, for the case of the support for Lourdes Flores. 

Vote Coefficient Std. Error Z

Attitude 0.218* 0.108 2.02

N = 1178   * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

24 The frequency of observations (n=1178) for each category is 914 (77.59%), 232 (19.69%), and 32 (2.72%), 

respectively.
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Table 2. Probabilities of Voting for a Candidate, Based on Attitudes Toward Corruption

In a simpler fashion, we look at the descriptive statistics regarding attitudes and behavior, 

tabulated in Table 3. As we can appreciate, more the 30% of surveyed people who stated that the 

corrupt behavior in question (nepotism) was indeed “corrupt and punishable”, still decided to cast 

their votes in support of the two most potentially dishonest presidential candidates of 2006, hence not 

actually living up to that punishment they expressed would be appropriate for such politicians. 

Considering that the coefficient shown in Table 1, notwithstanding its real and quantifiable size, 

was still rather small to be considered anything close to a proxy for the punishment behavior implied 

by the concept of corruption tolerance, and that knowledge of an individual’s attitude towards 

corruption could only slightly improve our predictions of their supportive or punishment behavior, it 

is clear that the decision concerning the operationalization of corruption tolerance between attitudes 

and behavior can have a major impact on the empirical results of any study on the subject. How can 

A-B congruency, then, address this problem? The logical conclusion is to rely on the actual voting 

behavior of the citizenry, as proposed in the theoretical framework, and to regard its attitudes towards 

corruption exclusively as one determinant among others of its tolerant behavior. 

Table 3. Percentage of Attitudes versus Behavior Regarding HCT

Candidates Intolerant attitude Tolerant attitude Highly tolerant attitude

Valentin Paniagua 5.87% 4.77% 3.87%

Humberto Lay 3.10% 2.57% 2.11%

Ollanta Humala 36.72% 33.00% 29.23%

Lourdes Flores 23.26% 23.75% 23.72%

Alan Garcia 28.09% 32.25% 36.56%

Martha Chavez 2.96% 3.66% 4.51%

Total 100% 100% 100%

Candidates Corrupt and punishable Corrupt but justified Not corrupt

Valentin Paniagua 5.69% 5.60% 3.12%

Humberto Lay 2.74% 3.88% 3.12%

Ollanta Humala 37.53% 28.88% 37.50%

Lourdes Flores 23.74% 22.84% 15.62%

Alan Garcia 27.13% 35.34% 40.62%

Martha Chavez 3.17% 3.45% 0.00%

Total 100% 100% 100%
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VIII. Conclusions

The main purpose of the present study was, first, to elucidate the meaning and theoretical 

commitments behind the concept of corruption tolerance, and to subsequently employ it to address 

the difference between the attitudes and the behavior of Peruvian voters. Such an effort was 

undertaken here by methodically looking into past literature, adopting a framework of reference, 

and conducting an appropriate operationalization and testing on those grounds. The result was an 

argument against pretensions of attitude-behavior congruency regarding people’s reactions towards 

high-level corruption, or at least against the way it has being dealt with until now.

Employing ordered logistic regression of a behavioral high-level corruption tolerance (HCT) 

indicator on an attitudinal indicator of the same dimension, the results showed that they are, in fact, 

statistically related. However, the size of the effect wasn’t big enough (as evidenced by the actual 

probabilities of a behavioral change) to consider attitudes a reliable proxy for a behavioral HCT. 

If not for the argument developed regarding the theoretical framework for the study of corruption 

tolerance, based on Canache and Allison’s (2003) model of vertical accountability, such result would 

have posited the question of the appropriateness of both indicators equally (as it becomes necessary 

to choose one of them for the operationalization of HCT). This, following the logic of our definition 

and subsequent operationalization of the concept, is not necessary anymore. 

The consequences for the study of corruption in general, and corruption tolerance in particular, 

are not negligible. Any (and every) study focusing on the citizens’ tolerance to corruption must 

necessarily start by relying on a theoretically and empirically sound indictor, tapping into the specific 

phenomenon of interest (conceptualized on the terms presented here, or others), before attempting 

to explain its causes and/or consequences, and its interaction with other relevant concepts explored 

by social scientists. Past approaches implicitly conceptualizing corruption tolerance as a matter of 

attitudes built their research efforts over the assumption that those attitudes would fundamentally 

explain or predict actual behavior of the individual, and therefore, have a specific impact on society. 

If not for the attitude-behavior correspondence, there would be no clear reason for choosing to 

explore a construct (corruption-tolerant attitudes) that has no effect whatsoever in reality. The 

assumption of the attitude-behavior congruence, however, as has been analyzed in this paper, has 

been proved both theoretically and empirically erroneous. In such a scenario, then, the logical course 

to follow is to conceptualize corruption tolerance as a specific behavior, and to operationalize it 

accordingly. 

In this paper the chosen strategy was to adopt the individual’s direction of electoral support as 

an appropriate manifestation of corruption tolerance from a behavioral perspective, employing for 

this purpose data from LAPOP’s AmericasBarometer on casted votes for the Peruvian presidential 

elections of 2006. Such a strategy is compatible with the requirement for some form of overt support 
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or punishment from the part of Peruvian citizens, since it is commonly understood that elections in 

that country are the main venue for vertical accountability and political participation. This reality, 

however, does not theoretically precludes other considerations regarding alternative forms of support/

punishment as long as they are open to assessment in behavioral terms. In that way, other forms of 

political participation or manifestation can be regarded as proper indicators of corruption tolerance 

as long as they are publicly activated (i.e. addressed to public authorities) in relation to high-level 

corruption and can be accurately measured, for example writing letters to political representatives, 

attending meetings of participatory budgeting, participating in rallies and other public manifestations, 

whistleblowing, etc. However, up to this moment, most of the manifestations of behavioral 

corruption (in) tolerance present insurmountable technical difficulties, without even considering the 

theoretical and empirical issue of accounting for the tolerant-stand of those individuals who decide to 

stay inactive and refrain from participating in any type of public activity. 

Whereas the study of Peruvian corruption tolerance offered a case of compulsory voting, 

which enabled us to ignore any serious issues risen by abstentionism, the selection of other possible 

indicators of behavioral HCT that might account for alternative behaviors seems at the moment 

in clear technical disadvantage, and promises no added theoretical rewards for their adoption in 

the study of corruption tolerance. This said, however, future research could greatly benefit from a 

generalized agreement on behavioral HCT in terms of a casted vote, and start building the appropriate 

questionnaires around that particular manifestation of the phenomenon, which could include items as 

the ones developed in the poll used by PUCP (2006) and others that would produce more scientific 

data from the link between voting behavior and corruption tolerance.

We should have then a clearer road for the adoption of casted votes as a properly behavioral 

indicator, and for the subsequent inclusion of attitudes as a potential determinant, among others, for a 

thorough analysis of HCT, enterprise that awaits us in the near future.
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