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まえがき

『滋賀県立大学国際教育センター研究紀要』第 12号をお届けします。

例年通り、本年度も外国語、情報、健康・体力科学の三教育系列の教員による日ごろの研究成果の一端

が紹介されています。また、「活動の紹介」の部分では、当センター主催のセミナ一、研究費交付一覧、特

別研究費報告、教員の学界活動、担当科目に関するアンケート等のデータを記載しており、当センターの

過去一年間の活動について報告しています。

情報教育系列の亀田准教授と宮城准教授が、来年 4月より工学部へ配置換えとなり、当センターから移

られることになっています。電子システム工学科の開設に伴い、新学科担当教員として工学部から要請が

あり、それに応じた結果です。亀田准教授は県立大学設立時に、また宮城准教授は平成 14年に本学に着任

され、当センターの所属教員として研究・教育に遁進され、また当センターのためにもいろいろとご尽力

頂きました。お二人を失うことになり、私どもとしてはまことに残念でありますが、両先生の当センター

へのこれまでのご尽力に感謝申し上げるとともに、新天地でのさらなるご活躍をお祈りしたいと存じます。

法人化以降、これまでにない変化や新たな取り組みをいたる所で求められ、急激にあわただしくなりつ

つあります。今後の先行きはまだ不明なことばかりですが、心身の健康に気をつけて乗り切っていきたい

と思います。「求めなし、Jというタイトルの本がベストセラーになっているようですが、競争や業績や資金

獲得を急ピッチで求めるせわしない社会の状況が背景にあるからでしょう。

南彦根駅からゆっくり歩いても 50分くらいで大学に着きますが、駅から続く畑中の並木道、庄堺公園、

犬上川沿いの樹木のトンネル、川を渡る橋から見えるさまざまな魚や水鳥、そして対岸の湖西の町と山並

み、さらにキャンパス正面の学園大通りと呼ばれる桜や樺の遊歩道、これらは春夏秩冬の四季折々にそれ

ぞれ素晴らしい自然の姿を五感に与えてくれます。本学の周りの自然環境の素晴らしさを改めて感じてい

るところですが、その貴重な 50分の時間をなかなか見つけ出すことができない状況が問題です。

平成 19年 12月 25日

滋賀県立大学

国際教育センタ一長

上村盛人
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研究論文



Amida and the Time-Space Interformation 

in the Here and Now 

Hoyu ISHIDA 

Abstract 

This paper attempts to incorporate the notion of Arnida with a philosophy of the 

time-space interformation in the here and now， reflecting on how we can cope with 

our day-to-day problems. The paper elaborates Arnida as Amitabha and Amitayus; 

Amitabha being infinite light or“wisdom" (which is what one needs to become 

awakened， enlightened， or realized)， and Amitayus being infinite life or 

“compassion" (which is the sharing of that“wisdom" with others). 

THE TlME-SPACE INTERFORMATION 

The notion of time， when divided into segments such as the past， the present and the 

future， is illusory. The past， the present and the future are simply concepts that we have 

invented or created for the sake of our own convenience. They do not exist respectively and 

individually， nor can they stand independently. For things to exist or stand， space is also of 

necessity， being mutually interfused with time. 

Time as we experience it is called “now，" in which the continuous transformation of 

the present， including and lirnited by both the past and the future， reveals itself in “here." 

Time and space thus cannot be separated from each other， and we live and undergo everyday 

life in the here and now. This is the very place where religious experience takes place. 

Understanding time as“now" in which the whole past and the whole future are 

interfused and melt in the present is existential. Seeing time in terms of the now allows us to 

have a more dynamic understanding of our experience than viewing the past， the present and 

the future divided and separated respectively. In this way of interpreting time， we see that we 

are living in the continuous transformation of the present， simultaneously “lirnited by the 

past" (kako kara no gentei) and “lirnited by the future" (mirai kαra no gentei).l In other 

1 The phrases，“limited-by-the past" and “limited-by-the future，" are inspired by Enji Nak:ayama's 
Buk匂δtoNishida-Tanabe tetsugaku [Buddhism and Nishida and Tanabe Philosophies] (Kyoto: Hyakkaen， 
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2 Hoyu ISHIDA 

words， we live in the present time where the past and the future melt in “the space here." 

“Lirnited-by-the past" defin~s that we are in existence now because of various events 

and factors-direct and indirect-that we have had and received up to now. Lirnited here 

means that our way of thinking， for example， is greatly inf1uenced by the people from whom 

we have leamed and studied and through what process we have come to leam or study. Our 

way of thinking is， to a great extent， lirnited or deterrnined by the past-the books we have 

read， the places where we have learned， people we have met， the conditions under which we 

have studied， our former emotions and feelings and so on.“Lirnited-by-the future" defines that 

we are in existence now because of various events and factors-direct and indirect-that we 

will have and receive from now on. We are living in the now， as things that haven't actually 

taken place yet are affecting and limiting us. As our present actions are greatly inf1uenced and 

deterrnined not only by the past but also by the future at the same time， we are living in the 

continuous transformation of the present as such. Things then come into being along with our 

perception or “realization." Realization makes a vital difference as to how we perceive and 

experience things around us. 

Things that took place in the past cannot be changed， for they are accomplished facts; 

yet the meaning for us of past things can change， or the way we see or accept them can 

change， even though they may have been once painful and hateful. This change in the way we 

accept the bad past happens or emerges when the future gets bright or is foreseeing in the now， 

in which we are revived and strengthened. We訂 ethus are able to overcome ill incidents that 

occurred in the past or things that we hated about ourselves. It is a matter of realization or 

awakening by which the way of seeing things in the world greatly changes. The term buddha 

in Sanskrit is the past passive participle of the root verb Fbudh， which means “to awake， or 

to become aware of." Therefore， buddha means “awakened， enlightened or realized，" and in 

noun form，“awakened one， enlightened one or realized one." Shin Buddhism tends to use the 

translation of “awakening" to describe shinjin， while Zen uses “enlightenment" to describe 

kensho or satori. 

When the future is dark or not clear， we actually experience its darkness now. There is 

1979)， pp. 3・87.

つ釘



Amida and Time-Space Inteゆrmationin the Here and Now 3 

no progress if we hold on to a yearning for the old days or blame some past bad incidents 

c1aiming that they are causing us misery. We blame others. We cannot afford to recognize， 

accept or forgive others. There is no space to live in as we cannot breathe. There is no room 

for our mind to be free when it is c1osed. We self-destruct. If we see the future as getting 

bright， however， we are able to endure the hardship that is taking place now. Thus，“limited-

by-the future" plays an important role in the now. The German theologian， Paul Tillich， says 

in The Etemal Now， 

The image of the future produces contrasting feelings in man. The expectation of 

the future gives one a feeling of joy. It is a great thing to have a future in which one 

can actua1ize one's possibilities， in which one can experience the abundance of life， 

in which one can create something new-be it new work， a new living being， a new 

way of life， or the regeneration of one' s own being.2 

In Shin Buddhism， the past karma (shukugδ) has been expounded when we talk about 

past actions or deeds that have made our existence very possible. In the well-known Preface of 

theKyδgyδshinsho， Shinran says， 

If you should come to realize this practice and shinjin， rejoice at the conditions 

from the distant past that have brought it about? 

Shinran is saying that it is difficult to realize shinjin， but that once one attains it， one should 

appreciate the distant past (t，δku shukuen)， which has brought about one's realization of 

shinjin through the working of Amida's Vow. The distant past refers to literally the Vow that 

has been working upon us regardless of our consciousness or unconsciousness in the past up 

to now. But the distant past should not be restricted only to the past. It should inc1ude and 

embrace the future to come. In Chapter 1 of the Tannishδ(A Record in Lament of 

Divergences)， Shinran says， 

“Saved by the inconceivable working of Amida's Vow， 1 shall realize birth in the 

Pure Land": the moment you entrust yourself thus to the Vow， so that the mind set 

upon saying the nembutsu arises within you， you are immediately brought to share 

in the benefit of being grasped by Amida， never to be abandoned.
4 

“The moment you entrust yourself thus" and “immediately" (okoru toki sunawachi) refer to 

2 Paul Tillich， The Etemal Now (New York: Charles Scribner's Sons， 1963)， pp. 123-4. 
3 The Collected Works of Shinran (hereafter abbreviated CWS) 1， Shin Buddhism Translation 

series (Kyoto: Jodo ShinshG Hongwanji-ha， 1997)， p. 4. SSZ 2， p. 1. 

4cwsl，p.661.SSZ2，p.773. 

内
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4 HoyulSHIDA 

the moment of Shinran's realization of the working of Amida's Vow in the very here and now， 

in which a11 the past， the present and the future are incorporated together. The benefit of 

“being grasped by Amida， never to be abandoned" (sesshu fusha) shows that Shinran's 

experience is taking place in the now as “limited-by-the future." Shinran's conviction is that 

he will continue to be grasped and will never be abandoned by Amida in the future， which 

includes ojo， or birth in the Pure Land， sustained by the past and the future， and revealing and 

melting in the present. The distant past (toku shukuen) in the Preface of the Kyogyoshinsho， 

therefore， should not be restricted only to the past but should include and embrace the future. 

It is indeed precious to encounter a good person in life.5 The good person can be anyone 

who understands， accepts， empathizes and forgives us. We can be good friends or on good 

terms with each other when things are going well between or among us in our lives. When 

things do not go the way we want them to， however， we come to be conflicted and sometimes 

separated. We can be good friends， not simply because our innate nature is good， but because 

of the conditions (en in Japanese) that suηound us. We get conflicted and separated not 

simply because our nature is bad， but because conditions urge us to act that way. Whether our 

nature is good or bad does not necessarily determine our actions. We cannot even tell what is 

good or bad in terms of defining our nature. Shinran says on this matter in the Tannisho， 

I know nothing at all of good or evil. For if I could know thoroughly， as Amida 

Tathagata knows， that an act was good， then I would know good. If I could know 

thoroughly， as the Tathagata knows， that an act was evil， then I would know evi1.6 

Being able to be good or being bad owes much to conditions， or depends on our 

understanding and evaluation of the matters concerned. As for the role of the function and 

operation of conditions， we recall another well-known discourse in the Tannishδ. In Chapter 

13， Shinran asked，“Yuien-bδ， do you accept all that I say?" Yuien said without hesitation， 

“Yes， I do." Shinran repeated the same question， and Yuien humbly and reverently confirmed 

himself. Shinran then said，“Now， I want you to kill a thousand people. If you do， you will 

5 A good person here is not rendered in terms of Shinran's way of respecting his master Hδnen.In 
the Tannishδ， Shinran calls him yoki-hito literally meaning a “good person，" which is translated as“my 
revered teacher:"“As for me， 1 simply accept and entrust myself to what my revered teacher told me，‘Just 
say the nembutsu and be saved by Amida'; nothing else is involved. 1 have no idea whether the nembutsu is 
truly the seed for my being bom in the Pure Land or whether it is the karmic act for which 1 must fall into 
hell. Should 1 have been deceived by Master Honen and， saying the nembutsu， were to fall into hell， even 
then 1 would have no regrets." CWS 1， p. 662. SSZ 2， p. 774. 

v CWS 1， p. 679. SSZ 2， p. 792. 
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Amida and Time-Space Interformαtion in the Here and Now 5 

definitely attain birth." Yuien responded，“Though you instruct me thus， l' m afraid it is not in 

my power to kill even one person." Shinran immediately said to Yuien，“Then why did you 

say that you would follow whatever 1 told you?" 

Shinran continued， 

By this you should realize that if we could always act as we wished， then when 1 

told you to kill a thousand people in order to attain birth， you should have 

immediately done so. But since you lack the karmic cause inducing you to kill even 

a single person， you do not kill. It is not that you do not kill because your heart is 

good. In the same way， a person may wish not to harm anyone and yet end up 

killing a hundred or a thousand people.7 

Shinran is talking about the karmic cause that bounds us and limits our actions or deeds in an 

ultimately common and cosmic sense. He is expounding the inconceivable working or merit-

transference of Amida's Vow， the virtue of which is beyond description， beyond explanation 

and beyond conceivabilityσukasho fukasetsu fukashigi in Japanese). In Shinran， this 

realization is not his own but Amida's， as he lacks the true and real heartlmind. Amida 

partakes the true and real heartlmind in him， and its virtues fill the ten qu紅 ters.

THE HERE AND NOW 

Observing the way things exist， we see that existence contains such contradictory 

pairs as cosmos and chaos. This is because all things in nature come into being as they 

envelop simultaneously two different modes of being-order (cosmos) and disorder (chaos). 

From an individual's point of view， to be born into the world means to come into existence， 

and death means extinction of the self. Seeing the way of the whole of existence， we come to 

realize that being or becoming has both life and death. Birth-and-death is the fundamental 

norm of existence， called samsara. If we interpret birth and death as totally different modes of 

existence， then we often see things in terms of chaos or disorder. This is the observation of a 

phenomenon or an event in terms of a “spot" or“point" of time-space. We usually live in 

such a world. However， when we see that life is supported by death and that death is 

sustained by life， we are viewing things in a “line" or a continuum of spots or points We then 

come to realize that the universe is functioning according to a law with cosmos and chaos 

consequently. In the world containing two opposite norms such as cosmos， or order， and 

7CWS l，p.671.SSZ2，p.783. 

-;:，一



6 Hoyu ISHIDA 

chaos， or disorder， we are living and dying simultaneously. 

Taking a look at events in nature， we understand that things totally opposite to each 

other can be seen as having two contrary phases at the same time. Things in nature can be 

viewed as beautiful or ugly. Nature nourishes and destroys us at the same time. Nature， being 

in order or cosmos， can be disorder or chaos when it turns out to be inconvenient or 

dangerous to us. Natural phenomena such as typhoons， avalanches and volcanic eruptions are 

chaotic， when they cause us disaster. That is， disorder or chaos simply refers to a situation 

where things appear to be chaotic to us when they do not go the way we want them to. 

However， nature is“Order" in accord with its law. Without typhoons， avalanches and 

volcanic eruptions， the ecology of this planet cannot be in existence according to the Order 

including both order and disorder. Creation and destruction seem to be opposite phenomena， 

but the Order contains both. If we observe a phenomenon or an event in terms of a “spot" or 

“point" of time-space， things often seem to be contradictory or inconsistent， but the Order 

contains polarity. 

This way of existence having spontaneously two opposite features can be applied to 

the whole universe， an individual， a cell， or subatomic particles. The universe we know 

through science originated or formed from a Big Bang. Macrocosmically speaking， the 

universe endlessly stretches out outwardly and， microcosmically speaking， the universe can 

be unlimitedly divided or subdivided into smaller sets or units， an atom being able to be 

disunited limitlessly. Each set or unit has the “same" arrangement for existence at any level of 

its certain phase or stage， as things go and return at the same time， not in a straight line but in 

a spiral， in which all are interdependently interrelated and mutually interfused. It can be said， 

therefore， that any piece as a unit in the universe includes the whole. 

The concept of the piece as a unit which conceives the whole within itself is very 

similar to that of the time concept expounded as the now， which refers to the continuous 

transformation of the present with both the past and the future. Things then come into being 

when our realization or recognition comes about. With a single realization， we experience the 

universe and things in the here and now. In the doctrine of the Tendai sect， this is called 

ichinen sanzen (“one thought embraces three thousand worlds" 

-6一



Amida and Time-Space lntelプormationin the Here αndNow 7 

often find contradiction or inconsistency among our words and deeds， for we interpret and 

comp訂 ethem taking place at respectively different times and places. When we come to 

realize things in a “line" not in spots or points， the line begins to activate itself like cell 

division， inc1uding genes. Things come to make sense as we come to see the meaning of spots 

or points as they relate to the whole. This can be seen in Shinran's awareness of the distant 

past that brings about shinjin about. Through agony and struggles one may come to see the 

meaning of the Vow. 

A line merges into two lines and then three lines. From an individua1 and persona1 

experience， we become free from a c10sed or blockaded world bound by inconsistent spots 

and get led to a dynamic opened world. When three lines are crossed on a plane， space (a 

triangle) emerges. When the lines freely evolve vertically and horizontally， three-dimensional 

space emerges， where we can breathe and live. According to the relativity theory of physics， 

time is the fourth dimension. When four lines are crossed， a tetragon emerges， and five lines， 

a pentagon. With an infinite number of lines， a circ1e emerges where there is no comer. The 

circ1e is a line without corner; this circ1e symbolizes enlightenment. We yet observe and 

believe that space exists in the same way to us all. Without our realization of its profundity 

space does not reveal itself as space and does not have much value or meaning to us. With 

realization， one comes to know that all things manifest as they are in the now. But we often 

see things according to our selfish wants and eva1uate them with a partial view. As far as we 

observe a world in terms of broken spots or points， we do not see the universe， opened and 

unbound. Our heartlmind and recognition are c10sed in， and there is no “sorrow and joy" in 

there. With realization， space emerges， light is shed and we live with “sorrow and joy，" as we 

see the trees， the sky and the wind. 

AMIDA 

In the doctrine or philosophy of Pure Land Buddhism， the light that is shed or shines 

in the space of our opened heart/mind is Amitabha. The a in a-mita is a negative prefix， and 

mitαis the past passive participle conjugated from the root verb F ma， which means to 

“measure;" mita therefore means measured. Thus，αmita means “un-measured or 

immeasurable." Abha means light， so Amitabha means “Immeasurable Light." Immeasurable 

Light in tum refers to the light that dispels the darkness of our ignorant heartlmind in which 

Wisdom (prajna) partakes. Shinran says in “H ymns of the Gatha Praising Amida B uddha" of 

the Jodo-wasan (Hymns ofthe Pure Land)， 

一7
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Amida has passed through ten kalpas now 

Since realizing Buddhahood; 

Dharma-body's wheel of light is without bound， 

Shining on the blind and ignorant of the world. 

The light of wisdom exceeds all measure， 

And every finite living being 

Receives this illumination that is like the dawn， 

So take refuge in Amida， the true and reallight. 8 

Wisdom is what is needed for becoming awakened or enlightened; it is the light that 

shines into the space of our ignorant heart/mind. We are able to see then the bright and 

promising future. We get encouraged to continue to live as we find the future active and 

dynamic in the now， which enables us to get out of a closed or isolated wor1d， take action， 

move on， and live the now. This is the transformation of time into space. And with amita or 

immeasurable， it is most likely that we are overwhelmed or filled， feeling infinite within 

ourselves. 

Time， as we examined previously， does not refer to the past， the present and the future 

divided separately or independently. It signifies the now， in which the continuous 

transformation of the present including the past and the future reveals itself-time as the 

“continuum of non-continuity" (hirenzoku no renzoku). This transformation is taking place in 

this very place，“here." 

This “time" is Amitayus. As in Amitabha， amita means “un-measured or 

immeasurable." Ayus means life， so Amitayus means “Immeasurable Life." Immeasurable 

Life， then， refers to the ways of our “living" as we aspire for the Vow through realizing time 

as the now-we always live in the now. While Amitabha is Wisdom， Amitayus is 

Compassion (karuna in Sanskrit). Amitabha and Amitayus are two qualities of Amida 

Buddha-Mahasthamaprapta represents Amitabha while Avalokitesvara represents Amitayus. 

When Wisdom is partaken in us with realization of Amida's Vow， the heartlmind 

arises with which we then (soku in Japanese which has a nuance of immediate or 

spontaneous) aspire to share with others. Compassion means our acts of benefiting others in 

such a way. Just as time and space are interfused and coincide with each other， Wisdom and 

8CWS l，p.325.SSZ2，p.486. 
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Compassion coincide with each other and are two qualities or features of “realization"-

shinjin or satori， which should be referred to as the essential of the Bodhisattva ideal. 

We generally think that time and space are in existence in the same way to everyone. 

However， things are present as they are， but the way we observe them greatly varies 

depending on the conditions. Time and space unfold according to the degree of our respective 

perception or realization; they are sometimes c1osed， while they紅eat other times boundlessly 

open. The ways we experience time and space differ a lot for each of us. Without realization， 

time freezes and space does not activate. The transformation of time into space as well as the 

transforrnation of space into time without realization does not take place smoothly. The 

length of time is determined by one's“perception，" as time itself does not have length and 

can not be measured， and so is the length of life， which is“immeasurable. " 

We have observed that the universe， in which all things with contradictorily opposite 

qualities come and go at the same time as they interdependently and mutually interfuse with 

one another， stretches out endlessly and outwardly， and can be lirnitlessly subdivided into 

smaller sets or units， in a spiral. The world that is existentially present to us is the universe 

unfolding in the here and now with our realization. Yet， when we observe events in terms of 

spots or points of time-space， we find an inconsistency among them， since we interpret them 

taking place at different times and places， or we evaluate things with a partial view. Since the 

fundamental way of existence is contradictory in the first place， it is natural that things should 

look inconsistent when spots or points are observed and compared respectively. Living in 

such a world of sαmsara， we often lead chaotic lives， usually not being able to see ourselves 

as we are， and easily rnisunderstanding others. 

Realizing this， the moment we try tackling the problems of the world at first hand， we 

find that they are too complicated to be challenged in any way. The hardest of the hard is to 

live well-balanced lives in the contradictorily opposed modes of “natural selection" and 

“symbiosis." It is difficult to accept the whole without gratifying oneself， while one loses 

one' s identity if one solely tries to please everyone: keeping the balance between an 

individual and the whole is vitally important and difficult. One cannot live all by oneself， nor 

can one exist without the relationship with others. 

q
d
 



1 序

ウォルター・ペイターの審美主義 (6)

ー「ヴ、インケルマン」論について一

Walter Pater's Aestheticism in His "Winckelmann" 

上村盛人

Morito UEMURA 

ベイターは「ヴィンケルマン」論を 1867 年 1 月の『ウエストミンスター・レヴュー~ (砂金s加 insterReview) 

誌に匿名で発表したが、これに部分的な修正を施して、『ノレネサンスの歴史の研究~ (Studies in the History 

0/ the Renaissance)と題する書物の一篇として再録し、 1873年2月に出版した。その後『ルネサンス』は、

タイトルも含めて加筆修正が施されて、新たな版が 1877年、 1888年、 1893年と 3回出版された。(本稿

では、生前のベイターが完成版とすべく目を通したと思われる 1893年版を復元し、詳細な注釈を施したド

ナルド・ヒル (DonaldL. Hill)のテクストを定本として用いる。 1)

WJレネサンス』には 11篇のテクストが収められていて、その構成は以下の通りである。(カギ括弧の中の

数字は定本にしたヒノレの書物におけるページの枚数である。) 1. r序論J("Prefa，∞") [7]、2.r二篇の古い

フランスの物語J("Two Early French Stories") [22]、3.rピコ・デラ・ミランドーラJ("Pico della Mirandola") 

[16J、4.rサンドロ・ボッティチェリ J("Sandro Botticelli") [10]、5.rルカ・デラ・ロッビアJ("Luca della 

Robbia") [旬、 6. rミケランジエロの詩J("The Poe町 ofMichelangelo")[20]、7. rレオナノレド・ダ・ヴ

インチJ("Leonardo da Vinci") [25]、8. rジョルジョーネ派J("百leSchool ofGiorgione") [21]、9. rジ

ョアシェム・デュ・ベレーJ("Joachirn du Bellay") [18]、10.rグインケルマンJ("Winckelmann") [45]、

11. r結語J("Conclusion") [5]。ページ数を比べれば一目瞭然であるが、「ヴィンケルマン」論には他のテ

クストに比べてはるかに多くのページが割かれている。また、この書物の他の章のタイトルとして挙げら

れている人名と比較しても、いわゆるルネサンスとの直接的な関わりの点から見れば、ヴィンケルマンだ

けはルネサンスとの連想をあまり伴わない特異な人物のように見える。「この硬い、宝石のような炎ととも

に常に燃えること、この悦惚を維持することは、人生における成功であるJ("To bum always with this hard， 

gem-like f1ame， to maintain白isecstasy， is success in life"， 189)と述べる有名な「結語」の直前の章にヴィ

1 Donald L. Hill (ed)， The Renaissance: Studies in Art and Poe，句J(Berkeley: University of Ca1ifornia 町田s，1980).以

下、『ノレネサンス』からの引用はこの書物に拠るものとし、括弧の中にページ数のみを示すことにする。

-ll 



2 上村盛人

ンケノレマンに関する多くのページを費やしてベイターは何を訴えているのか?それを探るのが本稿の目的

である。

2 ヴィンケルマンの生涯

「ヴ、インケノレマン」論の題辞としてペイターは、 ''Etego in Arcadia戸i吃し、うラテン語を用いている。ヒ

ルが解説しているように、これはウェルギリウスの『牧歌』からの引用で、「そして私はアルカディアにい

た」の意で、理想郷としてのギリシアの地に暮らすことへの憧れが示されている (412-13)。またヴィンケ

ルマンから多くの思恵を受けたとペイターが指摘するゲーテも『イタリア紀行』の題辞として"Etin Arcadia 

ego" (fそしてアノレカディアに私は[いたJJ)を用いていた。 2アルカディアから時空共に遠く離れた後の

世代のゲーテに郷愁を呼び起こさせたこのトポスへの導き手となってくれたヴィンケルマンに対するペイ

ターのオマージュが示されているといえる。

第一パラグラフで、ゲーテやへーゲ、ルがし、かに高くヴ、インケノレマンを評価したかをベイターは手短に紹介

する。つまり 、ゲーテはずィンケルマンを 「ある種の芸術作品のようなもので、尽きることのないヒント

を与えてくれるJ("certain works of art， possessing an inexhaustible gift of suggestion"， 141)とし、またへ

ーゲルは「芸術の領域において、人間の精神に対する新しい感覚器官を発動させる方法を知っていた人々

の一員J("one of those who， in the sphere of art， have known how to initiate a new organ for the human 

spirit"， 141)としてヴィンケノレマンを見なすべきだと考えていたとペイターは述べる。 『ノレネサンス』の 「序

論」でベイターは、 「審美主義的批評においては、対象物をあるがままに見ることへの第一歩は、自分自身

の印象をあるがままに知り、それを他と区別して、はっきりと認識することであるJ("in aesthetic criticism 

the fIrst step towards seeing one's object as it really is， is加 knowone's own impression as it really is"，泊x)

と述べ、さらに「この歌や絵は何なのか、人生や書物の中に現れるこの魅力的な人物はこの私にとって何

なのか?J ("What is this song or picture， this engaging personality presented in life or in a book， to me? "， 

xix-xx) を説明することが、審美主義的批評の先ずなすべき仕事であると表明している。ヴィンケルマン

は「芸術作品のようなものJとして正に「魅力的な人物」であり、ベイターのルネサンス理解を高めてく

れたとの人物に審美主義的批評家としての説明を試みたのが「ヴィンケルマン」論なのである。

ペイターはエッセイの前半で、このドイツの美術史家の生涯を解説している。一七一七年、 ドイツ北東

部のブランデンブルクに生まれたヴィンケルマンは苦しい青春時代を過ごした。「ヘレニズム精神の魅力を

主張し解説すべく運命づけられながら、十八世紀前半のドイツの冴えない知的世界の中で、まず彼は苦し

い修行時代を送った。そこを抜けて古代の楽しい光の中に入ったとき、彼は体が震えるような高揚感を得

たJ("Destined to出 sertand interpret the charm of the Hellenic spirit， he served flfSt a pain白l

apprenticeship in the tarnished intellectual wor1d of Germany in the earlier half of the eighteenth c印 刷ry.

2 J. W. Goethe， Jtalian Journey [1786・ 1788]，仕~ W. H. Auden and Elizabeth Mayer， (London: Penguin Books， 1962; 
1970)， p. 21. 
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ウオノレター・ベイターの審美主義(6 ) 3 

Passing out of白atinto the happy light ofthe antique， he had a sense of exhilaration almost physical"， 142) 

と述べられているが、十九世紀後半のオクスフォードで保守的な因習に苦しめられながらも教職について

いたベイターが、自分自身のイメージと重ね合わせて筆を運んで、いるような感じを与える文章である。

大学を終えて学校の教師になるが、子供を相手に教えることに喜びを覚えないヴィンケルマンは睡眠時間を

四時間に切り詰めて美術に関する読書に充てた。そしてヴォルテールに惹き付けられるが、ヴォルテール

の脆弱で人工的な古典的伝統に対して、ヴィンケノレマンは「純粋な古代の明確な輪、つまり永遠の輪郭J("the 

clear巾19，the eternal outline， ofthe genuine antique"， 144)をもって臨み、それに取って代わるととになっ

たとペイターは指摘する。「明確な輪、つまり永遠の輪郭」は意味が判然としない表現であるが、真の審美

主義的精神について言及するときにベイターが愛用する言い回しである。さらに、プラトンがヴィンケル

マンに 「親密な要素J("the element ofaffmity"， 145)を与えていたとベイターは指摘し、その親密性は、

「キリスト教社会とは異質の、まったくギリシア的なものであり、『リュシス』で描かれている輝かしい若

者たちの一群、つまり精神の病にまだ侵されることなく、すべての努力目標を人間の形態のさまざまな局

面、 美しい人間生活の絶えざる動きに見出すこととしていた若者たちによって代表されるものJ("wholly 

Greek， and alien from the Christian world， represented by the group of brilliant youths in the Lysis， still 

uninfected by any spiritual sickness， fmding the end of all endeavor in the aspects of the human form， the 

continual st廿andmotion of a comely human life"， 145) と述べている。

この指摘は二つの点において、ベイターの大胆かっ反逆的な要素を含んでいる。まず、プラトンのギリ

シア世界が、「精神の病にまだ侵されること」のない、 「キリスト教社会とは異質の」世界であると述べる

ことによって、暗にベイターは「キリスト教社会」が 「精神の病にJ侵されていると間接的に批判してい

ることになる。二つ目に、 『リュシス』は、「無知の自覚こそが・・・哲学の出発点」であるというテーマ

について書かれたプラトン初期の対話篇であるが、 「みなに愛されている美少年リュシスとメネクセノスを

相手に問答する」ソクラテスが描かれていて、 3美しい若者やその彫像に惹かれて多くの文章を書いている

ヴィンケルマンが「プラトニストJ("Platonist"、当時、この言葉には今で言う「ゲイ」の響きがあった4)

で、あったことをベイターの文章が間接的に伝えているととである。(ベイター自身も「プラトニスト」であ

り、プラトンに関する講義録を纏めて 『プラトンとプラトン主義Jl(Plato and Platonism) と題する書物を

1893年に出版している。)キリスト教徒としての自覚が強く求められていた当時のオクスフォードの教員で

ありながら、「キリスト教社会」が「精神の病」に侵されていると批判し、タブー視されていた同性愛が行

なわれていたギリシア社会を讃えるべイターは、「反抗的で道徳律廃止論的要素J("rebellious and 

antinomian element"， 19)の持ち主で、あったことが先の文章から窺い知ることができるのであるが、それゆ

えに 「ヴィンケルマンJ論を含む『ノレネサンス』の初版が出版された 1873年以降、ベイターはオクスフォ

ードの教員や聖職者の反発や非難を浴びるようになる。5

3 生島幹三訳、 『 リュシス~ (田中美知太郎責任編集、『プラトン 1~ [世界の名著6J、中央公論社、 1966年)、 p.60.

4 Linda Dowling， He/lenism and Homosexuality的 Victorian白iford(Ithaca:Comell University Press， 1994)， p.l52. 

5 1874年には学生との同性愛的事件が大学関係者の間で暴露され、さらに、 1877年にはマロック(W.H.Mallock)が、
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古代美術の研究を深めるためにヴ、インケルマンはド、イツを出てローマへ行くことを望んで、いたが、教皇庁の枢機

卿に取り入るためにブρロテスタントからカトリックへと改宗した。そのことについて、「ヴィンケノレマンは異教徒で、あっ

て、キリスト教徒であることのしるしは彼には何の意味も持たなかったと、ゲーテが大胆にも弁護しているJ

("Goethe boldly pleads that Winckelmann was a pagan， that the landmarks of Christendom meant nothing 

to him"， 149)と述べるべイターの筆致には、キリスト教よりも古代ギリシア・ローマの異教の世界に親しむヴィンケ

ルマンに対する共感が吐露されている。古代遺跡や芸術作品の宝庫で、あった永遠の都ローマでギリシア世界へ

の洞察力を深めるヴ、インケルマンについて、ベイターは次のように述べる。

That his affmity with Hellenism was not merely intellectual，血atthe subtler threads of temperament 

were inwoven in it， is proved by his romantic， fervent企iendshipswith young men. He has known， he 

says， many young men more beautiful than Guido's archangel. These合iendships，bringing him也to

contact with the pride of human form， and staining the thoughts wi白 itsbl∞m， perfected his 

reconciliation to the spirit ofGreek sculpture. (152) 

ギリシア精神に対する彼の親近感は単に知的なものだ、けで、はなかったとし、うこと、その親近感の中には一段と

微妙な気質の糸が織り込まれていたことは、若者たちとのロマンティックで』情熱的な友'情を彼が結んでいたこ

とによって証明される。グイドの描いた大天使よりも美しい多くの若者と知り合いになったと、彼は言っている。

これらの友'1育によって、彼は最良の人体に触れることができ、最盛期にある人体で、思想、を染め上げて、ギリシ

ア彫刻の精神との折り合いを完成させたので、あった。

ここには、「ギリシアの理想は彫刻において特に優れたものとして表現されたJ("the Greek ideal expressed itself 

preeminently in sculpture"， 169)とし、うエッセイ後半で、のペイターの主張、つまり、彫刻にこそヘレニズム精神が

最もよく示されると述べるべイターの論点の伏線が張られていると同時に、紛れなきブρラ卜ニストとしてのヴィンケル

刻那主義的な瞬間の美学を説くローズ氏(Mr.Rose)として明からさまにベイターを部捻する小説『新共和国JI(1恥 New

R句public)を出版した。これらの状況が示すように、ベイターはオクスフォードでは、スキャンダラスな教員と見倣さ

れる一面があった。これらのことに関して、以下の文献に言及がある。

Ian Fletcher，陥lterPater (Essex: Lon伊 lanHo凶 e，1959; 1971)， p.6; Michael Levey， The Case 01陥lterPater 

(Plymouth: Thames and Hudson， 1978)， pp.142-44; Oscar Browning， "R，巴collectionsof Pater， 1868-94" included in 

R.M.Sei1er (ed)， Walter Pater: A Life Remembered (Alberta， Canada:百leUniversity of Calgary Press， 1987)， p.26; 

Richard Dellamora， Masculine Desire: The Sexual Politics 01 Victorian Aestheticism (Chapel Hi1l: University ofNorth 

Carolina Press， 1990)， pp.58-61; Billie An舵wInm佃，唱strangementand Connection: Walter Pater， BenjanlIn Jowett， 

and William M. Hardinge" incIuded in Laurel Brake & Ian Small (eds)， Pater in the 1990s (Greensboro， NC: ELT 

Press， 1991)， pp.l・20;and Linda Dowling， Hellenism and Homosexuality in Victorian Oiford， pp.l 00-11 O. 
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ウォノレター・ペイターの審美主義(6 ) 5 

マン像がはっきりと描かれている。さらにペイターは、「人の美しさとし、うのは、明らかに、ひとつの一般的な考え方

として想起されるものであるから、女性たちの中にのみ美を見て、男性には美がほとんど、いやまったくなし叱思う

人々は、芸術における美に対して、公正で、きわめて大切な、生まれながらの本能をほとんど持ち合わせていない

ことに私は気付いた。そのような人々にはギリ、ンア芸術における美には常に何か欠けていると映るであろう。とし、う

のも、ギリシア芸術の最高の美しさは女性的なものではなく、男性的なものだ、からであるJ(153)としづ、男性美を強

調するヴィンケルマンの文章を英訳して紹介する。

その後ヴインケルマンはアルパーニ枢機卿の庇護を受け、 1764年に『古代美術史Jl(Histoη01 Ancient Art;原

題、 Geschichteder Kunst des Alterthums)を出版し、その後もこの本の改訂に努めたと、ベイターは述べる。「ギ

チンア芸術の重要な作品の多くが批評の対象になったのは彼以降のことで、あるJ("It is since his time血atmany 

of the most significant examples of Greek art have been submitted to criticism"， 155)とペイターが指摘するよ

うに、この本はその後の芸術や文学といった文化研究に画期的な影響をもたらすものであった。アレックス・ポッツ

(A1ex Potts)は、この書物は「啓蒙主義思潮後期の芸術および文学にかかわる文化に広大な衝撃J("a 

far-reaching impact on the artistic and literary culture ofthe late Enlightenment")を与え、疾風怒濡時代・ロマ

ン派時代に活躍したヘルダー、ゲーテ、へーゲ、ルとし、ったド、イツの著作家たちの芸術や文学の規範に根本的な再

考を促す刺激をもたらしたと述べている。6

十二年間に亘るロ}マ滞在の後、 1768年にヴィンケルマンはド、イツに帰国しようと出発したが、自分の故郷はロ

ーマだとしづ、「不思議な、逆転した郷愁J("aはrange，inverted home-sickness"， 156)に駆られ、ウィーンで引き

返し、ローマへ帰ろうとしたが、途中のトリエステで強盗に襲われて絞殺され、ライプツィヒで、彼の帰国を待っていた

当時 19歳のゲーテはついに彼と面会する機会を失った。「ヴィンケルマンは彼[ゲーテ]にとって、ダンテに対する

ウェルギリウスのようなものとなったJ("Winckelmann became to him something like what Virgil was to Dante"， 

157)と述べて、ベイターはヴィンケルマンの生涯の解説を終えている。

3 ヴィンケルマンの芸術観

「ヴィンケノレマン」論の後半で、ベイターは古代ギリ、ンア芸術の研究に生涯をかけて取り組んだヴィンケルマンの

見解の特異性や卓越性について論じている。まずベイターは、「個々の天才は常に時空とし、う条件の制約の下で

仕事をするJ("individual genius works ever under conditions oftime and place"， 158)と述べたあとその「時

空とし、う条件jを超えたところに「永遠の要素、つまり趣味の基準とし、うものもあって、天才が明かしてくれるのは正

にこれなのであるJ("there is also an element of permanence， a standard of taste， which genius confesses"， 

159)と指摘する。そして、「その趣味の基準は・・・ギリシアにおいて、明確な歴史上の時期に確立されたJ("百le

standard of taste ... wぉ fixedin Greece， at a de白litehistorical period"， 159)が、「それでも[すべての宗教

の]広い基礎は・・・普遍的な異教の感情、つまりギリ、ンアの宗教以前にあった異教'性で、あり、根絶やしされずに生

6 Johann Joachim Winckelmann， History ofthe Art of Antiquity， intr. by Alex Potts，包byHarry Francis Mallgrave 
(Los Angeles: Getty Research lnstitute， 2006)， p. 1. 
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6 上村盛人

き延びる植物のように、それは遥かな時の隔たりを越えてキリスト教世界にまでやってきたJ("Still， the broad 

foundation… is a universal pagan sentiment， a paganism which ex.isted before the Greek religion， and hぉ

lingered far onward into the Christian wor1d， ineradicable， like some persistent vegetable growth"， 160)とペ

イターは述べる。

ここでベイターが言及する「永遠の要素、つまり趣味の基準」は、ベイター自身が終生にわたって追求した審美

主義的批評の基準そのものであるといえる。1864年に書いた最も初期のエッセイ、「ディアファネイテj

("Diaphaneitと")で強調されている「透明的性格jから始まり、 W/レネサンス』の各章で、描かれているさまざまな人物

群、さらに「家の中の子供J("The Child白血eHouse")、『エヒ。クロス主義者マリウスJl(Marius the Epicurean)、

『想像の画像Jl(JmaginaァPort1・'aits)などの著作を通じてベイターが繰り返し描くのは、「永遠の要素jとしての審

美主義の基準を体現する人物たちである。そしてその基準は、 「普遍的な異教の感情、つまりギリ、ンアの宗教以前

にあった異教性で、あり、根絶やしされずに生き延びる植物のように、それは遥かな時の隔たりを越えてキリスト教世

界にまでやってきた」と指摘する。ダーウィニズムの影響が見られる一節で、あるが、ルネサンス芸術において、異教

主義とキリスト教の世界が対立ではなく、連続していることをより深く考えれば、ヨーロッパ文化の本質がルネサンス

芸術にあることが分るとベイターは考える。そしてそのことをいち早く見破っていたのがヴィンケルマンであり、その

偉大な先達にベイターは『ルネサンス』の一章を捧げたので、ある。7異教時代の芸術とキリスト教の芸術品、う「二つ

のものは、実際には連続的なものである。ルネサンスは中世から中断されずに続いた努力なのであり、それは常に

生じていたとし、ってい、しリ("Thetwo [pagan and Christian art] are really continuous; and there is a sense in 

which it may be said出atthe Renaissance was an uninterrupted effort of the middle age， that it w，ぉ ever

taking placeぺ180)とベイターは断言する。

「儀式が変化もなく留まる間に、たまたまそれと偶然に繋がっていたにすぎない審美的要素は知的なさまざまな

ものの自由と流動性を伴って広がるJ("While the ritual remains unchanged， the aesthetic element， only 

accidentally connected with it， expands with the企eedomand mobility of the things of也eintellect"， 

16ト162)とペイターが指摘するように、儀式的なキリスト教が変化のない伝統を護っている聞に、「永遠の要素、つ

まり趣味の基準jとしての「審美的要素J("the aesthetic element")は、留まることなく自由に流れて広まることを明

確に突き止めたのがヴ、インケルマンである。「ハイターカイト、つまり陽気さ、ないしは落ち着き、それにアルグマイ

ンハイト、つまり普遍性、ないしは広がり、この二つが・・・ヘレニズムの理想を示す最高の特色であるJ

("Heiterkeit-blitheness or repose， and Allgemeinheit-generality or breadth， are ... the supreme 

characteristics of the Hellenic ideal"， 170)と述べて、ベイターは"Heiterkeit"および"Allgemeinheit"品、うドイ

ツ語が、ヴィンケルマンにとって「審美的要素Jに関わる重要な概念であることを指摘する。そしてその「審美的要

素Jは「自由と流動性Jを伴うゆえに、「ギリ、ンアの宗教以前にあった異教jの時代からも存在し、その「永遠の要素j

を理解する人々が存在する限り、それは「常に生じてJ("ever taking place"， 180)し、たし、その後も生じるとペイタ

ーは考えるのである。

7 Denis Donoghue，肋lterPater: Lover ofStrange Souls (New York: Al企巴dA.Knopf， 1995)， p. 156. 
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ウォルター・ベイターの審美主義(6 ) 7 

ベイターがそれぞれ、 2世紀のローマ、 16世紀末のフランス、 18世紀末の英国に生きる人物を主人公にした三

部作、つまり、『エヒ。クロス主義者マリウス』、『ガストン・ド・ラトウーノレ~(Gaston de Latour) [未完、ペイターの死後

出版]、 「あるイギリスの詩人J("An English Poet") [未完、ペイターの死後出版]を書く構想を練ったのも、 8f審美

的要素jを理解する人聞がいる限り、その「永遠の要素Jは時空を超えて存在し続けることを訴えるためで、あった。

ペイター自身が生きていた 19世紀の後半において、その「永遠の要素Jで、ある審美主義の精神が描かれているの

は、『海に働く人々~(Les Travailleurs de la mer) や『レ・ミゼラブノレ~(Les Miserables)を書いたヴィクトノレ・ユゴー

の小説だとベイターは述べる。「これらの書物[~海に働く人々』と『レ・ミゼラブル~Jは美しさの感覚に貫かれていて、

ギリシアの人が書いたもののように活力があり、透明感があるJ("pene回 ted出 thosebooks are with a sense of 

beauty，出 livelyand transparentぉ 白 紙 ofa Greek"， 178)とベイターは述べ、現代の生活に直面する精神にと

って必要なものは「自由の感覚J("the sense offreedom"， 184)であると指摘する。そして、「確かに・・・ヴィクトル・

ユゴーの小説には、このように現代の生活を扱っている現代芸術の高度な実例があり・・・そこには陽気さと落ち着

きが映し出されているJ("Ce白血ly...加theromances ofVictor Hugo， we have high examples of modem art 

dealing血uswith modem life ... ref1ecting upon江blithenessand repose"， 185)と述べて、審美主義の要素と

してヴインケルマンが重視した"Heiterkeit"がユゴーの小説に着実に受け継がれていることをベイターは指摘する。

このように審美主義の精神を最もよく表現してしも現代文学の例としてユゴ、ーの小説に高い評価を与えて、ベイタ

ーはエッセイを結ぶ。

4 rヴィンケルマン」論における問テクスト性

他の著作家のテクストや自ら書いたテクストの一部を自分の作品の中で繰り返し利用するのはベイター

に際立つて見られる特徴である。繰り返し同じ表現を使うのはそれだけその表現に対する思い入れが深い

からであり、繰り返し用いられているそれらの言葉がベイター文学の中で重要なキーワード、になっている

ことが多い。オリジナルのテクストの文脈を外して引用したり、あるいは不正確に引用したり、加筆修正

したり、さらには引用符もつけずに黙って引用したりするのもベイターの常套手段であり、このような間

テクスト性 ("interte双uality")は、オリジナルの権威ある作者の死を主張するロラン・バルトの考え方を

先取りしたものであり、また T.S.エリオットやジェイムズ・ジョイス等のモダニズム文学の先駆けをなす

もので、あった。昨年 (2006年)7月にラトガーズ大学で開催されたベイターに関する国際学会では、最初

のセッションとして、「原典を誤用したという批判に対してベイターはどのように反論しただろうか:2003 

年、米国、グレイト・ステイト大学における大学院生ウォルター・ベイターとサマンサ・マークス教授の

対話J("How Pater Might Have Countered Charges That He Misused Sources: A Dialogue Between 

Graduate Student Walter Pater and Professor Samantha Marks at Great State Universi臥 U.S.A.， in 2003") 

と題する 「想像上の会話」による興味深い寸劇が、アリゾナ大学のインマン教授がマークス役、マサチュ

8 Gerald Comelius Monsman， Pater s Portraits:凡1ythicPattern in the Fiction of砂匂lterPater (Bal白nore:百leJohns 
Hopkins Press， 1967)， p. 140釦 dn2.
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8 上村盛人

ーセッツ大学のコンロン教授がベイタ一役を務めて演じられた。「ヴインケルマン」論を含む玉つの論文を

読んで、原典に対するベイターのルーズ、な引用方法は受け入れられないと迫る教授に対して、シラー、ゲ

ーテ、エマソン等の意見を引きながらベイターは自分の文体の特徴を弁護するが、 21世紀のアメリカでは

通用しないとして、教授に別れを告げ、 19世紀の英国に戻るという筋立てになっていた。この寸劇の後、

補足説明として、当時の状況について資料に基づきインマン教授が解説し、当時の人文系の学生は論文執

筆ではなく、試験を受けてコースを終えたこと、すべての分野における著作権への認識がまだ確立してい

なかったこと、伝統的に、翻訳者が原典を 「黙って修正することJ("silent revisions")が行われていて、

作家や一般読者もそのようなことよりも文体に関心を寄せていたことなどを指摘した。 9 "Heiterkeit"や

"Allgemeinheit"とし、う語の出典はへーゲルにあるようだが(340・341;433)、ペイターは特にそのことを明記するこ

ともなく、その他にもヘーゲ、ルやゲーテなどの先行テクストを引用記号を用いることもなく自由に利用する。彼が書

いたものは学術論文ではなくて文学作品なのであり、彼の引用方法等をめぐってリックスが行った非難は、

このような観点からすれば、的外れなもので、あった。 10

「ヴィンケノレマンJ論においても、ギリシア語、ラテン語をはじめとする英独仏語で書かれた先行テクストの引用が

移しくなされている。さらにベイターが書いた他の作品の中で用いた表現や概念も繰り返し引用されている。この

エッセイの顕著な特徴は、 1864年に書かれたとされる最も初期の作品「ディアファネイテJの文章や語句の際立つ

た再利用と類似的表現の活用である。すでに述べたように、ヴォノレテールの脆弱で、人工的な古典的伝統に対し

て、ヴィンケノレマンが「純粋な古代の明確な輪、つまり永遠の輪郭J("the clear出19，the eternal outline， of 

the genuine antique"， 144) をもって臨んだとベイターは指摘するが、この表現は 「古代の明確な輪、つま

り永遠の輪郭J("the clear巾19，the eternal outline ofthe antique")という「ディアファネイテJで、用いた言い回

しに"genuine"という語を付け加えただけであり、他の箇所はまったくそのままの形で転用したものである。11

そしてこの表現は「ヴィンケルマン」論においては、「中心的なモティーフの明確な輪J("the clear巾19ofacen甘al

motive"， 171)、「極めて明確な輪郭における、文化の永遠の問題J("in clearest outline， the eternal problem of 

cul加re"，182)品 、うように変奏されてはいるが、し、ずれもヴィンケルマンが体現している「永遠の要素、つまり

趣味の基準」とベイターが考える審美主義の本質を示す言葉として用いられている。このようなことから、「デ

イアファネイテjで、強調されてしも「透明的性格Jをもっ人物として、ベイターがヴ、インケルマンをイメージしてい

たことが推測できる。

「純粋な古代の明確な輪」である「趣味の基準」をもっていたずィンケノレマンを、 一時的に忘れられていた昔

の知識を思い出させることのできる人に喰えて、 ペイターは次のように表現している。

9学会プログラム ("WalterPater: New Questions， Latent Questionings"， Intemational Walter Pater Society Conference， 
Rutgers University， July 27-29， 2006) 、及び、『ベイター・ニュースレター~ (1方ePater Newsletter， No. 51， Fa1l2006) 
の学会報告 ("ConferenceReport"， pp.l3-14)参照。

10 Christopher Ricks， "Walter Pater， Matthew Arnold and Misquotation" included in 1恥 ForceofPoe句I (Oxford: 
Clarendon Press， 1984)， pp.392-416. 

11 Walter Pater， "Diaphaneit，とヘ inMiscellaneous Studies仏ondon:Macrnillan， 1910; 1973)， p. 251. rディアファネイ

テ」からの引用はこの版によるものとし、以下では、 "D，251"のよ うに略記する。
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ウォルター・ベイターの審美主義 (6) 9 

-出 ifthe mind of one， lover and philosopher at once in some phase of pre-existen∞一ψuoσo舛σ何

πOicμ訂'官ρωτoc-fallen into a new cycle， were beginning its intellectual career over again， yet with a 

certain power of anticipating its results. (155) 

フィロソフェー ス・ ッー. り

あたかも、前世の何らかの段階で、人を愛し、同時に知をも愛した人一つまり、「カツテ、 愛ヲモッナ知ヲ

愛シタ人jーの精神が、新たな時代に生れ落ちて、再び知的な生を歩み始め、その結果を予測で、きる力をもっ

ているかのように。

これは次に示すような、「デ、イアファネイテjにおける表現とほとんど同じで、英語の字句のみ部分的に変えてはい

るが、意味内容は同ーとし、える。

.出 ifthe mind of one ψlA.Oσo舛σαζπMεμロ'ゆωτoc， fallen inωa new cycle， were beginning its 

spiri加alprogress over again， but with a certain power of anticipating its stages. (D， 250) 

フィロソフェーサス・ポッテ メッ ト・エロ }トス

あたかも、「カツテ、 愛ヲモッテ知ヲ愛、ンタ人Jの精神が、新たな時代に生れ落ちて、再び精神的な発展

を始め、その発展段階を予測できる力をもっているかのように。

さらに、若者をモデ、ルにした彫刻がギリ、ンア文化の精髄で、あることをヴ、インケノレマンが理解していたのは、彼が

若者の精神と常にじかに接していたからだと指摘して、ベイターは次のように述べている。

百lebeauty of the Greek sta加eswas a sexless beauty: the statues of the gods had the ¥east traces of sex. 

Here there is a mora¥ sexlessness， a kind of ineffectua¥ who¥eness of nature， yet with a仕uebeauty and 

significance of its own. (176) 

ギリシアの彫像の美は無性の美で、あった。つまり、神々の彫像には性のしるしがほとんど見られなかった。ここ

にあるのは精神的な無性性、つまり、自然の一種の効果なき全体性であるのだが、本当の美とそれ自体の存

在意義をもつものなのである。

この風変わりな表現も、次に示す「デ、イアファネイテJにおける言い回しとほとんど同一である。

百lebeauty of the Greek statues was a sexless beauty; the statues of the gods had the ¥east仕acesofsex. 

Here there is a moral sexlessness， a kind of impotence， an ineffectual who¥eness of nature， yet with a 

divine beauty and significance of its own. (D， 253) 
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10 上村盛人

ギリシアの彫像の美は無'性の美で、あった。つまり、神々の彫像には性のしるしがほとんど見られなかった。ここ

にあるのは精神的な無性性、つまり、一種の不能性、自然の効果なき全体性であるのだが、神聖な美とそれ自

体の存在意義をもつものなのである。

「ヴ、インケルマンj論と「ディアファネイテ」で、共通に使われている同一の言葉や言い回しはまだほかにも指摘できる

が、上で、取り上げた顕著な三例から見てもはっきりとしていることは、これら二つのエッセイには密接な繋がりが認

められることである。

5 結び

古代ギリシア芸術の研究によって、その後のヨーロッパ文化の発展に革命的な変革をもたらしたヴィンケルマン

に共感するベイターが、彼自身が密かに抱えていた(審美主義とし、う)変革的思想、(因習的なキリスト教に対する)

道徳律廃止論の理念、さらに(ホモセクシュアリティ品、う)プラトニストとしての概念を展開するために書いたのが

「ヴィンケノレマンJ論であった。ベイターの生きた時代は、近代的なセクシュアリティの概念が定義され始めていた

時期でもあり、その意味で彼をこの分野での先駆者と見なすこともできよう。芸術・宗教・セクシュアリティの分野に

おける圧政と弾圧に対抗できるのが、古代ギリシア芸術の理想に備わっていた自由の精神であることを突き止め、

後代に伝えてくれたヴィンケノレマンに対して、ベイターはこの上なく魅力を覚えて「ヴィンケノレマンJ論を書いた。12

そしてこのエッセイの根本にあったのが、「この魅力的な人物はこの私にとって何なのか?Jを説明しようとする

ペイターの審美主義的批評の精神であった。

ベイターが断片的な言葉や言い回しを繰り返し使う傾向についてヒリス・ミラーが注目して、「これらの断片がベイ

ターの作品全体の構造的体系の中に埋め込まれているが、それはちょうどプラトンの対話篇のいたるところに、先

行する哲学者達の思想が散りばめられているのと同様であるJ("these企agmentsare embedded within the total 

architecture of Pater's work just as the thoughts of earlier philo叩 phersare everywhere in Plato's 

dialogues")と指摘し、そのようなベイターの間テクスト的特質を「フラクタル」模様に喰えている。 13すでに触れたよ

うに、同ーの言葉や言い回しが顕著に共通して用いられている「ヴィンケルマン」論と「ディアファネイテJ品、う二つ

のテクストは、互いがフラクタル模様を構成する同じ要素を含んだ間テクスト'性に富んだ作品である。「ヴィンケルマ

ンJ論と「ディアファネイテJには、それぞれEいのテクストだけではなく、さらに『ルネサンス』や『プラトンとブ9ラトニ

ズム』品、ったいくつもの他のテクストへと連動する間テクスト性が備わっている。

古代一中世一近世のヨーロッパを貫いて流れる審美主義の考察をライフワークにしていたベイターは、このような

間テクスト'性を重要かっ有効な手法として意識的に用いたが、多くの引用テクストによって作品を成立させるとし、う

12 AJex Potts， F/esh and the !dea/: Wincke/mann and the Origins of Art Hist01ア(NewHaven: Yale University Press， 
1994)， pp. 244 and 253. 
13 J. Hillis M.iller， "Foreword: FractaJ Pater" to Jay Fellows， Tombs， Despoi/ed and Haunted: "Under-Textures" and 
"After-thoughts" in砂匂/terPater (Stanford: Stanford University Press， 1991)， p. x弘
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ウォルター・ ベイターの審美主義 (6 ) 11 

そのような技法はモタ守ニズム文学に通じるもので、あった。先行するあらゆる作品のテクストを網の自のようにつなげ

る間テクスト性を駆使することによって、あるテクストから別のテクストへと、アクロバットのように渡り、「間テクスト的

関係の網の目J("the web of intertextual relationships")の世界で戯れるべイターは、 モダニズム文学を先取り

していた文学者で、あった。14 Iヴィンケノレマンj論において、「それ[必然性]はむしろ、われわれを通して織り込ま

れてしも魔法の網の目なのであり、網状組織でわれわれを貫き、 われわれの最も精妙な神経組織よりも精妙であ

るけれども、その中に世界の中心的な力を担っているとしづ、近代科学が語るあの磁気組織のようなものだ、J("It 

[Necessity] is ra血era magic web woven through and through us， like血atmagnetic system of which 

modem science speaks， pene仕atingus with a network， subtler出anour subtlest nerves， yet bearing in it血e

central forces of the world"， 185)と述べて、グローパル・ネットワークで、結ぼれた 21世紀の現代社会における間

テクスト性(intertextuality)という「魔法の網の目Jのような存在をベイターが指摘しているのは、興味深いことであ

る。

Abstract 

Walter Pater's "Winckelmann" ftrSt appeared， unsigned， in Westminster Review for January 1867. He 

revised血isessay for republication in Studies in the Histoη01 the Renaissance which came out in 1873. 

It was more than twice as long出加yofthe other essays and surely the longest one in the book. Goethe's 

celebrations of Winckelmann was the starting-point for Pater's essay. It was because Winckelmann 

understood that the broad foundation for all religions is a universal pagan sentiment with the spirit of 

企eedomwhich is integral to the Greek ideal出atPater devoted the longest chapter and肘edto explain "血lS

engaging personality presented in a book." 

Pater could not publicly express his own Platonist desire except by way of what he saw as yet 

unsexualized image of youthful Greek masculinity he discovered in Winckelmann. As Pater was living at 

a time when modem notions of sexua¥ity were just beginning to be defmed， he might be seen as one of the 

pioneers of that distinctive¥y modem preoccupation with the formative ro¥e of sexua¥ desire. Through 

Winckelmann Pater ¥earned to admire the active subject in vio¥ent confrontation with the world around it， 

and its historica¥ echo in strugg¥es against tyranny and oppression which activated the spirit of freedom. 

From "Diaphaneitと"Pater transcribed quite a few a¥most identical phrases and sentences， which indicates 

白athe regarded Winckelmannぉ acomp¥ete exemplar of diaphanous character. 

14 Ian Small (ed)， Walter Pater， Marius the Epiωrean (Oxford: Oxford University Press， 1986)， p泊 II.
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英語教員研修のあり方:

rw英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」の成果を検証する

Review ofthe National In-service Five-year 

Training Plan for Teachers of English 

小栗裕子

YukoOGURI 

1 . はじめに

文部科学省(以下文科省と略記する)は、平成 14年 7月 12日 iW英語が使える日本人』の育成のため

の戦略構想j の策定について次のような内容を発表した。

経済・社会等のグローパル化が進展する中、子ども達が 21世紀を生き抜くためには、国際的共通語

となっている「英語Jのコミュニケーション能力を身に付けることが必要であり、このことは、子ども

達の将来のためにも、我が国の一層の発展のためにも非常に重要な課題となっている。

その一方、現状では、日本人の多くが、英語力が十分で、ないために、外国人との交流において制限を

受けたり、適切な評価が得られないといった事態も生じている。同時に、しっかりした国語力に基づき、

自らの意見を表現する能力も十分とは言えない。

このため、日本人に対する英語教育を抜本的に改善する目的で、具体的なアクションプランとして

í~英語が使える臼本人』の育成のための戦略構想」を作成することとした。あわせて、国語力の酒養も

図ることとした。(h仕p:llwww.mext・go.jplb _ menu/sh ingil chousa/shotoul020/sesakul02 07 02 .htm参照)

戦略構想、の達成目標は以下の 2点である。

1.国民全体に求められる英語力→中学・高校での達成目標の設定

2.国際社会に活躍する人材等に求められる英語力→各大学が、仕事で英語が使える人材を育成す

る観点から、達成目標を設定

この戦略構想、には 5つの政策課題が含まれている。文科省の HP(上述)からできるだけ正確にこ

れらの課題を挙げた。

1 )学習者のそティベーションの高揚 ①英語を使う機会の拡充:その中心は民間語学教育施設との連

携強化等学校と地域が一体となった英語教育の推進で、英会話サロン、スピーチコンテストや留学生

との交流活動事業を推進する。そして高校生の留学の機会を私費留学も含め年間 1万人とする。また、

海外への留学を希望する大学生のために海外派遣奨学金の充実をはかる。②入試等の改善:高校入試

に外部試験結果を活用促進する。大学入試センター試験でのリスニングテストを導入する(平成 18
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2 小栗裕子

年度実施を目標)。各大学の個別試験における外国語試験の改善・充実をはかる。入試での外部試験結

果の活用を促進する。企業等の採用試験には使える英語力の所持を重視するよう要請し、文部科学省

においても、職員の採用、昇任等の際に英語力の所持も重視する。

2) 教育内容等の改善

中学校・高等学校においては、新学習指導要領を推進し (4技能の有機的な関連を図り基礎的・実

践的コミュニケーション能力を重視)、生徒の意欲・習熟の程度に応じた選択教科の活用または補充学

習の実施等、個に応じた指導の徹底をはかる。高等学校における先進的な英語教育(スーパー ・イ ン

グリッ、ンュ・ランゲージ・ハイスクール)の実践研究を推進する。

大学においては優れた英語教育カリキュラムの開発 ・実践等を行う大学や、特に全課程を英語で授

業する大学を重点的に支援する。

3)英語教員の資質向上及び指導体制の充実

①英語教員の資質向上.圏内国外研修。英語教員が備えておくべき英語力の目標を設定する(英検

準 l級、 TOEFL550点、 TOEIC730点程度)。英語教員の採用の際に目標とされる英語力の所持を条件

の lっとする事を要請し、また教員の評価に当たり、英語力の所持を考慮する事を要請する。英語教

員の資質向上のための研修を計画し、平成 15年度から 5ヵ年計画で中学 ・高校の全英語教員 6万人に

対し、集中的に研修を実施し(都道府県等への補助事業)、大学院修学休業制度を活用した l年以上の

海外研修希望の英語教員の支援をする(年に 100名、各都道府県で 2名ずつ)。

②指導体制の充実:ALTを配置し(JETプログラムにより 5，583人、地方単独事業により 2，784人

の合計約 8，400人)、中学 ・高校の英語の授業に週 l回以上は外国人が参加することを目標とする。

4)小学校の英会話活動の充実:小学校の英会話活動支援方策。総合的な学習の時間などにおいて英会

話活動を行っている小学校についてはその回数の 3分の l程度は外国人教員、英語に堪能な者または

中学校等の英語教員による指導が行えるように支援をする。

5)国語力の促進:適切に表現し、正確に理解する能力の育成をめざす。

2. 本研究

2. 1 目的

文科省の上述 3)①「英語教員の資質向上」の課題を受けて、 15年度から 5年計画で中学・高校の

全教員に対して、約 2週間の集中的な研修が実施された。今年度は 5年間の最後の年に当たり、初年

度から北九州教育セ ンターの講師としてこの教員研修に携わってきた筆者は、受講者が今回の研修を

どのように捉えて受講し、研修内容についてどのよ うに評価したのかを知るためにアンケートを実施

した。最初にそのアンケート結果を分析し、今回の英語教員研修の成果を検証する。次に、その分析

結果から英語教員、特に中学 ・高校の教員に対する研修はどうあるべきかについて考察し、今後の教

員研修のあり方について論じたい。
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2. 2 経過

この研修に先立ち、文部科学省初等中等教育局国際教育係より平成 15年 i月 27日付けで 「英語教

員研修モデ、ルプログラム(骨子)Jについてと題して、その概要報告が各都道府県 ・各指定都市・各中

核市教育委員会研修主管に送付された。この報告書は、岡山大学の松畑照一教授をリーダーとした研

究グループがまとめたもので、研修の目的を「英語コミュニケーション能力育成のための指導力(英

語力及び教授力)育成」に置き、 2週間集中型カリキュラムを通して、少人数形式による講義のみな

らず、演習や発表など受講者の主体的参加が盛り込まれた内容であった。

この研修のための講師は、英語教授法等に精通した日本人・外国人、 ALT、教育主事や指導力に優

れた教員があたり、大学英語教育学会や全国英語教育学会などの英語教育関係学会を通じ、協力可能

な講師のリストを文科省が作成した。そして、この事業に対して、文科省は講師謝金、講師旅費、会

場借料、外部試験等の費用の半額を補助することとした。

2. 3 プログラムの骨子

松畑 ら (2003a)によれば、 研修の趣旨は、英語を用いた実践的コミュニケーション能力をこどもに

着実に身につけさせるために必要な教授力の習得を図る中で、教員自身の英語コミュニケーション能

力の掴養も目指すものである。実際には英語授業を計画 ・実践 ・評価 ・改善する力としての「英語授

業力Jのことを指 し、以下 3つの能力の統合である。

1.教育的人間力

どの教員にも必要な「教員として生きる力j のことを指し、 英語教育実践や実践研究を通して獲得

され、より良い英語教育実践へと進む原動力となるものである。

2.英語運用能力

教員には 4領域にわたる基本的な英語力を基盤としながら、生徒に適切な発問をしたり、質問に適

切に対応できるような教育場面に活用できる生きた英語運用能力が必要になる。換言すれば、「英語教

育的英語力」である。

3. 英語教授力

生徒の実践的コミュニケーション能力を高める効果的な指導を計画、実施し、評価に基づきよりよ

し、授業を志向すること のできる知識や技術であり、教科に対する知識・技術に加え、言語習得過程に

ついての知識や生徒の学力を適切に評価して、学び育てる力のことを指す。本プログラムでは「教育

的人間力j と「英語運用能力j との関連を深めると同時に「英語教授力」の向上を中心とする。

松畑ら (2003b)の『英語教員研修ガイドブック』は文科省委託研究として、 「英語教育に関する研

究グ、ループj の報告であるが、その内容は多岐に渡る。英語教員研修の基本コ ンセプト、英語指導方

法を考える基本アプローチ、英語教員研修モデ、/レプログラムの内容と方法としてプログラム作りに必

要な概念が詳細に説明されている。プログラムを計画する立場にある主事には非常に見やすく、具体

例も多く掲載されていて参考になる。2003年 7月の『英語教育』には特集 として「英語教員プログラ

庁
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4 小栗裕子

ム・その全容j と題して、最初に松畑 (2003c)が 「今年の夏の研修プログラムはこうなる」、続いて卯

城が「研修プログラムのモデルケースj を、そして田漫が「自己研修の提案:その内容と方法j を各

数ページに簡潔に纏めている。同じく 2003年夏号の『英語展望』も特集として「英語教育改革へのロ

ードマップ」を組み、小池が rw英語が使える日本人』の育成のための行動計画jに至る施策の系譜と

これからの課題を解説し、松畑 (2003d)も 「英語教員に求められ教授力と英語力」についてこの研修の

ねらいを述べている。これら主要な英語教育雑誌が「英語教員研修j の広報役を務めていたことは想

像に難くない。

2. 4 北九州教育センターの研修

北九州市は政令指定市により、北九州立教育センターにて市独自の研修が開講された。研修時間は

9 : 00から 17: 00までで、午前中 90分の講義が 2回、午後にも 90分の講義が 2回、通常同じ講師が

1日を担当するプログラムで、最後の 30分ほどは、その日行われた講義内容について学んだ、ことを英

語で書く時間に与えられていた。19年度においては、 8月 6日(月)から 8月 24日(金)までの盆休みを

除く 10 日間集中的に実施された。毎年 1クラスのみの開講で中・高の教員が混在していたが、通常

40名前後の参加者のうち、高校教員は数人のみで、あった。

テーマと研修形態は北九州立教育センタ一作成の「平成 19年度教育センター研修案内」によると次

のとおりである。

1日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上一英語教員に求められる資質能

力及びリーディングの指導から迫る授業改善の視点、①一J(開講式・研修の概要説明・特別講演・講話と演

習)

2日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上ーリーディングの指導から迫る

授業改善の視点②一J(講話と演習)

3日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上一英語力の診断とテスト問題の

実際及びデ、イベートの実際一J(講演と演習)

4 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上ータスク活動を中心とした言語

活動と文法指導から迫る授業改善の視点-J (講話と演習)

5 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上ーコミュニケーション活動から

迫る授業改善の視点 J (講話と演習)日本人講師(筆者)と ALT2名

6 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上 コンヒ。ュータを活用した授業

の創造 J (講話と演習)

7 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上一音韻論から迫る授業改善の視

点 J (講話と演習)

8 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上一協働的、 省察的アプローチに

よる指導力の向上一J(講話と演習)
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9 日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上 英語力の向上と授業への活用

-J (講話と演習)

10日目「実践的コミュニケーション能力育成のための英語科授業力の向上一生徒の英語表現能力を高める

授業の工夫-J (TOEFL・ITP/協議と指導助言・開講式)

2. 5 アンケート項目

文科省の研修目的である「教育的人間力J、4領域における「英語運用能力」と「英語教授力」の 3

点について重点的にアンケート (Appendix参照)を作成した。アンケートの実施は研修最終日で、筆

者の講義は 5日目だ、ったため、主事の先生に趣旨を説明して回収までお願いをし、参加者全員から回

答を得た。当日は主催者側からのアンケートもあり、可能な限り受講者の負担にならない内容である

ことを考慮した。

アンケートは最初に性別、中学校か高校教員か、そして教員歴(1年一3年、 4年一10年、 11年一

20年、そして 21年以上)を尋ねた。教員歴は、研修結果とどのような関係、があるかを探るための項

目である。次に本研究の目的である研修の成果について、各項目ごとに 5段階評価(1.全く効果がな

かった 2.効果がなかった 3.わからない 4.効果があった 5.非常に効果があった)で設問をした。

そして、今後の研修について、何年後にどれくらいの期間、どのような研修内容と形式で受講したい

のかを尋ねた。最後に今回の研修に参加して感じたことを自由に記述する欄を設けた。

3. データ分析および考察

3. 1 データ分析と考察

表 lは研修の効果に対するアンケート得点と標準偏差である。石田 (2004) は、科学研究費補助金

基盤研究として初年度「英語教員研修j受講者に対して全国規模の調査を行い、中学校教員 1129と高

校教員 1080の約 2200人から回答を得て、両群を対比させながら分析をしている。その比較したグラ

フから見ると、統計的検定はないものの、中学校教員の方が高校教員より効果があったという評価を

していることが読み取れる。しかしながら、本研究では本年度受講者 36名のうち、高校教員は 2名の

みであったため、中・高校と分けることなく、分析をした。表 lの「資質」とは教師としての資質向

上に効果があったかの質問であり、「運用能力・ speakingJ とは、英語運用能力の speaking力向上に効

果があったのかということ、「教授力Jとは英語教授力(指導力)向上に効果があったかという問いで

ある。そして、教歴が研修効果とどのように関係しているかを探るために教歴 10年ごとに 3群に分け

て分析を行った。ただし、 10年未満の受講生はわずか 5名で、 11年以上と 21年以上の集団と比較す

るとやや少なくなっている。

全体では資質(3.94)、運用能力、特に speaking (3.92) と listening(3.75)、そして教授力 (3.92)

はそれぞれ 4の効果があったに近い得点を得ている。 4領域を分散分析し、ボンフエローニの多重比

較をすると、 speakingとreadingの聞には 1%水準で、また speaking とgrammarの聞には 5%水準で
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speakingの方が有意に高い得点を示 している。つまり、受講生は readingや grammarと比べて speaking

に対 してはこの研修をより効果があったと評価したことを意味している。この結果は今回の研修目的

が実践的コミュニケーション能力の育成にあるので、そのようなカリキュラムが設定されており、当

然と 言えば当然の結果であるが、その目的を充分達成したことになる。

次に 10年ごとの教員歴が違う 3群について見ると、 11年から 20年までのグ、/レープが教師としての

資質 (4.31)、speaking力 (4.00)、そして教授力 (4.19) とも効果があったの 4点以上をつけているこ

とがわかる。この群は項目得点のみならず、標準偏差の SDにおいてもいずれも l点以下で他の2つ

の群と比較するとぱらつきが少ない点が指摘できる。換言すれば、この群が今回の研修に対して一番

効果があったと評価していると言えよう。特に教授力の SDは 0.54と低く、大多数の人が「効果があ

ったJと答えていることになる。それとは対照的に教員歴 10年までのグループ。においては、評価が一

番厳しく、 4点を超える項目がないばかりか SDも非常に高く、この群には研修を評価した人とそう

で、なかった人が混在していたことがわかる。同様に教員歴21年以上についても4点以上の評価はなく、

運用能力の speaking と教授力を除いて、 SDも高く、効果があったと感じた人とそうで、なかった人が

いたと言える。

表 1 研修直後のアンケート項目得点と標準偏差

資質 運用能力 運用能力 運用能力 運用能力 教授力

(人間力) speaking listening reading grammar (指導力)

全体 N=36 3.94 3.92**本 3.75 3.19** 3.33本 3.92 

SD 0.98 0.84 0.97 0.92 0.96 0.81 

1~10 年 N=5 3.40 3.60 3.60 2.40ホ 2.40* 3.00* 
・・・・・・4・・4・.圃圃圃圃圃圃園田‘.圃園田‘'・・ 圃 圃圃圃曹司・ ・・・・・・・・4・・'・+・・4・4・4・・...... “ 柑 .....~..咽町 ..........................咽" .......... 目‘ ・・園田‘ ・・・・ ・，・・

SD 1.34 1.51 1.52 0.89 0.89 1.22 

11~20 年 N=16 4.31 4.00 3.81 3.31 3.43 4.19事

圃圃園田‘・晶圃圃 ' ・4・ ・・・4・・・ 4・+・・・4・4・・・・ ・ ・・・・4・可 ・可・可 ・酔 ・4・・4・.・4・・4・・ ・・・・・・・・ー・・4・・ ...._.......仲仲村 “ 町，..........H...・ 圃圃圃圃圃圃 ‘園田“"“ “ 咽 町'・ 町酔目“‘ 圃可.

SD 0.70 0.82 0.75 0.70 0.73 0.54 

21年以上 N=15 3.73 3.93 3.73 3.33* 3.53* 3.93 
・・ 開園圃圃a園町・・・圃圃圃圃圃園町戸圃圃園" 町 ....H..“ 戸圃園町圃・・・・ 晶圃四圃園町.H.....H. ............. .. 咽・・ 同伊・・ ・ “' 可・ 町酔町酔町‘町酔園町園町酔目“・

SD 1.03 0.59 1.03 1.05 1.06 0.70 

車 pく 0.05 *本 pく 0.01

この 3群の平均値の差を調べるために分散分析をし、ボンフエローニの多重比較をした結果、reading

とgrammarにおいては教員歴 10年未満と 21年以上の聞に 5%水準で、有意な差が生じた。また教授力

においては 10年未満と 11年から 20年までのグループ。に同様の有意差が認められた。 10年未満の受

講者の点数が低いのは、大学を卒業した後まだあまり聞が無く (5名の内 3名までが教員歴3年未満)、

readingや grammar、言語習得理論や教科に対する知識等の指導力という点では得ることが少なかった

のかもしれない。それに対して教歴 21年以上の受講生は日頃中学生レベルの readingとgrammarに慣

れているためか、今回上級レベルの readingや grammarはある程度の効果があったと感じたのであろ

フ。
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3. 2 コメント

前述の石田 (2004)の調査には研修直後のアンケート(自由記述)として 1369名の参加者からの声

が掲載されている。これは報告書 171ページ中 92ページにも及ぶ。今回のアンケートのコメントも研

修に対する率直な意見として、今後の研修を企画する上で参考になるので、以下にできるだけオリジ

ナルを掲載する。石田は自由記述をキーワード別に 15に分割して読みやすいように見出しを付けてい

るが、以下の 14のコメントもこれらに分類することができる。 なお、最後の括弧内は教員歴を示す。

1) i強制的に参加するのではなく、自分に必要なものを自ら選択して参加する研修を希望しますJ(10年未満)

2) i私は今 26才でまだ経験も少ないのですが、はやり年上の先生方はよくいろいろな知識や経験もあって、

英語力も高い方が多いと感じ、刺激をうけました。負けないぞ!J (10年未満)

3) i 10日間の研修を通じて、本当に大変でしたの一言です。しかし、講師の先生方や主事の熱意とご配慮のお

かげで、何とか乗りこえてがんばることができました。また、日頃、現場で、共にがんばっている先生方と知り

合え、共に励ましながら研修できたことを本当に嬉しく思いますJ(11 ~20 年)

4) i英語をあまり聞かない環境にいるので、耳が英語モードにもどるのに時間がかかりました。 10日間の研修

のつけ(学校の仕事、こどものことなど)をあと 1週間でカバーしないといけないのは負担でした。でも知的

好奇心復活、自分を見つめるのに良い機会でしたJ(11 ~20 年)

5) i有意義であったことは間違いありません。しかし、もうすこし自分の今の力にあった研修ができたら良か

ったと思います。まだまだ勉強が足りません。あとはこの夏休みに部活等約 3週間に渡ってできないことがあ

ったので、それが残念ですJ(11ー20年)

6) i様々な職場の人と同じ時間を共有できたことを感謝しますJ(11 ~20 年)

7) iしばらく研修を受けておりませんでしたので、襟を正すきっかけとなりましたJ(11 ~20 年)

8) i実際にコミュニケーションする場面がつくれない状況で日々過ごしているので、コミュニケーションの場

を与えられることはとても刺激になりましたJ(11 ~20 年)

9) i 10日間の研修と問いただけでどんな目にあうのかと心配でしたが、非常に充実しておりためになりました。

他教科の先生に自慢したいほどです。生徒の立場もわかりました。講師の先生方や共にすごした先生方との出

会いを大切にしたいと思いますJ(21年以上)

10) i今回の研修の最後に TOEFL-ITPを受けたが、このテストをするならば、研修期間中に TOEFL-ITP用の演

習をすべきであると思う。指導と評価の一体化の原則に反すると思う J(21年以上)

11) i自己研修の大切さを感じました。日頃は HRと授業に追われて、なかなか自分のスキルアップができませ

ん。もう一度、原点に戻って頑張りたいと思いましたJ(21年以上)

12) iとにかく大変でしたが、資料等をたくさん準備して下さったことに感謝していますJ(21年以上)

13) i実際に参加してみて、普段聞くことのできない立派な講師の先生方から講義を受け、研修できたことを

感謝し、たしますJ(21年以上)

14) iとにかくマンネリ化していた自分に気づきました。今後の授業に役立てて行こうと思いますJ(21年以上)
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受講者、特に教員としての経験を積んだ人達は、参加するまでは大変だと思っていたが、研修を受

けたことにより改めて「研修Jの大切さを自覚したという心境が窺える。また、経験の浅い教員は先

輩の先生方の能力に励まされ、また刺激を受け、 2)のように「がんばるぞ!Jという気持ちになった

のであろう。 11年以上の経験者の中には現場で共に働いている先生方との出会いを挙げている受講生

が3名もいる。これは小泉 (2005: 45) が提案している「仲間づくりのすすめ」の一つに当たるので

はないだろうか。

3. 3 今後の研修に対するアンケート

アンケートの設問は、「今後このような研修を受講するとすれば、何年後にどれくらいの期間、ど

のような研修内容と形式で受けたし、かj である。「し、つj の回答に対して最も多かったのが、 2-3年

後が 10名(この中には 2年ごとや 3年ごとも含む)、 5年後も 10名、そして 3-5年後が 4名、来年

が2名、 1-2年後が 2名、定期的や本人が希望する時という回答も各 l名ずつあった。

次に「どれくらいの期間」に対する答えとしては 5日が一番多く 14名、 3日が 5名、 3-5日が 4

名、 2日や 10日、そして数時間という回答もそれぞれ l名ずつあった。「研修内容Jは自分自身の英

語力アップと同時に教授法や指導法を望む声が多く、特に授業ですぐ使用できる実践的なコミュニケ

ーション活動に役立つワークショップを希望する回答が多かった。最後に「どのような形式で」に対

する答えとしては、今回のような全員参加型(悉皆研修)と今回よりは少人数の 20-30名クラスで実

施してほしいというもの、また希望制という回答もあった。

4. おわりに

今年度の研修は 5年計画最後の年であり、主催者側も過去 4年間の研修を踏まえた上で研修を計画

されたと推測する。北九州市の場合は、文科省が研修目的とした 3つの点、「教育的人間力J、「英語運

用能力jそして「英語教授力Jともある程度の効果があったという結果を得た。特に教師歴 10年から

20年までの受講生は全体的に満足度も高く、そのことから考えると 10年研修としづ従来から実施さ

れていた研修はそれなりの意味を持っていたと考えられる(この5年間は 10年研修の替わりとして「英

語教員研修j を受講することとなった)。小泉 (2005: 44)は「数週間の受講だけで何かが大きく変わ

る訳ではない。研修会という非日常的な機会に得たものや考えたことが、どのように教室に還元でき

るか、また、その教員の今後が自己の成長にどんなきっかけを与えるか、そういった視点で研修を捉

えなくてはならなしリと述べている。石田 (2004)が研修 2ヶ月後にも閉じ質問をし、どれほど効果

が持続するかを検証しているが、今回のアンケートはそこまで深く探ることができなかった。しかし

ながら、石田のアンケート結果から、研修受講前と比べると最も効果が現れたのが、「自分の行ってい

る授業を批判的な態度で反省しながら、絶えず改善するようになったj ということである。このよう

な研修を長期的な自己成長として捉え、松畑ら (2003b)が提案している「ポートフォリオJの活用や

自分自身で学ぶ「個人大学院への入学Jなどにつなげて行く方法を開発していくべきであろう。
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アンケート結果から研修期間は 2-5年ごとに l度、 5日程度が望ましいと多くの受講生が望んでい

ることがわかった。内容については、自身の英語力向上と共に教授法や実践的指導法を希望している

教員が多かった。コメントからも大多数の受講生が感じていることであるが、はやり研修は大切で、、

その中から得ることは大きいということだ。しかし、 3.2.1)のコメントのように悉皆研修には抵抗の

ある受講生もいて、可能であれば自主的に本人が決定して受講したい講座を選択できるような配慮、も

必要なのかもしれない。そのような場合、小泉 (2006・23)や池田 (2003: 27)が訴えているように、

公的に出張扱いになるような行政側の研修支援や理解、研究費の補助が必要になろう。同様に、高等

教育機関である大学等でも夏季や冬季を活用して、最新の英語習得理論や学習者論、学習者ストラテ

ジーとし、った理論を提供する講座を開講することが求められる。

平成 21年度 4月より教員免許更新制が導入されるが、免許更新のための研修フ。ログラムにおいて

も、現場教員のこうした意見を重視すべきであろう。研修で得た成果は当然授業に反映され、それが

ひいては文科省が提案した r~英語が使える日本人』の育成のための戦略構想j に結びつくのではない

だろうか。

謝辞 毎年講師として温かく迎えてくださった北九州教育センターの指導主事川野修一先生(平成 15年と 16年

度)、そして島元敏和先生(17年から 19年度まで)、北九州市の ALTの皆様には心より御礼申し上げます。島元

先生には特にアンケート実施でも大変お世話になりました。また、アンケートに快く回答してくださった本年度

受講生 36名の皆様にも厚く御礼申し上げます。私にとってもこの 5年間は非常に貴重な教育経験となりました。

この分析結果が今後の研修の一助になることを願っております。

参考文献

池田真澄 (2003). r研修プログラムの問題点ー現場から研修のあり方を考える J 、『英語教育~ 52、4、

26-27. 

石田雅近 (2004).~現職英語教員の教育研修の実態と将来像に関する総合的研究』、文部科学省科学研

究費補助金基盤研究 (B)、英語教員研修研究会.

小池生夫 (2003) . r文部科学省 r~英語が使える日本人』の育成のための行動計画」に至る施策の系

譜とこれからの課程j 、『英語展望~ 110、2-7.

小泉仁 (2005). rみんなで考える英語教育、教師が創る英語教育J 、『英語展望~ 112、40-45.

小泉仁 (2006). r変わろう英語教師、変えよう英語授業一文科省『行動計画』をステップに 21世紀

への発展をめざしてJ 、『英語展望~ 113、16-23.

松畑照一 (2003a). ~英語教員研修モデ、ルフ。ログラム(骨子u、文部科学省.

松畑照一編 (2003b).wr英語が使える日本人」の育成のための英語教員研修ガイドブック』、文部科学

省.

松畑照一 (2003c). r今年の夏の研修プログラムはこうなる」、『英語教育~ 52、4、8-13.

l
 

q
J
 



nu 
zA
 

小栗裕子

松畑照一 (2003d). r英語教員に求められる教授力と英語力J、『英語展望11110、8-13.

田遺祐司 (2003). r自己研修の提案:その内容と方法」、『英語教育1152、4、18-20.

卯城祐司 (2003). r研修プログラムのモデルケースJ、『英語教育1152、4、14-17.

Abstract 

The Ministry of Education， Culture， Sports， Science and Technology in 2002 formulated “A 

Strategic Plan to Cultivate ‘Japanese with English Abilities. '" 1n the plan， improving the teaching 

ability of English teachers and upgrading the teaching system were included. To this end， all 

English teachers of junior and senior high schools had to take intensive trainings for two weeks 

within the five years from 2003 through 2007. This training aimed to improve teachers' abilities to 

cultivate students' communication abilities. 

2007 was the last year of the training and this training was evaluated by 36 participants for this 

study. Many said that the training was effective in improving their teaching abilities and teaching 

method as well as their English communication abilities. Especially those who had been teaching 

English between 10 years and 20 years evaluated this training highly， compared to participants with 

less than 10 years of teaching experience. 

Appendix アンケート項目)

し 該当する項目にOをつけてください。

-あなたは a. 女性 b.男性 -あなたは a. 中学校教員 b.高校教員

-あなたの教員歴は a. 1-3年 b. 4 -10年 c. 11-20年 d. 21年以上

2.この教員研修に参加していかがでしたか。該当する欄にOをつけてください

1. 全く効果 2 効果が 3. わからない 4 効果が 5.非常に効果

がなかった なかった あった があった

1.教師としての資質能力向上に

2. a. スピーキングカ向上に

b リスニングカ向上に

C. 読解力向上に

d 文法力向上に

3.英語教授力(指導力)向上に

3.今後このような研修を受講するとすれば、何年後にどれくらいの期間、どのような研修内容と形式で受けたい

とお考えでしょうか。

aいつ bどれくらいの期間 C.研修内容 d.どのような形式で (今回のような悉皆型ワ)

4. その他、今回の研修に参加して感じたこと等自 由にお書きください。

。〆
臼

勺ふ



Forrest Gump: Themes of Tolerance & Equality 

Walter KLINGER 

In a parallel universe， the protagonist of Forrest Gumjフ(1994，Director: Robert 

Zemeckis) encounters Elvis Presley， John Lennon， and three American Presidents， is involved 

in the Vietnam War and anti-war demonstrations， and precipitates events like the Watergate 

Investigation and fads like smiley faces. These topics make the film useful for cross-cultural 

studies， and its story of human relationships and values makes it appealing to young EFL 

students. In its evocation of episodes in American history， the film can be interpreted as 

telling a parable of tolerance and equality. This article discusses two m司orthreads in this 

theme: persons with disabilities， and the struggle for civil rights. 

The movie starts with a feather floating down from high in the sky and landing at the 

feet of a young man. He picks it up， looks at it oddly， and carefully places it in a children's 

illustrated book in his neatly arranged suitcase. Having completed the task at hand， he stares 

ahead rather vacantly and unfocussed， sitting ramrod straight on a bus stop bench. A poster 

on the side of a passing bus advertises a car for 1981. When a woman sits next to him， he is 

friendlyヲvolunteeringhis nameラ ForrestGump， and offering her a chocolate丘oma box. In a 

modem urban setting， this is unusual， even suspect， behavior. The woman shakes her head 

and tries to ignore him. Forrest keeps talking; his speech is slow and mild-mannered. He 

relates his mother's maxims about how a box of chocolates is like life， and what shoes reveal 

about people. Then he starts reminiscing about his first pair of shoes. The woman cannot 

help but stare at this phenomenon and listen. Homstein (1994) talks about her son， who 

behaves like Forrest at the bus stop: 

My son Joel is 20 years old and has autism along with several developmental 
disabilities. As with Forrest Gump， a conversation with my son resembles a script 
from “The Twilight Zone." Joel speaks more in echoed phrases he's heard 
elsewhere than in self-initiated sentences. It is not uncommon for Joel to meet 
someone， give his name， shake his hand and then tell the poor， unprepared soul that 
“a mind is a terrible thing to waste." And yes， he always gives the 800 number to 
encourage you to respond charitably to this and many other public service 
announcements which he memorizes. Is Joel into凶ngsome deeply felt， altruistic 
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statement meant to change the face of the world? No， this is just his way of using 
existing phrases凶 order1:0 participate in that baffling exercise called conversation. 

The question is often asked in the film，“is F orrest stupid or something?" Demb 

(1997) suggests th剖 Forrestprobably has “pervasive developmental disorder and certainly not 

mental retardation." Demb bases the diagnosis on Forrest's“social skills deficits，" 

“perseverative tendencies" like running across the country four times，“a tendency to i凶tiate

conversations with total strangers and repetitively use， in a somewhat rehearsed fashion， a 

phrase from his past，" and his “odd vocal quality， with precise and formal intonation." 

Demb notes Forrest's“excellent gross motor skills and eye-hand coordination，" and Hyman 

(1997) agrees that F orrest has “too much ability." Hyman considers Forrest's“e訂ly

language delays，" and decides that Forrest， in today's society，“would not be classified as 

having mental retardation; instead，“borderline or dull-normal would be more appropriate." 

The 1986 novel by Winston Groom (bom 1944)， on which the film is based， opens 

with Forrest's words，“Let me say this: Bein' a idiot is no box of chocolates." Greenbaurn 

(1996) contends th剖 thephrase from the novel is “much less charming but fi訂 morerealistic" 

than the film's bon mot about bonbons， as people with mental retardation in reality have low 

prospects for financial success or happiness in love， quite unlike Forrest's experience. 

Greenbaum also remarks that“no one with Forrest's IQ would be labeled ‘a idiot' today. 

The term is offensive and outdated." 

Besides his intellectual handicap， Forrest as a child in the mid-1950s also has a 

physical disability. He wears braces on his legs to help correct a spine “as crooked as a 

politician." The braces bring to mind the viral disease， polio， which for decades had 

paralyzed， confined to iron lung machines， and crippled tens of thousands of people， children 

disproportionately so. Franklin D. Roosevelt (1882-1945， President 1933-1945)'s legs were 

almost totally paralyzed by polio. In the decade following World War 11， 

at least twenty thousand cases were reported annually; in 1952， polio reached its 
destructive peak with fi財-eightthousand new diagnoses. ... So many of those who 
had “recovered" from polio were left with twisted backs， withered limbs， bodies that 
no longer could run and play. ... Polio epidemics were second only to the atomic 
bomb in surveys of what Americans feared most (Pomerantz 1999). 

The monumental victory over polio by Dr. Jonas Salk (1914-1995)'s polio vaccine in 1955 

coincides with the time Forrest threw offhis leg braces. 

The film plays“with boundaries of fiction and history" (Grainge 2003:208). Much 

of the hurnor in the film comes丘omseeing Forrest repeatedly wander and stumble into 

well-known scenes企omhistory， like a feather “buffeted by the winds of posれH紅America"

34 



Forrest Gump: Themes ofTolerance & Equality 3 

(Guinti 1996)， and unwittingly a百ectthe course of events. Sometimes the subject of humor 

is F orrest being “a bit on the slow side" and his awkward social skills. We are meant to 

laugh when Forrest understands everything people say literally， as when he meets Presidents 

Kennedy and Johnson. Guinti (1996) remarks， 

There is a weird dissonance between Forrest's wide-eyed narration and Zemeckis's 
knowing direction. In a number of witty quick-cut montage sequences that 
accompany Forrest's simple-minded voice-over， p訂tof the joke is that Forrest 
doesn't get what's going on. Thus the audience is actually put in the position of 
laughing at its hero 's ignorance. 

For the most part， however， Forrest's disability is treated sympathetically， and Forrest himself 

is a compassionate person-I 

An important message of the film is that all people deserve to be treated fairly. This 

is developed particularly strongly through a number of scenes that describe and reflect events 

in the history of American race relations. The very first scene， of Forrest talking to the 

woman at the bus stop， recalls a landmark event， one of the first victories for civil rights for 

black citizens since the Civil War of 1861・ 1865. On December 1， 1955， in Montgomery， 

Alabama， Rosa Parks (1913-2005)， was arrested after she refused to give up her bus seat in 

the section for “coloreds，" behind the企ontseats permanently reserved for white passengers， 

to let a white passenger sit. The local Baptist church minister， Dr. Martin Luther King， Jr. 

(1929-1968)， led a boycott using a method th剖 tumedout to be tremendously effective in 

ga也inglegal rights for black people: nonviolent resistance， or civil disobedience. 40，000 

black people throughout the city stayed off the public buses for over a year and held peaceful 

rallies， while segregationists bombed Dr. King's house and black churches. The contrast 

between the methods ofthe protestors and segregationists was readily apparent on TV and in 

newspaper reports， and helped sway public and political opinion in favor of the civil rights 

movement. In November 1956， the United States Supreme Court ruled that racial 

segregation on buses violated equal protection laws and was unconstitutional. The bus 

boycott ended the day after the court order arrived in Montgomery， six weeks later. In 

recognition of the importance of her action， Mrs. Parks received the Presidential Medal of 

Freedom in 1996 and the Congressional G 

1 Forrest is similar to the lead characters in the 1958 movie， No Time for Sergeants， and the 1964-1969 CBS TV 
series， Gomer Pyle， U.S.MC. AI1 three are strong， naive， slow-witted， literal-minded， good-hearted country 
boys仕omthe rural South stationed in the arrny， whose misadventures are told as comedies. Forrest is 
watching Gomer Pyle on TV in the arrny hospital when a soldier tel1s him toれ汀noff“that stupid shit." This 
seems to be the film making a humorous cornment about itself and its predecessor. 
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Montgomery and Detroit (where she later lived) were marked with black ribbons.z 
The image of Forrest and the woman brings to mind the Montgomery Bus Boycott 

perhaps mainly in hindsight， ref1ecting on what messages the movie might be presenting. 

However， two stories Forrest tells the woman deal directly with events in the history of race 

relations， so we can be confident that this interpretation is not overreaching. 

Having told the woman about his childhood physical handicap， Forrest next informs 

her that his mother named him after“the great Civil War hero， General Nathan Bedford 

F orrest，" who “started up this club called the Ku Klux Klan." We see a short scene from the 

silent film， The Birth 01 A Nation (1915)， with a man who looks like Forrest and other men in 

white robes and pointed white caps， sitting on horses draped in white cloth， ready to ride off 

somewhere. This image is readily recognizable by all Americans， and we know what it is 

that they are riding offto do: to terrorize and attack black people. 

Nathaniel Bedford Forrest (1821-1877) was a self-made millionaire landowner and 

slave dealer before achieving fame (and notoriety， for his part in the Fort Pillow massacre of 

over 300 Union soldiers and black people) as a cavalry leader in the Civil War. He was 

acclaimed honorary leader，“Grand Wiz訂 d，"of the Ku Klux Klan， or KKK， in 1867. The 

KKK was formed of loosely organized， and even unrelated， bands of white supremacist 

2 Martin Luther King， Jr. became the acknowledged leader ofthe civil rights movement， was awarded the Nobel 
Peace Prize in 1964， and is now one of the most admired people in the USA. His “1 Have A Dream" speech at 
the rally for civil rights in Washington on 28 August 1963 is regarded as one of America's fmest:“1 have a dream 
that my foぽ littlechildren will one day live in a nation where they will not be judged by the color oftheir skin 
but by the content oftheir character." King's assassination somehow did not register in Forrest's life， at least as 
far as the movie shows it， but the DVD has a deleted scene where Forrest unwittingly prevents police dogs from 
attacking King by throwing them a stick to play with. King's first encounter with the idea of peaceful 
resistance was American philosopher Henry David Thoreau (1817-1862)'s essay，“On Civil Disobedience，" an 
argument for disobeying the law in moral opposition to an unjust state. King writes of read時 Thoreauin 
1944:“Here， in this courageous New Englander's refusal to pay his taxes and his choice of jail rather than 
support a war that would spread slavery's teηitory into Mexico， 1 made my frrst contact with the theory of 
nonviolent resistance. Fascinated by the idea of refusing to cooperate with an evil system， 1 was so deeply 
moved that 1 reread the work several t出les. 1 becam巴convincedthat non-cooperation with evil is as much a 
moral obligation as is cooperation with good" (Carson 1998: Chapter 2). Gandhi (1869-1948)， who led the 
passive resistance movement to compel the British to leave India， also credited Thoreau as a major influence. 
King said，“Christ furnished the spirit and motivation while Gandhi furnished the method." The woman in the 
movie says her “feet hurt，" which also recalls Mrs. Parks' actions， as some reports said that Mrs. Parks refused to 
give up her seat because she was tired企omher day at work. Mrs. Parks herself said she wasn 't especially tired 
physically， but tired ofbeing abused. She was secretary ofthe Montgomery NAACP (The National Association 
for the Advancement of Colored People， one of the oldest and most influential civil rights organizations in the 
United States， founded加 1909)，knew that her action would lead to arrest， and was prepared to folIow through 
with what needed to be done to change the segregation law (Evans 2001: 191). Lerner (2006:331，332) shows 
photographs ofMrs. Parks being fmgerprinted by the police， and sitting in a bus in企ont0 
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vigilantes. In 1869 Nathaniel ordered the Klan to disband， saying it had become “perverted 

from its original honorable and patriotic pu中oses，becoming injurious instead of subservient 

to the public peace." “There were some foolish young men who put masks on their faces 

and rode over the country， frightening negroes [sic]， but orders have been issued to stop that， 

and it has ceased，" he insisted (Forrest 1868). The KKK obviously ignored Nathaniel's 

order to disband， as they wreaked violence on blacks and other minorities for over a hundred 

more years. In a speech to a black political organization， he declared，“1 want to elevate 

eveηman， and see that you take yo町 placesin your shops， stores and 0伍ces，"though not 

before claimingヲ“1am here representative of the Southem People ー onethat has been more 

maligned than any other" (Forrest 1875). 

Nathaniel fought for the Confederacy in what is commonly known as the American 

Civil War， though it is also sometimes called the War Between the States (in Chinese-based 

languages， the “American North-South War，，).3 The major cause of the war was a dispute 

over whether slavery， introduced into colonial America in 1619， would be permitted in the 

new states formed as the U.S.A. expanded its borders to the west. The more immediate 

cause was the election as President of Abraham Lincoln (1809-1865， President 1861-1865)， 

who opposed extending slavery to the new states， though he was willing to allow it in those 

states that already had slavery. Eleven southem states seceded企omthe United States of 

America to form a new country， the Confederate States of America， in order to protect their 

“independence" and “states rights.ララ These expressions referred to the self-claimed right of 

individual states to permit slavery， without having to say the distasteful word “slavery" too 

often. Needless to say， the slaves themselves did not have a voice in the matter. 

Of the southem states' population of about 9 million， about 4 million were slaves and 

300，000 were丘eeblacks; one in four white families owned slaves. Ofthe north's 21 millionラ

one percent were slaves. 18% of all white male Southemers aged 13 to 43 died in the civil 

war， and 8% of that age group of Northemers. A total of about one million people died， 

3 The U.S. Congress has never adopted an official name for this wa巳ref1ectingits unsettled status in the mind 
of America. The Confederate govemment avoided the term “civil war" and referred in official documents to 
the “War between the Confederate States of America and the United States of America." In 1994， the U.S. 
Postal Se円 iceissued commemorative stamps captioned“The Civi¥ War / The War Between the States." The 
black comedy，争ikeLee Presents: CSA， The Confederate States of America (2004)， shows what life would be 
like in the USA today ifthe Confederacy had won， and how absurd that situation would be. The twelve-hour 
ABC TV mini-series Roots (1977) is probably the best-known film about slavery in the USA. The six-hour 
PBS-WGBH Boston documentary Ajトicans in America: America's Journey Through Slavery (1998) 
http://www.pbs.org!wgbh/aialhome.htmlisaninformativeresource.asis the three-hour BBC Four documentary 
Racism -A History (2007) http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/racism-history.shtml. 
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6 Walter KLINGER 

including 600，000 soldiers， more than in all other U.S. wars combined， in some 10，000 

military engagements， almost half of them in Virginia and Tennessee. As the war dragged on， 

President Lincoln， in the Emancipation Proclamation of 1862， declared the slaves in the 

Confederate states to be企ee(though not those in the Union). Even after the Confederacy 

was defeated， southem states refused to let the “Freedmen" vote， and passed other 

discriminatory laws. To stop these actions， the federal govemment placed those state 

govemments under military rule in 1867. African American men could vote and many were 

elected to public 0宜ice. However， their civil rights were almost completely reversed after 

dubiously-elected President Rutherford B. Hayes (1822-1893， President 1877-1881) removed 

federal troops in 1877 in“a back-room deal" (Field 1998)， leaving white men free to forcibly 

take back control of the state govemments. By the early 1900s， racism “had become more 

deeply embedded in the nation's culture and politics than at any time since the beginning of 

the antislavery crusade and perhaps in our nation's entire historγ" (Foner 1988). 

The Birth 01 A Nation (then called The Clansman) opened in 1915 and was a 

sensational success， the first Hollywood blockbuster. In the first two years， over 25 million 

people in the United States saw it. Costing about $100，000 (the equivalent of $2 million in 

2007)， by 1931 it had retumed more than $18 million (some estimates say more than $100 

million) (Calney 1993). Made by Hollywood's first great director， D.W. Griffith 

(1875-1948)， the three hour-long melodrama was a pioneering landmark in the history offilm 

technique. It is also perhaps the most evil movie Hollywood ever made.4 

The film begins with a caption hoping that there will never again be any war， 

followed by a caption saying，“The bringing of the Africans to America planted the first seed 

of dis-Union." Next shown are two short scenes， a slave auction， and Abolitionists 

campaigning to end slavery. The main story then begins， of two white families， one from the 

North， one from the South， and how their harmony and friendship is tom ap訂 tby the A仕lcans

and the white people from the North who support their freedom. In the end， North and 

4 Film reviewer Roger Ebert (2003) says，“The Birth 01 a Nation is not a bad film because it argues for evil. 
Like Riefenstahl's The Triumph olthe Wi/l， it is a great film that argues for evil. To understand how it does so 
is to leam a great deal about film， and even something about evil." Lapper (2007) says，“The Birth 01 A Nation 
should never be forgotten. It should be taught in history c1asses and sociology c1asses to educate people on the 
power of racial myth， the power of ha甘ed.It is as加 portantan historical artifact as the Nazi propaganda films 
ofthe fo此iesand has enormous historical value. But it should not be taught in film c1ass anymore. It should 
not be revered. It belongs on no list of great films." An interesting footnote about the clip seen in Forrest 
Gump is that tire tracks are visible on the dirt road. Obviously they do not belong in a Civil War se白加g;they 
are Gri田th's filmmaking goofs. The whole film can be watched at 
htゆ://video.google.comlvideoplay?docid=6688165513470959198& q=birth+of十a+nation
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South regain their harmony when the b1acks are put back into slave-1ike conditions and their 

white supporters rea1ize the error of their ways. 

The Stonemans from Pennsy1vania visit their good丘iends，the Camerons， in South 

Caro1ina before the outbreak of the war. Here they take a wa1k through cotton fie1ds， where 

slaves訂 e，well， ••• slaving， and watch slaves dancing merri1y during their dinner break. A 

caption titled“In the Slave Quarters" notes that the slaves work from six to six with a 

two-hour dinner break; the imp1ied message must be that their working conditions were really 

quite reasonab1e. Romance b1ossoms between Ben Cameron and E1sie Stoneman， and two 

young men from the two fami1ies become “best pa1s." A caption says that the Southem 

states 1eave the union to protest the “ru1e of the nation over individua1 states." In the war， 

the best pa1s fight on opposite sides and predictab1y die next to each other. The assassination 

ofLinco1n ends the first ha1f ofthe fi1m.5 

The 1ast ha1f glorifies the K1an for restoring white supremacy to the South. After 

the war， Congressman Austin Stoneman comes to the South with his mu1atto aide， Si1as Lynch. 

In rea1ity， peop1e 1ike Austin were sent by the federa1 government to enforce the 1aw freeing 

the slaves and to he1p them in education， health care and emp1oyment. However， as 

portrayed in the fi1m， Austin uses the Freedmen as too1s to humi1iate the white Southemers 

and punish them for supporting the Confederacy. A film caption says that the intention of 

“carpetbagger" Northem whites 1ike Austin was to“put the white South under the hee1 of the 

b1ack South." There are many scenes showing the “outrages" perpetrated against Southem 

whites. A big strong young b1ack man pushes a frai1 1itt1e old white man for no app訂 ent

reason， and b1ack men e1ected to po1itica1 0百lcee剖創edchicken， drink whiskey， and 1eer at 

white women during assemb1y meetings， where they pass 1aws 1ike permitting interracia1 

ma汀lage.

The perceived powerlessness of Southem whites 1eads Ben Cameron to start an 

organization to restore the white supremacist socia1 order. As a caption quoting President 

Woodrow Wi1son (1856-1924， President 1913-1921) exp1ains，“The white men were roused 

by a mere instinct of se1f-preservation， unti1 at 1ast there had sprung into existence a great Ku 

5 ln the film， Lincoln inexplicably transforms企omthe cause of the war into the savior of the South. F or the 
Southemers in the film， Lincoln is “The Great Heart" and “Our Best Friend，" s戸npatheticto the policy of 
forgiveness towards the South， unlike the evil men who come after him and仕yto des甘oythe South. Lincoln's 
famous words showing that he was prepared to let the Southem states back into the Union gently are inscribed 
on one wal1 ofthe Lincoln Memorial in Washington， D. c.:“With malice toward none; with charity for all; with 
frrmness in the right， as God gives us to see the right， let us strive on to fmish the work we are in; to bind up the 
nation's wounds." 
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8 Walter KLINGER 

Klux Klan， a veritable empire ofthe South， to protect the Southern country.，，6 

The Klan rides to the rescue any number of times to beat back， the blacks and rescue 

the whites， including the clip we see in Forrest Gump. On Election Day， Klan members 

prevent black men企omvoting by pointing their guns at them， and the blacks back off on 

tip-toe， bug-eyed. (This is surely intended to elicit laughter from the audience.) When 

Silas tells Austin he wants to m訂 ryone of his daughters， Austin is ho町ifiedand realizes that 

his place is with white men after all. The film ends with the weddings of Phil Stoneman 

with M訂garetCameron and Ben Cameron with Elsie Stoneman， the reunion of divided 

企iendsand the birth of a new white nation. The ghost-like image of Jesus hovers above， 

apparently approving the result. 

When it was released， Birth 01 A Nation sparked anti-black riots outside theaters and 

protests from the NAACP. Its propaganda message also sparked a resurgence of the Klan. 

“Within ten years of the film's premier， the Ku Klux Klan rose to the height of its power" 

(Lerner 2006:313). In the early 1920s， the organization may have had as many as 45 million 

members， 15% of the nation's population. By other estimates， the Klan's active membership 

was about 1.5 million (Calney 1993). The new Klan was successful in recruiting members 

in the American Midwest and West， advocating not only white supremacy but also 

anti-Catholicism， anti-Semitism， anti-immigration， and anti-communism. Membership 

dropped by 1930， but the Klan's violence continued for decades.7 

6h  one strange scene，G11s，a “Renegade Negro" --as the title credit calls him， says to Flora Cameron，“I'se a 
captain now， an' 1 want to marry." Flora slaps him， runs泊tothe forest， and jumps to her death off a cliff， rather 
than let Gus ... do what? Catch her? Touch her? Make her marry him against her will? Violate her? 
Why she jumps isn't clear to me， but before she breathes her last， she whispers something to Ben that isn't 
captioned， and the Klan tracks Gus down and lynches him. Fabe (2004: 37) writes，“Griffith depicts black men 
who are not faithful Uncle Toms as dangerous， power-hungry rapists who equate political equality with the 
仕eedomto sexually possess white women. According to this logic， the violent overthrow of black power by 
the Klan at th巴 endof the film is morally justified. In fact， the real predators were white males with power 
over women slaves. By projecting their lawless sexuality onto black men， whom they can then hate， revile， and 
punish with impunity， white men are able to protect the illusion that they are p町 e，lawful and restrained. 
Interestingly in this regard， Gus and Silas Lynch， both lawless men who lust after white women， are played by 
white actors wearing unconvincing blackface [make輔 up]. Scratch the black facade and undemeath the leering 
exteriors of the film's pr出levi11ains are white men." An “Uncle Tom" was a black man who behaved 
subserviently to white men. In the film， there are a number of black characters that remain faithful to their 
masters. The most famous movie of the Civil War， Gone With the Wind (1939) features mostly faithful 
~laves-tumed-servants (see Diller 1999). 
， 
To give a few examples， in the early 1970s， Klansmen were involved in bombings in Michigan and Boston to 

protest “busing，" the fi巴deralgovemment policy where students were sent by bus to schools in order to achieve a 
certain level ofracial integration within a school district. One group， the “United Klans of America，" c1aimed a 
membership of 33，000 in the South in 1965， but lost members when group leaders were found linked to cr凶linal
activity. They were later bankrupted when they were found Iiable for $7 mil1ion in a wrongful-death verdict 
a食era 1981 Iynching murder in Alabama. The stories of 1960s Klan murderers who were finally brought to 
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Forrest says the Klan would wear white sheets“and act like a bunch of .... ghosts or 

spooks or something." He says that his mother named him F orrest to remind him “that 

sometimes we all do things that， well， •.• just don't make no sense." The pauses in Forrest's 

sentences indicate that he is searching for the right words to say. They suggest that Forrest 

does know at least a little about what these men really did. Forrest is not saying that he 

doesn't know that the Klan attacked black people; he is saying he doesn't understand why 

they did. As Byers (1996:428) observes，“F orrest， in his natural goodhearted innocence， 

would find their real motives incomprehensible." 

We can read Forrest's words as“carrying an implicit political critique of the Klan" 

(Byers 1996:428). As he says these words to the black woman， a representative of Rosa 

Parks， and， through her， victims of hundreds of years of racial oppression and hatred， they 

may even be read as an apology of sorts for the violence ofForrest's forebears.8 

Forrest himself has been the target of name-calling and physical attack， so he 

understands how it feels to be a victim. Boys throw rocks at young Forrest and taunt him， 

and again in high school they chase him in their truck， the camera showing a close-up of a 

Confederate flag bumper sticker. Lieutenant Dan gets angry with Cunning Carla and 

Long-Limbs Lenore when they ask him，“Is your friend stupid or something?" He says， 

“Don't you ever call him stupid，" and the girls call Dan a number of derogatory terms 

regarding his own physical disability. Forrest understands what is happening here very well: 

“He didn't want to be called crippled like 1 didn't want to be called stupid.，，9 

trial and convicted 30 and 40 years after the events are presented in Mississ伊'fJiBurning (1989)， Ghosts of 

Mississippi (1996)， and Mississi)ヮ'piCold Case (2007). The name of the group derives仕omthe Greek kuklos， 
rneaning circle. 
。“Whilenot generally regarded as a civil rights film， the immensely popular Forrest Gump is nothing if not a 
retelling of postwar southem history. The film signals its historical designs， in fact， in the frrst scene， in which 
a black woman waits for a southem city bus. Although the scene is set in present-day Savannah， the Rosa 
Parks connotations are unmistakable. As iftaking his cues仕omthe scenario， the dimwitted Forrest proceeds to 
offer up to the woman a virtual apologia for southem racism" (Graham 2001: 191). “Forrest's very frrst 
audience is an A企ican-Americanwoman (apparently a nurse) whose “feet hurt" and whose presence 
immediately foregrounds racial di佐erence(her placement at the bus stop， moreover， is likely to have real 
resonance for anyone familiar with the history of desegregation in the South). .... So Forrest Gump， in other 
words， is announced as the descendant and namesake of a champion of white supremacy and pe中e回 torof 
genocidal violence. Forrest's initial construction， however， as a paragon of whiteness (which is to say， racism) 
is coded as a false identification insofar as the film (much more unequivocally than the novel) appears to be 
committed to an antiracist project" (Savran 1998:300-30 1). 

ノ Oneboy calls，“Look， l'm Forrest Girnp." “Girnp" is an offensive word to refer to a person who limps. 
“Gump" is itself an obscure word meaning a foolish person.“Gumption" is more positive， meaning “boldness 
of enterprise; initiative or aggressiveness." Some southem whites call the Confederate flag a symbol of pride 
and heritage; for others it is a symbol of the history of division and racial hatred. Dan himself earlier called 
Forrest“an imbeci1e， a moron who makes a fool of hirnself on national TY." Dan is in despair over his own 
physical disability:“I'm nothing but a goddamn cripple; a legless合eak.… Whatam 1 gonna do now?" D如、
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One of the clear messages of the film is that no one deserves to be victimized， and 

that all people deserve respect and an equal chance in life. The first thing we hear Mrs. 

Gump tell her son is，“Don't ever let anybody tell you they're better than you， Forrest. If 

God wanted everybody to be the same， he'd have given us all braces on our legs." In the 

context of the themes of this film，“white skin" and “high intelligence" could be substituted 

for “braces on our legs." Mrs. Gump also insists that Forrest should have “the same 

opportunities as everybody else." Jenny's repeated victim relationships with men are also 

presented sympathetically. 

We see another message of anti-racism in a story that Forrest tells the woman. 

Again， he doesn't understand why people are doing what they are doing. “College was veη 

confusing times，" he says， introducing this sequence. Forrest is digitally inserted into 

newsreel film合oma well-known event in the civil rights movement，“The Stand in the 

Schoolhouse Door" of J une 11， 1963. This scene is “one of the few instances where the film 

allows an explicitly political discourse to be heard" (Byers 1996:429). 

We see Chet Huntley (19日ー1974)reporting on the TV news， 
Federal troops， enforcing a court order， integrated the University of Alabama today. 
Two Negroes were admitted， but only after Governor George Wallace had carried out 
his symbolic threat to stand in the schoolhouse door. 

N ext are a few seconds of newsreel footage of Governor George Wallace (1919-1998， 

Governor of Alabama 1963-67，1971-79， and 1983-87) coming out ofthe schoolhouse to face 

Federal Deputy Attorney General Nicholas Katzenbach (b. 1922). Wallace has said，“We 

hereby denounce and forbid this illegal and unwarranted action by the central government，" 

though we only hear Katzenbach's reply，“Governor Wallace， 1 take it from that， uh， statement 

that， uh， you are going to stand in that door. . .川O

A TV reporter (digitally inserted into the scene and not from the original footage) 

continues， 

Shortly after Governor Wallace had carried out his promise to block the doorway， 
President Kennedy ordered the Secretary of Defense then to use military force. 
Here， by videotape， is the encounter by General Graham， commander of the National 
Guard， and Governor Wallace. 

disability is dealt with sympathetically; there is only one joke about it in the film: when he tells Forrest he wants 
to try out his “sea legs，" and Forrest doesn't understand the expression. Through his business talents and 
investment acumen， Dan manages to parlay his and Forrest's luck in the hurricane into a sizeable fo此une;he 
~yentually flllds his self-worth， 0巳asForrest puts it， makes “his peace with God." 
10 We cannot hear cJearly from this point， but Katzenbach continued，“and that you are not going to ca町 out
the orders of this court， and that you are going to resist us企omdoing so. 1 would ask you once again to 
responsibility step aside and if you do not， l'm going to assure you that the orders of these courts will be 
enforced." 
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We see Wallace saying， 
(*This first part is not heard in the film: We must have no violence today， or any 
other day，) because these National Guardsmen are here today as federal soldiers for 
Alabamans， and they live within our borders， and they are all our brothers. We are 
winning in this fight， because we are awakening the American people to the dangers 
that we have spoken about so many times， just so evident today~ a trend towards 
military dictatorship in this country. 

The digitally inserted reporter says，“And so， at day's end， the University of Alabama in 

Tuscaloosa had been desegregated， and students 1immy Hood and Vivian Malone had been 

signed up for summer classes." Newsman Huntley concludes，“Govemor Wallace did what 

he promised to do. By being on the Tuscaloosa campus， he kept the mob from gathering and 

prevented violence."¥¥ 

The court order refers to a number of court injunctions that forbade the Alabama state 

govemment with interfering in the enrollment of black students. However， Wallace had 

declared th剖 thefederal govemment would have to arrest him before he would allow Hood (b. 

1943) and Malone (1942-2005) to enroll (Clark 1993:168). He appointed himself 

Temporary University Registrar and stood blocking the doorway to the administration 

building， Foster Auditorium， refusing Katzenbach's requests to step aside four times. 

President 10hn F. Kennedy (1917-1963， President 1961・1963)then federalized the Alabama 

National Guard; that is， he took away the Govemor's command of the voluntary state militia 

(as distinct from the federal訂 my).I2 About four hours after the showdown had begun， 

General Henry V. Graham (1917-1999) of the Alabama N ational Guard said to Wallace，“Sir， 

it is my sad duty to ask you to step aside under orders of the President of the United States" 

(Ingram 2005). Wallace next gave the statement shown in the movie， and left the campus. 

Certainly there was a potential for violence that day， and Wallace's presence helped 

prevent it from erupting. The Ku Klux Klan had staged a rally near the town the night 

¥¥ The last part of Huntley's report is only vaguely heard in the film:“NBC News will present a special 
program on the Alabama integration story at 7:30 p.m. tonight， standard Eastem Daylight Time. Now a word 
企omAnacin."
¥2 Blum (2007) explains that the Insurrection Act of 1807 permi仕edthe President“to call the militia into 
Federal service to suppress insurrections and to enforce the law， including when State authorities were unable or 
unwilling to secure the Constitutional rights oftheir citizens." Not shown in the movie is Wallace's claim in the 
school doorway of“the right of state authority in the operation of the public schools， colleges and Universities" 
(Wallace 1963). Wallace's states' rights claim is similar to that ofthe Confederate States: it allows the speakers 
to present themselves in an offended yet dignified pose， disguising th吋 deprivationof other people's rights 
under the cloak of defending their own rights. If Kennedy had used the federal army to enforce the law， it 
would have supported Wallace's claims of states' rights being仕ampled，and probably would have created more 
sympathy for Wallace. As the National Guardsmen lived “within our borders，" in Alabama， Wallace was able 
to save face by saying that local people shouldn't fight against other local people， but that the fight would 
continue another day. 
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before， and one student in the film says he is not happy about the black students. He tells 

For立Tes札t，ラ

meaning 0ぱfthis word， or perhaps he just confuses two meanings. He seems to understand 

when the student uses another racist and inflammatory word，“Not raccoons， you idiot. 

Niggas." H佃 bery(n.d) describes the how students， teachers， and administrators on campus 

prepared for the worst that day: 

We took out all of the bottled soft drink machines all over campus， picked up rocks 
and every piece of wood. There was nothing bigger than a toothpick you could find 
to throw. ... 1 think Wallace assumed Katzenbach would take the students back off 
campus， and then he viewed that they would have to have federal force to bring them 
back in. And so that would make the federal government the aggressor against the 
state. But when they were turned away by Wallace， we took them to their residence 
hall rooms. The inside of the c出npus，with the residence halls， was under control of 
the federal marshals. N ow if Wallace was going to do anything， he would have to 
be the invader of the campus. 

While most ofthe people watching didn't know ifthis scene would end peacefully or 

violently， apparently Kennedy and Wallace had largely agreed in advance what would happen 

(Ellio杭2003). Areporter (McGhee 2005) writes ofhis conversation with James Hood: 

[Hood] said the agreement between the White House and Wallace's aides provided 
th剖 Wallacewould step aside. They [Hood and Malone] had already emolled 
quietly at the federal courthouse in Birmingham， and all they had to do was pay their 
fees and leave， he said. He recalled talking to President Kennedy on the telephone. 
"We knew it was going to be historic but we had no idea what the impact would be，" 
he said. 

That evening， President Kennedy gave a speech broadcast live by all television 

networks across the country: 

Good evening my fellow citizens. This aftemoon， following a series of threats and 
defiant statements， the presence of Alabama National Guardsmen was required on the 
University of Alabama to carry out the final and unequivocal order of the United 
States District Court of the Northem District of Alabama. That order called for the 
admission of two c1early qualified young Alabama residents who happened to have 
been bom Negro. That they were admitted peacefully on the campus is due in good 
measure to the conduct of the students of the University of Alabama， who met their 
responsibilities in a constru 
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U.S. Supreme Court in the case of “Brown v. Board of Education of Topeka" had ruled that 

segregated public schools by their veηnature were unequal， and thus violated the 

Constitution. There was much resistance and some schools were closed rather than be 

forced to integrate. In 1965， 94% of southern black children were still enrolled in segregated 

schools (Wicker 2001: 113). 

The civil rights movement had been growing for years by now， often meeting violent 

opposition. Marchers， including children， protesting segregated facilities were attacked by 

police dogs and knocked against walls by high-pressured water hoses in Birmingham， 

Alabama， in 1963. Three months after the schoolhouse stance， a bomb planted by Klansmen 

in a Birmingham church killed four young women. In the age of television news， these and 

other scenes of racial hatred appalled good people across the nation and around the world. 

In 1965， six hundred predominantly black civil rights activists [including Martin 
Luther King， Jr.] set out from Selma [Alabama] to the state capital in Montgomery， 
fifty miles away， to make voter registration a national issue. Wallace issued an 
order to stop the march. When the marchers arrived at the Edmund Pettus Bridge at 
the edge of Montgomery， they found state troopers waiting with sticks， bullwhips， 
and tear gas. The beatings that followed were seen on television by a horrified 
national audience. Within days， President Johnson asked Congress to pass the most 
comprehensive voting rights bill in the nation's history (Riechers 2000). 

Combined with the Civil Rights Act of 1964， the Voting Rights Act set in motion a 
dramatic change in the political landscape of the United States by ensuring that all 
eligible Americans， regardless of race or color， could cast their votes and have those 
votes counted" (Lerner 2006: 345). 

“Within three years， black voter registration in Mississippi， the most repressive 

southern state， increased from 6 percent to 44 percent" (Wicker 2001: 1 0 1). In 1965， there 

were fewer than 100 black citizens elected to public office in the United States; twenty-five 

years later there were more than 7，200. It is ironic that segregationist Wallace can be 

credited with helping push two Presidents to strengthen civil rights laws.
13 

As a consequence of his stand at the schoolhouse door， Wallace became well known 

throughout the nation， and he was ambitious. Ingram (2005) observes，“While the ‘stand in 

the door' was a charade， it served Wallace's pu中oseswell. On that day he ceased to be just 

another Southern governor who opposed segregation; he became the national symbol of that 

13 
‘Although he courted black votes in 1960， Kennedy did not endorse equal rights and civil right legislation 

until the year before his term and life were cut short" (Bond 200 I :14). Lyndon Johnson (1908-1973， President 
1963-1969) was in the 1950s also not a c1ear suppo口erof equal rights. However， by the tirne he became 
President， Texan Johnson “wanted to be remade仕omSouthemer to Westemer to American; a figure conscious 
that history would be his judge; a bighearted man more sensitive to appeals for racial justice than any president 
before or after hirn" (Bond 2001 : 14). 
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resistance. " 

Even as the violent events were taking place in his home state， he saw an opening on 
the national scene with his anti big-government， pro law-and-order message. He 
presented himself as the outsider and tapped into working-class feeli~gs 5?f being lef! 
out by a government concemed only with the rights of minorities. ... Wallace entered 
the 1964 Democratic primaries in Wisconsin， Indiana， and Maryland， and with little 
campaigning took over one third of the overall vote. ... [In 1968，] the count可 Wぉ m
turni.oil.on the heels of the assassinations of Robert Kennedy and Martin Luther King， 
Jr.， riots in major cities， antiwar marches and sit-ins. The explosive atmosphere put 
Wallace in a prime position with his law-and-order message， his opposition to the 
civil rights acts passed by Congress， and the Supreme Court's decisions on school 
prayer， -integration， and later， on abortion. By October of 1968， 22 percent of 
American voters supported George Wallace for president. In the general election he 
won five states with ten million people casting their votes for him ... But Wallace 
never did become president， despite additional attempts in 1972 and 1976. [In the 
1972 campaign，] just as Wallace was gaining momentum (he had won the F10rida 
primary and posted strong seconds in Wisconsin and Pennsylvania)， he was shot by 
the mentally unstable Arthur Bremer during a campaign stop in Laurel， Maryland. 
... Wallace ran again in 1976， this time丘omhis wheelchair. With his health a major 
factor among voters， he did not fare well. (Riechers 2000) 

Before he was Govemor， Wallace as a judge in the 1950s often ruled in favor of 

black plaintiffs and demanded that they be treated with respect. But to win election as 

Govemor， Wallace decided to“play the race card，" to pander to the racial fears and hatreds of 

the white voters. In 1963， he delivered his most notorious rabble-rousing slogan， 

“Segregation now， segregation tomorrow， and segregation forever." In later life， Wallace 

regretted his behavior. He called civil rights leader John Lewis， who had been beaten by 

state police on the Edmund Pettus Bridge. “He literally poured out his soul and heart to me. 

It was almost a confession，" said Lewis (Riechers 2000). In 1979 he apologized to the 

congregation in Dr. King's former church: 

14 

1 have leamed what su百enngmeans. In a way that was impossible [before being 
shot and crippled]， 1 think 1 can understand something of the pain black people have 
come t 

Mrs. Jones said that in a private meeting before the award ceremony，“[Wallace] said he feIt that it was wrong， 
that it shouldn't have happened. He said he felt the state of Alabama is better now than it was then as a resuIt of 
what has happened through the integration and the desegregation ofthe schools here" (Jet 1996). “1 asked him 
why did he do it，" she said.“He said he did what he felt needed to be done at that point in time， but he would not 
do that today. At that point， we spoke --1 spoke --of forgiveness" (Holley 2005). In 2007， the Alabama 
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In the movie， Forrest is digitally inserted between Wallace and Graham， looking at 

them intently， trying to understand what they are talking about. (A security guard is also 

blue-screened into the scene， looking剖 Fo汀est.) When he notices that Vivian Malone has 

dropped a book (digitally added to the historical footage)， he runs to pick it up， and runs after 

her， calling，“Ma'出n，you dropped your book. Ma'am!" He gives a little wave to the 

crowd and the camera， and runs after her into the schoolhouse. Forrest's football coaches 

are surprised to see him on the TV news apparently supporting the struggle for racial equality. 

However， doing that would require a conscious understanding of what is happening， so the 

coaches can't believe it was really Forrest. Giunti (1996) notes th剖 whatForrest did “IS 

certainlyan act ofkindness， but hardly an act ofmoral courage.，，15 The main reason for this 

scene in the film is， 1 believe， to provide the viewers the pleasure of seeing Forrest 

surrealistically interact with yet another well-known scene of American history. Some 

viewers may laugh at Forrest's lack ofunderstanding about what is happening. There is also 

a message delivered here， that Forrest is bigoted towards none and polite to all， and that that is 

an admirable way to behave. 

Finishing this story， Forrest saysラ“Afew ye訂 slater.ヲ thatangry little man at the 

schoolhouse door thought it'd be a good idea and ran for President. But somebody thought 

that it wasn't." Forrestヲ inrefeηing to Wallace as “that angry little man，" seems to be giving 

a political opinion， as he did about the Ku Klux Klan. We see a newsreel clip of Wallace 

being shot， and F orrest comments，“But he didn't die." Wallace was paralyzed in both legs 

as a result ofthe shooting. Forrest remembers this event well; perhaps because Wallace was 

Govemor of his state for a long time (his wife Lurleen was also Govemor)， and because it 

resulted in Wallace having a disability a little like his own when he was young. The woman 

on the bench leaves， saying，“My bus is here." Forrest politely says，“It was凶cetalking to 

you，" though the woman has barely said anything.16 

legislature passed， and the Govemor signed， a resolution expressing “profound regret" over slavery and its 
lingering irnpact. The bi11 was signed in the Alabama state house that served as the fi汀stCapital of the 
Confederate States of America. Gary Sinise， Lieutenant Dan in Forrest Gump， played Wallace in the TV movie， 
George Wallace (1997). 
15 Hood and Malone walked through the schoolhouse door to "a spattering of applause" (Clark 1993 :231). 
The people applauding showed moral courage. 
16 Boyle (2001) argues that because the black woman “chooses not to participate in the telling" of these stories， 
her “failure to offer analyses or interpretations to challenge Forrest's perspective thus strengthens the legitirnacy 
ofhis tale." Boyle suggests her experience ofracism would be quite different企omForrest's. This scene was 
filrned泊 ChippewaSquare， in Savannah， Georgia. The statue加 thebackground is of General Oglethorpe， 
founder of the Colony of Georgia (Manual n.d.:53). From its founding in 1732 until 1750， slavery was illegal 
in Georgia. 
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There are several more scenes that show Forrest interacting with black people. 

After his improbable graduation企omcollege， Forrest joins the Arrny.17 The year is about 

1965 and he is in an integrated凹乱 The Drill Sergeant， a black man， yells in his face. This 

would have been unthinkable and impossible not many ye訂 searlier. President Harry S. 

Truman (1884-1972， President 1945・.1953)banned racial segregation in the American armed 

forces in 1948. At the start ofthe Korean Conflict (1950・1953)，the Arrny was still resisting 

the order. Most African American soldiers served in segregated support units in the rear， and 

a smaller number in segregated combat units. As the white units were being decimated as 

the war continued bloodily， they began accepting black replacements. The Arrny thus 

became integrated without much controversy. 

As Forrest looks around at the men in his platoon， of whom a large number are black 

men， he says，“1 don't know much about anything， but 1 think some of America's best young 

men served in this war.，，18 Bubba becomes his “best good friend，" and Bubba remarks on 

their good relationship，“we be watching out for one another， like brothers and stuff." 

Forrest runs repeatedly into the battle zone to try and rescue Bubba. Lavery (1997:21) 

remarks on this “Southern-stereotype-de今ingfriendship with an African閏American."

The movie one more time presents a rather long political speech， referring again to 

black rights， and to the Vietnam ConfliCt.19 Jenny brings Forrest to a Black Panther Party 

headquarters during the anti-war rally in Washington of October 21， 1967. Posters of 

radical revolutionaries like Eldridge Cleaver (1935-1998) and Che Guevara (1928-1967) 

adorn the walls. One placard reads，“No Vietnamese Ever Called Me Nigger." Masai pats 

F orrest down， checking for concealed weapons， and says， 

17 

Let me tell you about us. Our pu中osehere is to protect our black leaders 企omthe 
racial onslaught of the pig who wishes to brutalize our black leaders， rape our women， 

Forrest in the novel has to leave coIIege after one year because he cannot pass enough courses. He does， 
however， take a course on “The Idiot in Literature" and has a talent for mathematics. That the DriII Sergeant 
considers Forrest to be a “genius" and “gifted，" and wil¥ surely be “a General someday" makes fun of the Army 
more than it does of F orrest. 
18 22% ofthe American soldiers in Vietnam were black， while blacks made up only 11% ofthe total population. 
The discrepancy was most certainly due to economic reasons. Forrest's comment seems to be a “healing" 
comment about the American soldiers， who were caIIed“baby killers" by people like Jenny's boy合iend，and， on 
their return to the USA， were not hailed as heroes but were neglected， ignored， and sometirnes even despised. 
Lugg (1999:7) says，“By the late 1960s， the U. S. military deliberately recruited men with sub-normal IQs， some 
as low as 62， for the Southeast Asian meat grinder. Hopelessly ill-equipped to deal with warfare and despised by 
their comrades-in-arms， most ofthese men were quickly slaughtered." 
19 Because the U.S. Congress never dec1ared war， the Korean Conf1ict and the Vietnam Conflict were not 
o田ciaIIy“wars，"but “police actions." Official dec¥arations of war would likely have resulted in China and the 
USSR also becoming more openly involved. Direct American combat in Vietnam was circa 1961・1973，though 
the Vietnamese people are stil¥ today a貸出tedby damage like genetic birth defects caused by defoliants. 
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加 ddes~roy our black communities. We are here to offer protection and help for all 
those who need our help， because we， the Black Panthers， are against the war in Vietnarn. 
We are against any war where black soldiers are sent to the企ontline to die for a countη 
that hates them. We are against any war where black soldiers go to fight and come to 
be brutalized and killed in their own communities as they sleep in thelr beds at night. 
We are against all these racist and imperialist dog acts. 

The Black Panther Party， most active between 1966 and 1972 and often in the news 

headlines， combined elements of Black Nationalism and socialist revolutionary class struggle. 

Panther members were involved in deadly shoot-outs with police a number oftimes; two were 

shot asleep in their beds in Chicago. Most ofthese events happened over the next few ye訂 s;

the movie is obviously conflating history.20 Forrest cannot follow Masai's rhetoric; besides， 

his attention is on Jenny as her boyfriend hits her. Byers (1996: 431) contends，“In context， 

we are no more to understand him than Forrest does. Rather， his speech is simply aggressive， 

irritating， half-heard background noise." The speech nonetheless does appe訂 tosummarize 

the feelings of black people who have abandoned non-violent protest to fight racial 

oppression. Quite ironically， given their reputation for endorsing the use of violence， it is the 

Panthers who tell the usually placid Forrest to leave. He apologizes for having “a fight in 

the middle ofyour Black Panther party，" confusing two meanings of“party." 

In Bayou La Batre， Forrest pays sincere respects to Bubba at his grave and sings in a 

black gospel church?1 He gives “Bubba's sh訂 e"ofhis financial fortune to Bubba's mother， 

and we see that she doesn't have to work for white people anymore and like her ancestors did; 

rather， white people work for her. He also gives “a whole bunch" of money to the church 

and the local hospital. 

In many of these scenes with black people， Forrest seems to be a kind of healer of 

historic wounds. Kellman (1996:114) says，“Forrest Gumjフexpungesthe stigma of racism 

from the image of the South." Chumo (1995:3) writes，“Gump carries in his very name 

America's racist history， and， by making him the redeemer ofthe nation， the film suggests that 

20 Pig" was a derogatory tenn referring to the police and other authority figures. “Imperialist running dog" 
~as a standard Marxist insult to supporters ofthe capitalist economic system. 
21 Forrest goes to a church to pray for shrimp， as Lt. Dan cynical¥y suggests. The humor in this scene is that 
white Forrest cannot sway his body and sing out like the other (black) choir members. It is also perhaps funny 
that he is the only white face in the choir， but that is more ironic than comical.“Most faiths promote the 
equality and企atemityof al¥ believers as a central tenet. Yet in practice religious congregations are among the 
most segregated of institutions (Polis Center 1999). Slaves attended church services with their owners， but had 
to sit in the ba¥cony.“Slaves were prohibited企omfonning their own congregations， for fear that they would 
plot rebel¥ion if al¥owed to meet on their own" (Edsitement 2002). Savran (1998:302) remarks，“His lone white 
face in the choir is both the filrn's way with a visualjoke and the sign ofForrest's taking up a black positionality 
within the narrative --the sign of his exclusion， his difference， his victimization in relation to white Southem 
society (this identification is also set up earlier in the filrn when， as he is being pursued by bullies， the camera 
zooms in on the Confederate flag license plate on their truck)." 

49-



18 Walter KLINGER 

America itself， with the same racist roots， can transcend the ugly aspects of its past." 

Graham (2001: 193) suggests th瓜 whenJenny reassures Forrest that their son is “very smart， 

one of the smartest in his class， the legacy of Nathan Bedford Forrest， even， in fact， the very 

notion of inheritance， magically dissolves. The birth of a shining， intelligent， new Forrest 

signifies in no uncertain terms the birth of a culturally cleansed South." We also notice that 

their son was conceived on July 4， 1976， the 200th anniversary of the founding of the U.S.A. 

and the Declaration of Independence， which famously stated that “all men are created equal." 

Some film reviewers see Forrest performing as a healer in an even wider range， as 

Forrest can also be seen to reconcile other American traumas; in particular， the antagonism 

between people who supported waging war in Vietnam and those opposed to it.22 
Forrest's 

own words seem to reveal this message of making peace with terrible events:“Mama always 

said，‘You've got to put the past behind you before you can move on. '" 

The movie ends as the feather drops unnoticed out of Forrest's book and f10ats away. 

It has spent only a year or two in Forrest's book， but during the length of the film we have 

seen much of his life and many events in American history. Forrest is again si悦ingand 

staring rather vacantly. This time， we are aware of the sadness in his eyes， and we know 

something about why he feels that way. He is sad that people he loved and who loved him 

have died， and he is sad that he doesn't understand a lot of the things， many of them violent 

and hateful， that have happened around him and to him. In this way， F orrest embodies 

aspects of the human condition; he is an American Everyman?3 

22 
Forrest in military uniform and medals embraces Jenny the counter-culture flower child in the pool in front of 

the Washington Monument， suggesting“a national baptism" (Chumo 1995:5). Vietnam veteran Lieutenant Dan 
introduces his Asian fiancee，“a reconciliation with Vietnam， a union of East and West，" and Jenny gives Dan a 
kiss on the cheek，“as if national conflicts are being resolved" (Chumo 1995:6). Boyle (2001)， however， 
protests that this view “evades the actual damage done by American仕oopsand thorny questions about the 
experiences of disabled veterans in a disabling society." Other reviewers also see the fiIm condemning “loud 
and pushy" war protestors while praising the military. Byers (1996:435) notes，“There is something Orwellian 
about this notion that the war is waged by peace白Iboys， while the peace movement is like being in the aロny."
Forrest dropping his pants and mooning President Johnson， who has just called for escalating the war， seems like 
a blatant political comment by the filmmakers， if not Forrest. Despite whatever messages about healing may be 
read in Forrest Gump， the cultural battle over the significance and legacy ofthe events ofthe 1960s has not yet 
been resolved in the mind of America (see， for example， Perlstein 1996)， and racial discrimination is not yet 
completely in the past. It is interesting that while fiIm seems to portray Forrest as a healer， it also mocks this 
perception. In his runs across America， Forrest is taken as a holy man by his followers， as someone “who's got 
it aII figured out" and “who has the answer，" but in the end he leaves them high and dry. Forrest can also be 
seen as a representative of a new kind of man (see Byers 1996:431)， who would never behave as badly as some 
of the men before him did， including his own白ther，Jenny's father， the elementary school principal， Klan 
members， Govemor WalIace， and Presidents Johnson and Nixon. 
23 

There is surely no final interpretation on Forrest's life and stories. Scott (2001 :9) provides this summary of 
the meaning of the fiIm:“Straightforwardly， this is a feel-good message of hope and good will， but this fiIm begs 
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滋賀方言と日英語音声構造

Shiga Dialect and Japanese-English Phonetic Structure 

寺 島姐子

Michiko TERAJIMA 

はじめに

滋賀県立大学に赴任して以来、学生たちの英語発音がし、わゆる「カタカナ」発音であることに驚かされ

てきた。いわく、 and、butは[アンドオ]、[パットオ]となる。東京の大学で担当した学生たちの発音も硬

く、よく称される日本語発音 (JapaneseEnglish)が多かったが、当地の学生たちのカタカナ発音とは少し

趣を異にしていたように思われる。この起因は滋賀方言の音声構造と少なからず関わりがあるのではない

かという感じをいだき、その成り立ち、特徴などを通して彼らの英語克服への道を探ろうとした。

1 滋賀県方言

1. 1 立地条件

滋賀県は四方山に固まれていて、全く海に面していない。中央には日本最大の湖、琵琶湖がある。県の

東方から南東にかけては岐阜県、三重県に接し、その北部は伊吹山脈が、そして養老山脈、鈴鹿山脈が南

北にはしり、県境をなしている。県の南方から西方は京都府と境を接し、そこには比叡山脈、比良山脈が

ある。また北方は福井県と境を接し、三国山脈が湖の北岸に追っていて、東北から西南に連なっている。

琵琶湖は滋賀県総面積の半分程度を占めているような印象を与えるが、その大きさは実際には六分のーに

すぎない。そしてその名の示すとおり、楽器の琵琶のような形をしていて、北に広く、南に狭く県の中央

部に位置している。

気候は愛知川と雄松が崎とを結ぶ線によって、ほぽ南北にわかれ、北は裏日本型で冬季降雪量が多く、

南は瀬戸内海型の延長といってもよく一般に降水量も少なく、また冬季は温暖で概して二毛作である。

1.2 文化的条件

滋賀県は上述のように四方山に固まれているが、政治、文化の中心で、あった大和、京都に近く位置して

おり、東海、東山、北陸の人々は都、京都へ往還するためには峠道を越えてまず近江の国を通らなければ

ならなかった。また、東海道諸国の人々は、現在の国道 l号線の通る鈴鹿峠を越えて近江を通り都へ上が

らなければならなかったし、北陸からは古くは湖西まわりが本道で、あった。このように、当時都で、あった

今
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2 寺島姐子

京都に上がるには近江を通らなければならないという立地条件から、さまざまな文化やことばの通り道で

もあった。『滋賀県史』所載の「文政石高表」によると、幕府直轄地領主や杜寺などは近江の土地を分有し、

しかも領主の領土はーか所にまとまっているわけで、はなかった。一般に江戸時代は領主経済の時代と言わ

れ、各藩において需要の調整をおこない、領民の移出入を統御していた。しかしながら近江は零細給地が

いわば犬牙交差し、領域経済は成り立ちえなかったから、領民は領界をこえて他国に移動した。この政治

的境界に束縛されないという考え方と行動とはいつしか近江人の聞に浸透し、当時の封建社会にはめずら

しい全国人を形成し、近江商人発生の一因ともなったといわれている(楳垣 1962p. 165-6)。こうした近江

人の全国人的性格はさきにのべた通り道的環境とあいまって、近江人はどこにいってもすぐその土地の言

語を習熟するということばに対する高い順応'性を培った。

近年、市郡の人の流れをみると京都に近い大津、草津あたりには工場の誘致で他府県からかなりの人た

ちが出入しているし、また交通手段の発達により、滋賀県内から京都への通勤通学者も多い。京都市に隣

接する湖西の滋賀郡は途中越などによって京都への出入りがかなりあるのは当然だが、高島郡は花嫁修業

として京都へ女中奉公にでるものが多かったし、また二男三男の京都・大阪への丁稚奉公も多くいたとい

う歴史的背景のために、たいていの家が京都・大阪に親類縁者を持っているといわれている。また、甲賀

郡は三重県に隣接しているが、伊賀、伊勢との人的交流がかなりあり、たとえば土山町では、明治初年、

茶の生産に鈴鹿をへて大量に作男を雇い入れたが、そのまま士山にいついた人がかなりの数に上る。湖北

の東浅井郡、坂田郡、長浜市それに湖東の彦根市あたりは幕末から明治にかけて、美濃から入ってきて住

みついたもの、あるいは美濃人と縁組したものがかなりあって美濃色と相まった文化を培った。

このように歴史の早い時期から他府県との交流が近江の文化を形成し、また言語を作り上げている(楳図

1962 pp.163-5)。

1.3 方言区画

滋賀県方言は湖北の特異方言圏と湖南・湖西・湖東の京都的方言圏とに三大別することができる。もっ

とも京都色の濃い大津市・草津市などの湖南、もっとも京都色のうすい伊香郡・東浅井郡・長浜市・坂田

郡の湖北、そして湖を挟んで、彦根市・犬上郡・愛知郡・近江八幡市・八日市市・神埼郡・蒲生郡などの

湖東、高島郡の湖西の言語圏である。

アクセントは、湖北は垂井式アクセント、それ以外の、湖東、湖西、湖南は京都式アクセントを用いて

いる(楳図 1962pp.167-71，寛 1998pp.59-62)。

1.4 滋賀方言の音声特徴

滋賀方言は京都の文化圏に属し、京都と共通の特徴を持っているが、その内部には京都と異質のものも

含まれていて、方言差は少なくない。京都方言に目を向けてみると、京都が千年の都と称されていること

は、表現をかえると、京都の言語がその問我が国の中央語の位置を保っていたことを意味する。従って、

現存するごく一部の上代文献を除いて、古くそこに表記されていることばは、すべて京都方言ということ
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滋賀方言と日英語音声構造 3 

になる。このことは京都人が京都のことばに対して方言を意識するようになったのは、政治情勢の変化し

た江戸時代になってからということを示している(寛・遠藤 1998pp.58-92)。

滋賀方言は京都方言を反映すると述べたが、異なった変化を遂げ現代語に到達したものもある。

(1)連母音 [ai]と[oi]

①滋賀県湖北、湖東の彦根市・犬上郡、湖西の高島郡・マキノ町・今津町

[ai] > [記] 例赤い[ak.ai]> [akae] 

[oi] > [oe] 例白い[Jiroi]> [Jiroe] 

②京都奥丹後の久美浜

[ai] > [a:] 例 赤 い[akai]> [aka:] (アカア)

[oi] > [oe:] 例遅い[osoi]> [ose:] 

③京都丹後の竹野郡弥生町

[ai] > [a:] 例 赤 い[akai]> [aka:] (アキャア)

(2) 母音の無声化

無声子音に後続する[u]が無声化する。湖東から湖北にかけての特徴。

例貸す[k出u]> [kas旦]

~です [----desu]> [ ----des旦] *下線は無声音 u[lII]を表す

(3) [1)]音は用いられない。従って[g]vs. [り]とい う音韻対立はない。湖西の高島郡、湖南の甲賀

郡の特徴。

(4) 現代語会話に現れる滋賀方言と京都方言のちがい(井上 2003p.30) 

滋賀方言 17時やで。はよ起きゃんせ/起きなあかんで、」

「すっごいねむたい。起きられへんのやJ

「今起きんと、学校遅れるほん/遅れるで」

京都方言 17時やで。はよ起きよし」

「めっちゃねむたい。起きれへんわ」

「今起きひんかったら、学校遅れるえJ

共通語 17時よ。はやく起きなさしリ

「すごくねむたい。起き(ら)れないよJ

「今起きないと、学校遅れるよ」

F
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4 寺島姐子

2 日本語と英語の音声比較

日本語と英語は系統的なつながりもなければ、音声現象の聞こえにも大きな聞きがあることは周知のこ

とである。これらのことを十分理解して英語を学ばなければ、通じる英語への道は遠い。英語圏に旅行を

したり、短期の、あるいは長期の留学もそれほど難しくなく、さらに nativespeakersに直接英語を習う機

会も増えている昨今だが、依然として 「日本語式発音」から抜け出せない。これを拭うにはどうしたらよ

いか。それには、まず第一に、教師が発音の重要性を自覚し英語的発音を身につけることが必要である(寺

島2006)。従来行われてきたテレビ、ラジオ、テープレコーダーなどを駆使して発音指導をしでもあまり効

果が見られてこなかったとしづ反省に立って、指導している教師自身が正しい発音を身につけ、見本を生

徒に示すことほど大きな効果はない。生身の人聞が目の前で発音してみせるということは、機械とは違う

心理的効果を持っているということを、もっと教師は自覚するべきである。発音練習に必要な第二のこと

は、日本語の発音との比較に基づく方法で指導することである。学習者がすでに身に付けている日本語(こ

こでは滋賀方言)の発音を出発点として、その音声とどのように違うかを比べながら指導していくのが効

果的であると考えられる。つまり、生徒の実際の日本語発音を観察して、それに基づいて訓練法を考えな

ければならない。特に方言話者の場合はそうである。

日本人の英語発音の最大の弱点は子音全般の発音が弱すぎるということにある。声そのものも弱々しい

ことが多く、このため少し離れると、英語はもちろんのこと日本語でさえ、何が話されているのかよく聞

き取れない。特に方言話者(ここでは滋賀方言話者)はそうである。これは実際にあった話だが、アメリ

カのレストランで plateを頼んだら breadが来たというエピソード(町田 2006pp.94-105)で、子音発音

が弱いということと、二重母音を長母音で発音しがちな日本人の発音特徴を如実に表している例であろう。

語頭音[p]と[b]、語末音[t]と[d]がはっきり発音されていないため、そして二重母音[ei]を[e:]と発音し[ei]vs. 

[e]がはっきり聞き分けられなかったために起こった聞き間違いである。子音音の違いは有声音対無声音で、

その違いは声帯を振動させるかどうかにあるが、英語の場合[p]や[t]は声帯を振動させないぶん呼気の勢い

が強く、舌や唇の緊張が強い。日本語はこれがないため子音音が聞きとりにくく、両音の違いを聞き分け

てもらえなかったものと思われる。これは日本語と英語の音声構造の違いに起因している。英語は 2子音

結合、 3子音結合が頻繁に起こり、子音対母音の起こる確率は平均して 2:1であるため、子音音が強く、は

っきり発音される。 一方日本語は、 2子音結合、 3子音結合は起こらず、子音の後には必ず母音が起こり、

子音母音子音母音という音体系になっている。子音対母音の起こる確率は 1:1で、英語に比べて母音音が

占める割合が大きい。また、滋賀方言は共通語に比べて母音が多いので日本語そのものも聞こえにくくし

ていると言われている。子音音の聞こえが弱いのはこの理由によるのも一因であろう。また、 二重母音を

長母音で発音することは、例えば、英語[eigo]を[e:go]と発音したり、 coatは英語では[kout]のように二重

母音であるが、日本語になるとコート[ko:t]と長母音なる(二重母音[ou]については 3.2を参照)(園贋 1994

pp.l-5;寺島 2006)。

英語を発音する際の日本語話者の問題点はその音節規則にもある。英語の音節 (syl1able)は基本的に母

音を中心とする音のまとまりで、母音の数だけ音節がある。一方日本語は「モーラ (mora)Jによって語を

phυ 
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分節する。モーラは音節より小さな単位であり、モーラとして独立できるかどうかは言語(あるいは方言)

によって異なる。日本語では接音(ん)、促音(っ)、長母音の後半分(-)、そして二重母音の第 2要素が

独立したモーラと数えられる。さらに音節はアクセントを担うことが出来るが、モーラは必ずしもアクセ

ントを担うことは出来ない。援音や促音は基本的に子音であるから単独では音節を構成し得なし、からであ

る。つまり、音節言語とは音節を単位として語の長さを数える言語であり、モーラ言語とは音節より小さ

なモーラを単位として語の長さを数える言語であるということである(窪薗 2005pp.147一150)0 (1)で示

す例は英語p紅白erが外来語として日本語化してパートナーとなったもので、英語の p訂加erは2音節、日

本語のパートナーは 5モーラである。また、アクセントに関しては、 pat柏町は l音節目に、パートナー

は日本語の音節規則により語末から 3音節目の「ト」に付与される。しかし、 (2) のワシントンの場合、

語末から 3音節目はンになる。「ン」は特殊モーラであるためアクセントは付与されない。特殊モーラとは

促音・擁音などのことで「特殊モーラに付与されたアクセント核は直前の自立核に移動するj というアク

セント規則により「シ」の上にアクセントは付与される(窪薗 2005pp.37-9)。

(1) p紅白er p釘t.ner (2音節) vs. パ・ー・ト1・ナ・ー (5モーラ)

(2) Washington Wash ・ing.ton (3音節) vs. ワ・シ1・ン・ト・ン (5モーラ)

* 1は日本語のアクセント記号

それでは、日本語は音節を単位として単語を分節することはないのか。日本語の基本的な音節構造は「子

音 (Consonant， C) +母音 (Vowel，V)Jであると言われる。日本語が音節から独立した単位としてモーラ

を必要とするようになった歴史的な契機は、中国語からの借用による CVC() 11 sen)やCVV(声 sei)と

いう外的要因と、音便と呼ばれる日本語独自の音変化による内的要因によって新たな音節構造を持つよう

になったからとしづ経緯がある(窪菌 2005pp.l51-2)。しかし、日本語の多くは、例えばma.do (窓)の

ように 1語 1音の CV.CV.CVと続く音節構造で、 子音のあとには母音が必ず付くと潜在的に想定して

発話される。従って、英語を発音する場合も同様の音節構造をとりがちである。例えば(3)のbreadは語頭

2子音結合、 spreadは 3子音結合のいずれも 1音節語である。これを日本人が発音すると、多くの場合そ

れぞれ 3音節、 4音節になってしまう(寺島 2006)。

(3) bread [bred] (1音節)vs. [buredo] (3音節)

spread[ spred] (1音節)vs. [ supuredo ] (4音節)

日本語には語を 1つのかたまりとする捉え方はないのか。上村(1997pp.48-60)は日本語音声構造を音節

(syl1able)、モーラ (mora)、そして拍 (beat)の3つに分けている。彼によると、音節とは呼気筋から口

びるまでのすべての音声器官の参加によってっくりだされる調音上・聴覚上のひとまとまり性のある最小

の単位で、あって、かつ、単語の音声を直接に構成する機能的単位として働いているものである。それはふ
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つう、単語、そして文のリズム構造を構成する最小の単位となっている。モーラとは、短い音節が長い音

節 2個分というリズム構造上の関係が成立しているとき、その短い音節 l個分をさすリズム上の単位であ

る。そして拍とは、言語の音声についていう場合、 l個あるいは連続する I個以上の音節を生成するために

必要な呼気流をつくりだす、呼吸筋、そしてそれに連動して働く喉頭筋の律動的に起こる収縮を基礎にも

つ単位である。拍は音節とし、う、ふつうは唇や舌の動きによってその境界が調音的にも、音響的にもはっ

きり区切られる単位とは、独立の、別個の単位であるとする。モーラと拍で「先生」、「小学校」、「高等学

校」分節すると次のようになる。

(4) 先生 [せ・ん・せ・い] (4モーラ)

[せん・せし、] (2拍)

小学校 [し・ょ・う・が・っ・こ・う] (7モーラ)

[しよう・がっ・こう] (3拍)

高等学校[こ・う・と・う・が・っ・こ・う] (8モーラ)

[こう・とう・がっ ・こう ](4拍)

話ことばの場合、確かに私たちは上村が分類する「拍Jで区切ることが多い。しかし俳句など日本の詩歌

の場合はモーラで数えなければ字数が合わなくなることもある。

(5) やせがえる まけるないっさ これにあり(窪薗 2001p.25) 

[ま・け ・る・な・い・っ・さ](7モーラ)

以上見てきたように、現代日本語の音節構造は基本的には「モーラ」を単位としているが、音節での分析

可能な単語もあり、さらに拍 (beat) によるものもあるということである。

3 英語発音識別テスト

3. 1概要

日本語、英語の音声構造の違いのために、英語発音にいつも難儀している日本人が、聞こえはどのよう

になっているかを日本人にとって不得意とされている母音の[a]と[A]、[;):]と[ou]、子音の凹と[h]、凹と[け

で調べてみた。被験者は県立大学の授業受講生 110名と夏季コミュニケーション英語教育セミナー受講生

12名である。

調音的観点からみると、日本語の母音は総じて開口度は閉じ方も聞き方も、ともに不十分な特徴をもっ

ている。さらに、円唇母音を極端に嫌う傾向があるため、東京など多くの地域では[u]は非円唇母音の[w]

となる。また、円唇母音の代表とされる[オ]に関しても、英語に比べてその円唇性は極端に少ない。以上2

つの特色、①開口度が少ないことと、②円唇母音が乏しいことに加えて、重母音化を嫌う傾向があること

。。
F
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があいまって、結果として母音の種類が少ないということになっている(城生 2002p.12)。

日本人が、 [a]と[A]の識別がむずかしいのは、日本語の母音は[ai u e 0]の5音で[ア]音は l音しかない

が、英語には[a]、[A]、[a](+[~])の 3 音(あるいは 4 音)ある。従って日本人が[æ] と [A]を発音するとすべ

て[aJ音になってしまうという難点がある。2つ目の[::>:]と [ou]については上で説明したように、前者は円唇

性が乏しい日本語の特質により私たちは発音しにくい音であるとと、そして後者は円唇母音[0]と[u]の組み

合わせの二重母音で、円唇性の極めて乏しい日本語話者には発音しにくい音であることが興味深い調査対

象であると考えた。子音については凹と[h]、凹と[けについて焦点をあてた。まず凹と[h]。英語の凹は唇

歯によって出される摩擦音であるが、日本人が発音すると日本語の[フ]、つまり両唇摩擦音[φ]で代用する。

従って、 fever[日:v~r]は[フィーパー]となる。 [1] と[けはどうか。日本語のラは凹と表記され、舌先で歯茎部

を一度軽く打つ、いわゆる弾音の[r](flapped [r])と呼ばれる音である。英語の[r]音は舌先が歯茎部の後部に

向かつて持ち上げられ、舌の中央部は凹みを作り、舌は全体として緊張している。舌先は上あごに接触し

ないのはもちろん、摩擦音を生じるようなせばめも作らない。この点がラ行子音と異なるととろである。

凹は舌先が歯茎部の比較的上の方と完全な閉鎖を作り、舌の両側または片側には空気の通り道が聞かれて

いる(今井 1994pp.22・62)。この両音は日本人が英語でもっとも発音しにくく、同時に識別しにくい音と

言われている。

3.2分析

私たち日本人が英語発音を習得しにくい理由は両言語の音声構造が離れすぎている点にあるということ

を繰り返し述べてきた。その実態はどうなのかを、特に発音しにくい、あるいは聞きにくいと思われる音、

[a]と[A]、[J:]と[ou]、凹と[h]、そして凹と[r]に焦点を絞って聞き取りテストを行った。 3.2.1では、被験

者は県立大学生 110名、うち、看護学部 1回生 29名、看護学部 2回生 37名、環境社会計画専攻 2回生 37

名、英語 V(3、4年生選択科目)受講生 7名である。 3.2.2では 8月 7日、 8日、 9日の 3日間連続で行われ

たコミュニケーション英語教育セミナーで「発音トレーニング」講座に参加した受講生 12名に、発音ト

レーニング、を行う前とトレーニング終了時に行った 2回のテスト結果である。

3.2.1 県立大学生の識別テスト結果

今回行った識別テストは予告無しで、抜き打ちに行ったものである。発音については日々の授業で折に

触れ注意、練習をさせてはいるが、メカニズムについては、特別指導はしていない。彼らの多くの者の発

音は、 and、butを[アンドオ]、[パットオ]の域を超えない。

分析結果は(1)"'-' (4)の表から分かるように、一番聞けているのが凹と[h]で平均識別力 83弘次が [1]と伺

の69潟、続いて[a]と[̂]の 60潟、一番聞けてないのがい:]と[ou]の50犯で、あった。満点を取っている被験者の

うち看護学部 2回生は(3)[f]vs.[h]以外の 3分野はいずれも、満点で、あった。この学生は grammarreading 

writing (spe必也19については指導していないので判断できない)し、ずれの分野についてもよく理解してい

る。それ以外の満点を取っている学生はたまたまその音がよく聞けていたのか偶発的で、あったのか、必ず

59 
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しも英語力と相関関係があるとはいえない。
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3.2.2 r発音トレーニングJ講座を受けた被験者結果

寺島姐子

今回のセミナーでは、日本人が発音しにくい・識別しにくい英語音を中心に、参加者が正しく発音出来

るように訓練することを目的としたため人数を制限した。分析対象はテストを 2回受けた 12人で l回しか

受けていない人は除外した。(1)、 (3)、(5)、(7)はトレーニングを受ける前、 (2)、(4)、(6)、(8)はトレ

ーニングを受けた後の結果である。

トレーニングを受ける前と後とでは、全体として、後のほうが、正解率が下がっている。これは正しい
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発音を認識し、意識過剰になったり、 2回目のテストに対して5齢、緊張感を感じたためかも知れない。 4分

野のうち正解率の高かったのは[f]vs. [h]でトレーニングの前も後も約9仰を示している。次は凹 vs.[r]で、

これらの音は一般的に日本人が不得意であるといわれているもので、正解率がトレーニング前 7問、後 73免

を示し、識別の高さは以外で、あった。 [a]vs. [A]は、 トレーニング前68%、後 63話。最も正解率の低かった

のは[::>:]VS. [OU]で正解率はトレーニング前 61札後 57切となっている。これは 3.1で述べたように開口度の

少ない日本語話者が発音しにくい、従って、聞けない音の最上部に属するものであるといえる。
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(5) [f] vs. [h] トレーニング前 (6) [f] vs. [h] トレーニング
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(7) [1] vs. [r] トレーニング前 (8) [1] vs. [r] トレーニング後
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おわりに

滋賀県に赴任して以来、学生たちの 「カタカナ発音」に驚かされてきた。いわく and，butを[アンドオ]、

[パットオ]と言つてはばからない。また、声そのものも弱々しいことが多く、そのため少し離れると、英

語ばかりでなく日本語の場合もよく聞き取れない。この起因はどこにあるのか、滋賀方言の成り立ち、特

徴を探ってみた。

滋賀県はかつて近江の固と呼ばれ、都、京都に上るための通り道で、あったためさまざまな方言や文化と

その歴史の早い段階で接触していたので、ことぼや文化に対する高い順応'性を培ったといわれる。しかし

近江のことばは、だいたい、湖北の特異方言圏を除き、都、京都の方言圏にならっているので、音調がや

わらかく、なめらかな語り口である。音調のやわらかさを調べて見ると、濁音が少なく、子音音が弱いう

えに、「えJ、「ん」、「や」といった音が多く使われている。そういった音調をやわらかくする音の多さが、
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はっきりと聞き取れないとしづ結果と相関関係があるのかもしれない。

そもそも日本語は子音音が弱し、言語だといわれている。従って、レストランで plateを頼んだのに bread

が来た(p.4参照)といったエピソードに事欠かなし、。日本語は①子音音がはっきり発音されない、②音声構

造が cv・cv・CV(ma' do rまど(窓)J)で、子音の後に必ず母音を伴うこと、そして③アクセント構

造が高低アクセント (pitchaccent)であり、会話で、はふつうあまりアクセントはあらわれず平坦(日at)に話す

抑揚の乏しい言語であることと関係がありそうだ。また、近年日本語に氾濫する日本語化した外来語も日

本語と英語の言語差を広げているように思われる。例えばpar加erについては 2(1)で示したように英語は

l音節目のp制ーにアクセントが置かれる 2音節語だが、日本語のパートナーは日本語の音節規則により語

末から 3音節目の「ト」に置かれ、 5モーラの単語である。こういった言語感覚が英語の習得を難しくして

いるといえる。方言話者は方言による音声上の特異'性を持つからなおさらである。

英語発音ルールを習得しにくい日本人学習者が英語を聞くとどのような傾向になるか。筆者が担当して

いる県大生 110名とコミュニケーション英語教育セミナー受講者 12名を対象に日本人が聞きにくいといわ

れる音、 [a]と[A]、[::>:]と[ou]、[司と[h]、そして凹と[r]に的を絞って調査をした。結果は 3.2.2に見るよう

に、 一番聞けていないのが[::>:]と [ou]、調査音のなかで最も聞けていたのが凹と[h]で、あった。意外で、あった

のは日本人が習得しにくいと一般に言われている[1]と[r]は正解率が高かったことである。発音は出来ない

が聞く方は案外できているということなのか。これはたぶん早い時期から凹と[r]に注意を喚起されている

ためかもしれない。セミナー受講生への試みは、発音トレーニングをする前と、 トレーニングが終わった

後とでどのような差が出るかという調査であった。 3日間という短い訓練で、あったが、わずかだが効果のあ

ったもの、発音を意識しすぎたためか大幅に成績が落ちたものとさまざまであった。

コミュニケーション能力の向上はまず母語の音声がどのように発せられているかを学び、聞き手にきち

んと伝わるよう努めることが肝要であろう。母語の音が発せられるとき 1音 1音がどのような口の動きを

しているか、舌の位置はどのようになっているかをまず自覚しなければならない。その上で学ぶべき英語

の口の動き、舌の位置が日本語とどのように違うかを知る必要がある。英語教育の第一歩は音声教育から

ということを再度確信した。年齢が低ければ低いほどなおさらである。

今
、

υ
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Abstract 

Since 1 came to Shiga Prefecture and started teaching English， 1 have been surprised to hear出atstudents 

in my classes have pronounced words such as‘but， and，' like [bato:]， [ando:]， which we call ‘katakana' 

pronunciation. 1 have not had such experiences in Tokyo出 thosein Shiga. Every tIme 1 have heard those 

‘katakana' pronunciations， 1 have told the students those pronunciations are not English， and 1 have showed 

them how to pronounce the words correctly. The students， however， do not care a bit about my advice. 

Moreover a¥most all the time their pronunciation in English is not clear and their voices are very smallぉ

well， which naturally m紘eit hard for me to understand what they want to say. From this 1 was interested in 

Shiga dialect， and began to study the origin of出isdialect and culture回 well.

As a result of my investigation， the following three points became clear: (1) at the beginning of the 

history of Japan， people all over Japan traveled through Shiga to go to the old capital city， Kyoto. So people 

in Shiga had many chances to talk with the people who had various dialects and thus were exposed to 

various cultures.百lereforeit is said that people in Shiga c創neto have flexibility about both language and 

culture. (2)百leShiga accent ex印 ptin the northem part of the prefecture，長mdamentally，follows Kyoto's 

accent. (3) People in Shiga often use 'ya， e， n (や，え，ん)'in their conversation (see 1.1.4.(4))， which make 

their accent soft and mild as well as monotonous. This is probably the reason why it is hard to listen to their 

pronunclatlOn. 

In addition， 1 was also interested in their hearing ability. Then 1 tried to give hearing tests conceming 

pronunciation to the 110 students in my classes in the following pairs: (1)[ a] vs. [A]，②[8:] vs. [ou]，③[f] 

vs. [h]， and④[1] vs. [r]. As a result， the following fmdings were shown: the s加dentscould ωily hear the 

difference between [f] and [h]， the rate of correctness is 83%， and白eycould not distinguish the sounds 

between [8:] and [ou] so well， 50%. To my surprise， the difference between [1] and [r] could be heard more 

than 1 expected， 69%. This is probably because they have paid attention to those sounds since the frrst time 

they started English， and the rate of correctness for [a] vs. [A] is 60%. 

From白isshort study， 1 realized that to conquer the barrier of the language and to master English we 

need know the following three points: First we had to understand the di能 rencesbetween Japanese sound 

s廿uc加reand that of English. Seco 

r
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Marlow's E玄perienceswith Kurtz: 

A BasIs for Conrad's World 

外狩章夫

AkioTOGARI 

‘Intimacy grows quickly out there，' 1 said. ‘1 knew him as wel1 

as it is possible for one man to know another. (Yt， p. 158) 

1 .把握しにくいテーマ

‘Heart of Darkness' (以下‘HD'と略記)のテーマを把握することはたやすいことではないと感じ

ているのは、私以外にもかなりいるようだ。たとえば、『コンラッドの批評的伝記~ (Joseph Conrad:・A

Critical Biograp砂)の著者 JocelynBaines は

Conrad did not live in a world of sharp emotional or intel1ectual distinctions， and the power 

and fascination of ‘Heart ofDarkness' rest upon the tale's moral elusiveness and ambiguity.2 

と述べ、この作品の「善悪の判断に関しての捉えにくさと暖昧さ」を強調している。また、『コンラッ

ド再評価~ (Conrad: A Reωsessment) を書いた DouglasHewittもコンラッドの作品について

One result ofthis coherence of Conrad's work is that no paraphrase， no dissecting out of a 

‘subject，' is sufficient to convey the intention and significance of his novels and short stories. 

The themes are not schematic; they are embodied in the imagery， in the structural pa悦em，in 

the minute-by-minute flow ofthe narration.3 

と述べ、コンラッド、の物語のテーマが簡単には把握で、きない理由として、「テーマが図式的ではなく、

IJoseph Conrad，Youth，Heart qfDαrkness and The End ofthe Tether (Dent Collected Edition; 1. M. Dent 
and Sons， 1946).以下同書を Yと略記し、同書よりの引用はそのあとにページ数を示す。

2 Jocelyn Baines， Joseph Conrad:・ACritical Biography (Weidenfeld and Nicolson， 1960)， p. 224. 
3 Douglas Hewitt， Conrad: A Reassessment (Bowes and Bowes， 1969)， p. 16. 
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2 外狩章夫

イメージやら、構造的なパターンやら、語りの細かい流れやらに埋め込まれていること」を挙げてい

る。特に‘HD'について彼は、‘.• . a detailed study of some of the works is necessary， and ‘Heart of 

Darkness' is one ofthe best for this pu中ose.. . .' 1 と述べ、この作品の「詳細な研究」の必要性を説い

ている。

コンラッド自身も、「著者の覚書J(‘Author's Note')の中で特に、

“Heart ofDarkness" is experience， too; but it is experience pushed a little (and only very little) 

beyond the ac加alfacts of the case for the perfectly legitimate， 1 believe， pu中oseof bringing it 

home to the minds and bosoms of the readers. It was like another art altogether. That 

sombre theme had to be given a sinister resonance， a tonality of its own， a continued vibration 

that， 1 hoped， would hang in the air and dwell on the ear after the last note had been struck. 

(Y， p. vii) 

と述べ、執筆に当たっては特別に工夫を凝らしたことを認めている。コンラッド自身がこの作品は、

コンゴでの自身の直接体験(原体験)をベースにしているものの、「まったく別の芸術のようであった」

(lt was like another art altogether.) と白状している。それくらい、原体験と作品との聞には距離があ

るということであり、原体験を芸術作品にするために彼は相当な創意・工夫を施したと受け取ること

ができる。

その創意・工夫がどのようなものを指しているかは、抽象的で、はあるが最後の文章で示唆されてい

る。即ちコンラッドは、「あの重苦しいテーマJ(That sombre theme . . . .)を提示するのに、「不気味

な反響、テーマに特有の音調ヘ継続する振動J(a sinister resonance， a tonality of its own， a continued 

vibration)を施したということになる，う。彼は「読者の頭と胸に染み込むようにという、まったく正

当な目的」で、そういう創意・工夫を施したのであろうが、残念ながらその創意・工夫が強すぎて、

作品のテーマそのものが暖昧になってしまったことを正当化する結果になり、テーマを明瞭にする役

には立っていない嫌いがある。

実際に作中においても外枠の語り手2 は、マーロウの長話 (yams)の特徴を以下のようにわざわざ

説明することで、読者に「その暖昧さ (ambiguity)Jを受け入れさせようとさえしている。

The yams of seamen have a direct simplicity， the whole meaning of which lies within the shell 

of a cracked nut. But Marlow was not typical (if his propensity to spin yams be excepted)， and 

to him the meaning of an episode was not inside like a kemel but outside， enveloping the tale 

which brought it out only as a glow brings out a haze， in the likeness of one of these misty 

halos that sometimes are made visible by the spectral illumination of moonshine. (Y， p. 48) 

1 Hewitt， Conrad: A Reassessment， p. 17. 
2 ‘HD'では「外枠の語り手Jが、中心の物語を語るマーロウを紹介するという構造をしている。
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マーロウのクノレツ体験一一コンラッド世界の立脚点一一 3 

語り手は、マーロウの長話は普通の水夫のものと違っていること、彼の「長話の意味は木の実のよう

に内側にではなく、外側にJ(not inside like a kernel but outside)あることが、その特徴であると説明

している。我々が物語の意味を明瞭にしようとしても、語り手は「物語を包んで、いるj 外側のもの一

一言わば雰囲気をー一一強調するのみである。というわけで、、複雑で象徴'性に富んだ、マーロウの長話の

中核の意味を捉えるのはたやすいことではないことが始めから示唆されている。

さて、これからこの作品の中心になるテーマをいくらかでも明らかにしようと思うのであるが、そ

の手がかりとして私が注目したマーロウ自身の発言を、先ず提示しておこう。

“1 don't want to bother you much with what happened to me personally，" . . .“yet to 

understand the e百ectof it on me you ought to know how 1 got out there， what 1 saw， how 1 

went up that river to the place where 1 first met the poor chap. It was the farthest point of 

navigation and the culminating point of my experience. It seemed somehow to throw a kind 

of light on eveη油ingabout me-and into my thoughts. It was sombre enough， too-and 

pitiful-not extraordinary in any way-not very c1ear either. No， not very c1ear. And yet it 

seemed to throw a kind of light. (Y， p. 51) 

マーロウがここで強調しているのは、「個人の身に起こったことJ(what happened to me personally) 

を理解してもらうことよりも「それが自分に与えた影響J(the e宜ectof it on me)をわかってもらうこ

とである。そういう目的で彼は自分の体験を語るのであるが、その体験は「自分のすべてを一一自分

の思考をも、わからせてくれるように思えるものだ、った」という。言い換えれば、コンゴでの彼の体

験を考察すると、マーロウがどのような人間であるかということも説明してくれる、というからくり

になっているということだ。彼の人間性は「コンゴ以前にはJ明らかではなかったのだが、それが、

コンゴでの体験を通して明らかになるものと考えられる。

このような発言を手がかりにすれば、マーロウの人間性に光を当てる最良の方法は、コンゴ体験の

中心となる彼とクルツとの関係、の展開を考察することだと思われる。というのも、クルツのイメージ

を求めるマーロウの旅の結果が、最終的には彼自身の限界を悟らせることになっているように思われ

るからである。また、そのような悟りこそが、この物語の重要テーマの一つであると考えるからだ。

以下では、特にマーロウに刻まれるクルツのイメージに注目することで、両者の関係を探っていこう

と思う。

2. 魅了されやすいマーロウの性格

先ずマーロウは、クノレツについて最初は何も知らなかったことを確認しておこう。彼がコンゴへ出

かけたのは、「とぐろを解いた大蛇J(an immense snake uncoiled， Y， p. 52)に日食えたその大河に、彼
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4 外狩章夫

が小鳥のように最初から魅了されたからである。この川の形に魅入られたがゆえにコンゴに行くこと

を決心しているのだ。仕事は、「惨めな」川汽船を操縦してコンゴ川を遡行することで、あった。よって

当然彼は、クルツについて最初は何も知らなかったのである。

その彼が、クルツという「当時の記憶と分かちがたく結び、ついている男の名前J(Y， p. 68) を初め

て耳にするのは経理主任 (chiefaccountant)からであった。そのときのやり取りを、マーロウは以下

のように語っている。

“One day he [the chief accountant] remarked， without li白inghis head，‘In the interior 

you will no doubt meet Mr. Kurtz.' On my asking whoお1r.Kurtz was， he said he was a 

first-class agent; and seeing my disappointment at this information， he added slowly， laying 

down his pen，‘He is a very remarkable person.' Further questions elicited from him that Mr. 

Kurtz was at present in charge of a trading-post， a very important one， in the true 

lvory-coun仕y，at‘the very bottom of there. Sends in as much ivory as all the others put 

together. . .' (Y， p. 69) 

このようなごく普通の会話を通してマーロウは、クノレツについての基本的な情報をすべて聞き出して

いる。即ち、クルツが「まったく驚くべき男である」こと、彼が 「あちらの奥地の、真の象牙の国で

今とても重要な交易所を任されていることJ、それに 「ほかの者たちの分全部を合わせたくらいの象牙

を送ってよこす」といった情報である。

ここで注意したいことは、このような基本的な情報を得たマーロウの反応である。彼は格別な反応

を示していないのだが、このことは考えてみれば当然である。彼は単に、川汽船の操縦を期待された

いわば臨時雇いの立場であるし、始めから象牙の採集などに関心はなかった。だから、「真の象牙の国」

(the仕ueivory-country)で象牙の採取に抜きん出た男がし、て、その人聞が 「まったく驚くべき男 (a

very remarkable person)であるJと聞かされても、その男がマーロウにとって格別印象に残る人物に

はならなかったのである。

さて、マーロウが次にクルツのイメージを獲得するのは、中央出張所 (CentralStation)においてで

あり、そこの所長と対面したときになる。その日 20マイノレの距離を歩いてきて、マーロウはやっとこ

の中央出張所に到着するだが、所長は彼の疲労や説明には何の関心も示さず、次のようにもっぱらク

ノレツへの心配事を繰り返すのみであった。

He paid no attention to my explanations， and， playing with a stick of sealing-wax， repeated 

several times that the situation was ‘very grave， very grave.' There were rumours that a very 

important station was in jeopardy， and its chief，恥1r.Kurtz， was ill. Hoped it was not true. 

Mr. Kurtz was . . . 1 [Marlow] felt weary and i汀itable. Hang Kurtz， 1 thought. 1 interrupted 

him by saying 1 had heard of Mr. Kurtz on the coast.‘Ah! So they talk ofhim down there，' 
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マーロウのクノレツ体験一一一コンラッド世界の立脚点一一 5 

he murmured to himself. Then he began again， assuring me恥1r.Kurtz was the best agent he 

had， an exceptional man， of the greatest importance to the Company; therefore 1 could 

understand his anxiety. He was， he said，‘very， very uneasy.' (Y， p. 75) 

イメージを結ばない、どんな人間なのかわからないクルツのために、自分が無視されているわけだか

ら、この時点でマーロウがクルツのことを快く思わないのも無理はない。彼は心中で「くたばれ、ク

ルツなんかJ(Hang Kurtz)とまで、思っているのであるが、このやり取りで彼は、クノレツが病気だ、とい

う新しい情報を入手しただけでなく、この出張所でも、彼を高く評価する人間に出会ったのである。

それにしても、所長の抱くクルツのイメージは、前の出張所で経理主任が与えてくれたものと本質

的には変わらぬものである。相変わらずクルツは、会社にとってその業績が大切な「最高の外交員J(the 

best agent)であり、「類まれなる者J(an exceptional man) と呼ばれているのだ。経理主任にしても所

長にしても、クルツの能力を会社への利益という一面の物差しのみで評価している点を指摘しておこ

フ。

次にマーロウは、この中央出張所でもう一人別の白人と出会う。表向きは「レンガ職人J

(brick-maker) とし、うことで通っているが、実は所長のスパイ (manager'sspy， p. 77)をしていると

される人物である。この人物から彼はこれまでとは違うクノレツについて教えられる。スパイとみなさ

れているこの男の部屋に案内されたときマーロウは、クルツ自身の描いた一枚の小さな油絵のスケッ

チに気づく 。

Then 1 noticed a small sketch in oils， on a panel， representing a woman， draped and 

blindfolded， carrying a lighted torch. The background was sombre-almost black. The 

movement ofthe woman was stately， and the effect ofthe torchlight on the face was sinister. 

“It arrested me， and he stood by civilly， holding an empty half-pint champagne bottle 

(medical comforts) with the candle stuck in it. To my question he said Mr. Kurtz had painted 

thisー inthis very station more than a year ago-while waiting for means to go to his trading 

post.‘Tell me， pray，' said 1，‘who is this Mr. Kurtz?' (Y， p. 79) 

最後の文でわかるように、マーロウは、「クルツというのはどんな奴なのか教えてくれ」と言って、あ

からさまに興味を示している。これまでのクルツのイメージは経理主任や所長から与えられた「とて

も驚くべき男Jであり、「類まれなる者Jで、あったが、いずれにしても、会社への利益という物差しの

みで評価されていた。しかし今度は油絵のスケッチを見て、明らかに違うクルツのイメージをマーロ

ウは感じたのだ。象牙の抜きん出た採取人というのではなく、画家としてのクルツで、ある。この時点

でマーロウの中で、クルツのイメージの転換が起こっているのだ。「クルツというのはどんな奴なのか

教えてくれ」という先の嘆願は、彼の中でクルツのイメ ージを再構築するために発せられたものと受

け取れよう。
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6 外狩章夫

しかし、このようなマーロウの状況を読めない「レンガ職人」は、「奥地出張所の所長J('The Chief 

ofthe Inner Station，' p. 79)というクルツの肩書きを答えてマーロウを失望させるが、しばらく考えて

から官eis a prodigy，' . . . .‘He is an emissary of pity， and science， and progress， and devil knows 

what else. . . .' (Y， p. 79)と答えてマーロウを満足させようとする。 しかし残念ながら、 「天才だJ(a 

prodigy) とか「同情と、科学と、進歩、その他もろもろの使者 (anemissary)だよJと言われても、

クルツのイメージはマーロウにとって、ぼやけたままである。その原因としては、この 「レンガ職人」

が抽象的な言葉でクルツのことを紹介しているからではないか、実のところ「レンガ職人j 自身も、

クルツがどんな人間なのか明確にはわかっていなし、からのようだ。結局マーロウは次のように述べ、

クノレツのイメージが相変わらず明瞭にならないために苛立ちを隠さない。

1 could see a little ivory coming out合omthere， and 1 had heardお1r.Kurtz was in there. 1 had 

heard enough about it， too-God knows! Yet somehow it didn't bring any image with it-no 

more than ifI had been told an angel or a fiend was in there. (Y， p. 81) 

He was just a word for me. 1 did not see the man in the name any more than you do. Do 

you see him? Do you see the story? Do you see anything? It seems to me 1 am trying to 

tell you a dream-making a vain attempt， • • •• (Y， p. 82) 

ここまでマーロウにとってのクルツのイメージをテキストに基づいて追し、かけてきたが、こうい う

過程で私たちは、マーロウという語り手兼主人公のかなり特異な性癖にぶつかることになる。それは、

あるものに魅了されやすく、それを執念深く追い求めるという性格であるといってよし、。このような

性格なしでは、この探求の物語は成立しないと思われるので、ここで、やはりテキストに基づいて、

彼の性格について考察しておこうと思う。

実は始めから、マーロウがコンゴにまでやってくるという機会そのものが、彼の、物事に魅了され

やすい性格によってもたらされたものであることを思い起こしてほしい。マーロウの場合は、探検家

の血が騒ぐといったほうがわかりやすいであろうが、子供のころを回想して彼は、“Nowwhen 1 was a 

little chap 1 had a passion for maps. 1 would look for hours at South America， or Africa， or Aus仕alia，

and lose myself in all the glories of exploration. . .." (Y， p. 52)と述べている。この「探検の栄光に

われを忘れるJという性癖は、彼がコンゴ川に魅了される場面でも、以下のように遺憾なく発揮され

ている。

But there was in it one river especially， a mighty big river， that you could see on the map， 

resembling an immense snake uncoiled， with its head in the sea， its body at rest curving afar 

over a vast country， and its tail lost in the depths of the land. And as 1 looked at the map of it 

in a shop-window， it fascinated me as a snake would a bird-a silly little bird. Then 1 
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マーロウのクルツ体験一一コンラッド世界の立脚点一一 7 

remembered there was a big concern， a Company for trade on that river. Dash it all! 1 

thought to myself， they can't trade without using some kind of craft on that lot of fresh 

water-steamboats! Why shouldn't 1 try to get charge of one? 1 went on along Fleet Street， 

but could not shake offthe idea. The snake had charmed me. (Y， pp. 52-53) 

小鳥に喰えた自分がコンゴ川という大蛇に魅了されるという比晴 (similes)は効果的であるといわざ

るを得ないが、このような性癖であれば、単なる名前に過ぎないクルツという人物に、彼が次第に惹

きつけられていくのも不自然ではない。

この物語の第 1章が終わる頃、マーロウは次のように当時を思い起こし、クノレツへの関心を抑えき

れないでいる。

1 had plenty of time for meditation， and now and then 1 would give some thought to Kurtz. 

wasn't very interested in him. No. Still， 1 was curious to see whether this man， who had 

come out equipped with moral ideas of some sort， would climb to the top after all and how he 

would set about his work when there." (Y， p. 88) 

コンゴに来るまでは名前さえ聞いたこともない人物に、そしてコンゴへ来てからも未だに出会ってい

ない人物に、彼は惹、きつけられていく。物語の終わりのほうに見られるクルツとマーロウとの関係一

一分かちがたい粋一一ーを考えるとき、魅了されやすい彼の性癖がその根底にあることを念頭におく必

要があると思う。

3.鮮明になったクルツのイメージ、その雄弁と主張内容

前節で、はマーロウが抱くクルツの暖昧なイメージを、ほぽエピソードの順に取り上げてきたのであ

るが、ここで、クルツのそのイメージが急に鮮明になる箇所一一言わば焦点の転換点ーーを取り上げ

ておこうと思う。

第2章の始めに、中央出張所の所長とその伯父が二人だけでクノレツの悪口を言っているのを、たま

たま川|汽船の上でうたた寝をしていたマーロウが、こっそり聞いてしまう場面がある。その話を聞き

彼は、それまでは焦点を絞れなかったクノレツのイメージを急に鮮明にする。その話とは、混血のイギ

リス入社員 (Englishhalf-cast clerk) とともにカヌーに象牙を載せて奥地からコンゴ川を下る際に、

クルツが一一何を思ったか一一自分は途中で奥地へと引き返してしまい、そのイギリス人社員に象牙

とともに川を下らせると、そのような助手はもういらないと伝えてきたというものだ。

They [the manager and his uncle] were at a loss for an adequate motive. As to me， 1 seemed 

to see Kurtz for the first time. It was a distinct glimpse: the dugout， four paddling savages， 
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8 外狩章夫

and the lone white man turning his back suddenly on the headquarters， on relief， on thoughts 

of home-perhaps;印刷nghis face towards the depths of the wilderness， towards his empty 

and desolate station. 1 did not know the motive. (Y， p. 90) 

クルツが奥地へと舞い戻った動機は、所長にもその伯父にも、そしてマーロウにもわからなかったが、

にもかかわらずマーロウは、この引用でわかるように、クルツのイメージが初めて鮮明になったと言

う。クルツについてこれまでのマーロウは、「まったく驚くべき男Jr類まれなる者Jr天才」というよ

うに紹介されてきたのだが、これらは単に抽象的な言葉だけのことであり、マーロウには鮮明な像(イ

メージ)を結ばなかった。それが、ここで初めて鮮明になった。そのイメージとは、クノレツが出張所

本部に背を向け、 4人の漕ぎ手にカヌーを漕がせ、もと来た「野生の深みのほうに、人のいない、荒

廃した出張所のほうに顔を向けている」イメージである。

鮮明なイメージが得られた原因としては、これまでよりもかなり情報が具体的になったことが第一

に挙げられよう。それゆえに、「野生の深みのほうにJ舞い戻るクノレツのイメージが、マーロウの人間

観と言わば同調したからだと私は考える。それまで彼が聞かされてきたイメージがぼやけていたのは、

クルツが抽象的な言葉によって紹介されるだけであったので、マーロウの人間観が同調するところま

でいかなかったからだと思われる。

このようにしてクルツのイメージを-f!.鮮明にすると、マーロウにとってそのイメージは、いわば

こころの支えとなる。この後マーロウは、原始の大自然の中を通ってコンゴ川を遡る。「まるで森が、

我々の帰り道をふさぐかのように水のほうへゆったりと踏み出してj くる中を「すすけた甲虫(=川

汽船)はのろのろと進んだ」のであるが、そんな心細い心象風景の中にいながらマーロウは、クルツ

のイメージに支えられていた。原始の森林の中を、隠れた砂州、石、沈み木に悩まされながらコンゴ

川を遡行する (p.93)。そのとき彼を支えていたのは、「私にとってそれ(船)はもっぱらクルツのい

るほうに進んでいるJ(For me it crawled towards Kurtz-exclusively， p. 95) という思いで、あった。

こうして、ようやくクノレツの出張所の手前 8マイルほどまで、やってきたのであるが、その日はその

場で停船 (p.101)。翌朝、濃霧に包まれると、その中を悲鳴が響き渡る。 一行は攻撃されるかも知れ

ないという不安にさらされるが、白い濃霧の中で身動きがとれない状況であった。そんな中で悲しみ

の悲鳴 (p.107)が轟くと突然、川汽船の樟差しが倒れ、釜焚きが身を伏せた。岸辺から 3メートルの

位置で船が矢による攻撃を受け、巡礼たちがウインチェター銃で応じたが、舵取りが槍に刺され殺さ

れた (p.111)。そんな中でマーロウが汽笛を鳴らすと、攻撃が止んだ (p.112)。

攻撃が止んだときマーロウが「悲しみの悲鳴Jの原因を推測し、クルツも死んだものと思い込む場

面があるが、そのとき、次の引用でわかるように、彼の中でクルツのイメージがまた大きく変化して

いる。

A仏
τマ'
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Talking with [Mr Kurtz]. . . . 1 flung one shoe overboard， and became aware that that was 

exactly what 1 had been looking forward to-a talk with Kurtz. 1 made the strange discovery 

that 1 had never imagined him as doing， you know， but as discoursing. 1 didn 't say to myself， 

‘Now 1 will never see him，' or‘Now 1 will never shake him by the hand，' but，‘Now 1 will 

never hear him.' The man presented himself as a voice. (Y， p. 113) 

クノレツが死んで しまったものと誤解したと き、マーロウは、自分がクルツと話すことを望んで、いたこ

とに気づく。つまり、自分が追い求めていたものが、行動するクルツではなくて、声となって語るク

ルツへと変わっているのだ。

このあとマーロウがクルツの声を強調する箇所はいくつもある。どの場合も「声の大きさJ(A voice! 

a voice!， p. 135) と「雄弁J(eloquence) とが強調されているのが特徴である。しかし、彼の才能は、

話す声 ・雄弁以外にも発揮されている。そのうち特にマーロウが注目しているものに、 声とは直接関

係はないが、彼の「書く才能j がある。クノレツは 17ページにわたるパンフレットをものしているのだ

が、 それを読んだマーロウの感想を以下に抜き出しておこ う。

. . . by and by 1 leamed that， most appropriatelぁtheInterτlational Society for the Suppression 

of Savage Customs had intrusted him with the making of a report， for its future guidance. 

And he had written it， too. I've seen it. I've read it. It was eloquent， vibrating with 

eloquence， but too high-strung， 1 think. Seventeen pages of close writing he had found time 

for! But this must have been before hisー letus say-nerves， went wrong， and caused him to 

preside at certain midnight dances ending with unspeakable rites， which-as far as 1 

reluctantly gathered from what 1 heard at various times-were 0宜eredup to him-do you 

understand?ー to陥 .Kurtz himself. But it was a beautiful piece of writing. . . . This was the 

unbounded power of eloquence-of words-of buming noble words. (Y， pp. 117・18)

「国際蛮習撲滅協会J(the Intemational Society for the Suppression ofSavage Customs)の依頼で「将

来への指針として」書いたパンフレットについては、マーロウはその 「美しいJr雄弁Jとその記載内

容とをきっぱり分けて評価している。つまり、記載内容については特に言及しないでおいて、ただ「彼

の神経が狂う前J(before hisー letus say-nerves， went wrong)に、「口にするのもいやなあの儀式

(unspeakable rites)で終わる真夜中の舞踊を主宰する前に」書かれたものだったと推測しているよう

に、明らかに批判的で、ある。反対に、 「張り詰めすぎだが、鳴り響く雄弁J(vibrating with eloquence， but 

too high-strung)には感心 しているのだ。

もう 一つ例を挙げておこう。クノレツの弟子 (desciple)である お 歳のロ シア人青年が、クノレツの出

張所を旅立つときマーロウに、 ‘Ah! 1'11 never， never meet such a man [Mr Kurtz] again. You ought 

to have heard him recite poetry-his own， too， it was， he told me. Poetry!' (Y， p. 140)と言い残し

Fh
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ている。クルツは自分で詩を創り、それを朗読するのを聴いたというのだが、ここでも詩の内容につ

いては触れられていない。もっぱら、ことばを操るクルツの才能に対して、ロシア人青年もマーロウ

も感心しているだけだ。

マーロウが語るところによると、ほかにもクルツは新聞のために記事を書いていたのだが、それは

「自分の思想の発展のためJ(‘for the furthering of my ide出"Y， p. 149)とだけ語られていて、この場

合も記事の内容については語られていない。このようにクルツは雄弁で、その声の大きさに特徴があ

り、詩や、新聞記事というように多方面にその才能を発揮していた。それにしても、その主張内容は

どのようなものなのか。

今度は彼の主張(思想)を取り上げて、その特徴を検討しておこう。

‘And the pestiferous absurdity of hお talk:continued the other [m加 ag町];‘he[Kurtz] 

bothered me enough when he was here.“Each station should be like a beacon on the road 

towards better things， a ceru竜re白rtrade O'f course， but also for humanizing， improving， 

instructing." (Y， p. 91) 

これは不本意にもクルツの世話を焼かされた中央出張所の所長の言葉である。クルツの話し方を「伝

染性の馬鹿げた (pestiferousabsurdity)話し方Jと批判した後、彼はその主張を引用して、「どの出張

所も、改善への道程における道しるべ (beacon)のようなものにならねばならぬ。貿易の中心はもち

ろんのこと、文明化、改良、教化 (humanizing，improving， instructing)の中心にもなるべきであるj

と伝えている。これは、当時の帝国主義に基づいた貿易観を理想主義で糊塗した、ありふれた考えで

あるといわざるをえない。というのは、とれとよく似た文明観を、伯母について語るマーロウの、次

のような言い方に見出すことができるからである。

It appeared， however， 1 was also one of the Workers， with a capital-you know. Something 

like an emissary of light， something like a lower sort of apostle. There had been a lot of such 

rot let loose in print and talk just about that time， and the excellent woman， living right in the 

rush of all that humbug， got carried off her feet. She talked about ‘weaning those ignorant 

millions from their horrid ways，' . . .. (Y， p. 59) 

この伯母には、アフリカに出かけようとするマーロウが 「光明の使者みたいな、位の低い使徒みたい

な」ものに見えたようだ。彼女は、「あの何百万という連中におぞましい生活を捨てさせること」につ

いて話したというが、このような発言は「当時、大量に印刷されてはばら撒かれ人口にも謄表してい

た」もので、貿易の名を借りて〈アフリカに文明をもたらす使者〉と してのヨーロッパ人の自己認識

につながり、そうなると自然に、「どの出張所も……文明化、改良、教化のための中心にもなるべきJ

というクルツの主張に行き着く。というわけで、これは、当時流行した平凡な主張であり、クノレツは
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それを単に鵜呑みにしたに過ぎないことを指摘しておく。

クノレツの主張がわかる箇所を、先ほどのパンフレットからもう一つ取り上げておこう。

The opening paragraphヲhowever，in the light of later infonnation， s仕ikesme now as ominous. 

He began with the argument that we whites，合omthe point of development we had arrived at， 

‘must necessarily appear to them [savages] in the nature of supema印ralbeings-we approach 

them with the might of a deity，' and so on， and so on. ‘By the simple exercise of our will we 

can exert a power for good practically unbounded，' etc.， etc. (Y， p. 118) 

ここでもクルツは、白人は「超自然の存在としてJ一一一つまり「神としてJ(with the might of a deity) 

一一連中の前に立ち現れねばならぬ、と主張している。実際に彼は、現地人と貿易をしていたのでは

なく (p.128)、「湖畔の部族Jを引き連れ銃器に物を言わせながら自らを神の位置に押し上げ、象牙を

略奪してきたのであり、従わなかった者は反逆者 (revels，p. 132) としてその首を柱の上に晒してい

たのだ。後ほど明らかになるそういう「狂気」の行動を念頭に置くと、パンフレットを執筆していた

とき既にクルツはその 「兆し」を見せていた (asominous， p. 118)、とマーロウは、パンフレットを読

んで冷静に判断している。

4.クルツの賞賛と狂気、そしてマーロウの限界

前節ではクノレツの雄弁と主張内容について考察してみた。既に述べたように、マーロウはクルツの

主張内容に対しては冷静であり、かっ批判的で、ある。それにクノレツ自身はいつごろからか「狂気Jに

侵され、魂を野生に奪われてしまっていて、上述のような非人道的な発言・行為を重ねるようになっ

てしまった。それにも関わらずマーロウは、クルツの才能に最後まで魅了され、それを賞賛していた

ものと考えられる。とれは一見すると矛盾するように見えるのだが、どういうことなのか。

先ずは、クノレツが「野生」に心身を侵される現象をマーロウがどのように語っているのかを見てみ

よう。彼は象牙採取に執着するあまり、その容貌さえも変化し、次の引用でわかるように、自身の頭

が「象牙の球J(an ivory ball)のようになってしまったという。

And the 10財 frontalbone of Mr. Kurtz! They say the hair goes on growing sometimes， but 

this-ah-specimen， was impressively bald. The wildemess had patted him on the head， and， 

behold， it was like a ball-an ivory ball; it had caressed him， andー lo!-he had withered; it 

had taken him， loved him， embraced him， got into his veins， consumed his tlesh， and sealed 

his soul to its own by the inconceivable ceremonies of some devilish initiation. He was its 

spoiled and pampered favourite. (Y， p. 115) 
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マーロウの説明は、「野生」を擬人化しているのが特徴である。「野生Jがクルツの頭を撫でたら (patted)、

頭は「象牙の球」のようになったという。「野生」が愛撫したら (caressed)彼は表弱し、「野生」が血

管に入り込んでは (gotinto his veins)その肉を消耗した。こうして「野生」が彼の心を封印し (sealed

his soul)、「彼は甘やかされた野生の子となった」という説明だ。いったいクルツの心身に何が起こっ

たのか。

クルツの狂気の原因を説明した文章をもう一つ、引用しておこう。

Mr. Kurtz lacked restraint in the gratification of his various lusts， that there was something 

wanting in him-some small matter which， when the pressing need arose， could not be found 

under his magnificent eloquence. Whether he knew ofthis deficiency himselfl can't say. 1 

think the knowledge came to him at last-only at the very last. But the wilderness had found 

him out early， and had taken on him a terrible vengeance for the fantastic invasion. 1 think it 

had whispered to him things about himself which he did not know， things of which he had no 

conception till he took counsel with this great solitude-and the whisper had proved 

irresistibly fascinating. It echoed loudly within him because he was hollow at the core. 

(Y， p. 131) 

ここでも、空洞化した心に「野生J(wilderness)が侵入してくる過程が、印象的にしかも冷静に説

明されている。もともとクノレツはある種の「抑制J(Restraint!， p. 105)が一一例の人食い人種たちで

さえ保持していた「抑制」というものが 欠けていて、本人が自分のそういう欠陥に気づいたのは

死の直前 (onlyat the very last)だったとマーロウは見ている。しかし、すでに「野生」は彼の心を侵

し、「自身の知らない自分のことを、彼にささやいた。」その「野生のささやき」が抗いがたいほどに

魅力的で、それが、「中心が空洞J(hollow at the core)で、あった彼の内部で響き渡ったという。簡単

に言うとこれはどういうことなのか。

これは、文明社会では押さえつけられていた欲望が、大自然の只中で生きるうちに、開放されて「抑

制Jがきかなくなり、いわば本能の命ずるままに行動するようになってしまったと言い直してよいの

ではないかと思われる。問題は、そんなにも「抑制」を失ったクノレツにマーロウが惹かれ、彼を「驚

くべき (remarkable)男」と評価しているのみならず、最後まで彼に忠誠を尽くそうとする点にある。

いったい、マーロウはクノレツのどのような点を評価し、魅了されているのか。

この問題を考えるとき、テキストのあちらこちらに散見される‘remarkable'(驚くべき)というク

ルツへの褒め言葉に注目する必要があろう。この言葉を最初に使うのは、例の経理主任 (chief

accountant)であるが、彼がクルツを高く評価する理由は、クルツが「あちらの奥地の、真の象牙の国

で今とても重要な交易所を任されてJおり、「ほかの者たちの分全部を合わせたくらいの象牙を送って

よこすJ(Y， p. 69)からであった。つまり経理主任は、会社の儲けという観点から見てクルツを「まっ
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たく驚くべき男 (avery remarkable person)であるJと評価しているのだ。

これに対して、物語の終わりのほうでマーロウが言う、次のような台詞はどういうことになるので

あろうか。所長のボーイがクルツの死を告げると、ほかの「巡礼たちJ(pilgrims)は一斉に見に行っ

たのに、マーロウだけが一人食堂に残る場面である。

There was a lamp in thereー light，don't you know-and outside it was so beastly， beastly dark. 

1 went no more near the remarkable man [Kurtz] who had pronounced a judgment upon the 

adventures ofhis soul on this earth. The voice was gone. (Y， p. 150) 

ここで、マーロウがクルツを「その驚くべき男」といっているのは、クノレツが「地上での魂の冒険にた

いして一つの判断を下したjからであることがわかる。もちろん「判断Jというのは「地獄だ!J (The 

ho汀or!) というクルツが下した最後の判断のことであるが、マーロウはこの判断が妥当か否かは問題

にしていない。判断を下したこと自体を評価しているのだ。そのことは「驚くべき男」という表現が

次のような文脈で使われているところからわかる。

Droll thing life is --that mysterious arrangement of merci1ess logic for a 白tilepu中ose. The 

most you can hope from it is some knowledge of yourself-that comes too late-a crop of 

unextinguishable regrets. 1 have wrestled with death. It is the most unexciting contest you 

can imagine. It takes place in an impalpable greyness， with nothing underfoot， with nothing 

around， without spectators， • • • ， in a sickly atmosphere of tepid scepticism， without much 

belief in your own right， and sti11 less in that of your adversary. If such is the form of 

ultimate wisdom， then life is a greater riddle than some of us thi叫(it to be. 1 was within a 

hair's breadth of the last opportunity for pronouncement， and 1 found with humi1iation that 

probably 1 would have nothing to say. This is the reason why 1 affirm that Kurtz was a 

remarkable man. He had something to say. He said it. . . . He had summed up-he had 

judged. ‘The horror!' He was a remarkable man. After all， this was the expression of 

some sort ofbelief; . . .. (Y， p. 151) 

長い引用になってしまったが、前半は「滑稽なものだよ、人生というのは」で始まる一種の人生論

が展開されている。それに続く後半で、マーロウは、自分がクルツを「驚くべき男」だと断言する理由

を述べている。それは、クルツには「言うべきもの」があって「彼はそれを言ったJ(He said it.) の

に対して、「おそらく自分には、何も言うことがないから」という理由である。換言すれば、とにかく

クルツは人生を「要約してみせた一一判断した、『地獄だ!JlとJ。それに対して、自分にはそういう

断言さえできないと思い、ゆえにクルツは「驚くべき男」であるとマーロウは考えていることがわか

る。
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とのことから次に問題になるのは、クルツにはできたことが、なぜ自分にはできないとマーロウは

思うのか、ということである。この問題を解くには、(1)クルツという男が人生について断言できる

ようになるために払った代償について、(2)さらに、マーロウという人物の信条・生き方についても、

考えるべきであろう。

先ずーっ目の問題であるが、もともとクルツは、いわばヨーロッパの申し子で、将来を嘱望されて

いた男として登場している。人々の期待を担ってコンゴへ赴任して以後も、その期待に背かず、象牙

を採取・略奪する能力に関しては、他を全く寄せ付けず、コンゴに集まる巡礼たちの驚嘆の的で、あっ

た。そのうちにある時点から彼は気を狂わせるのだが、狂気になる以前から ideaを語り、訴え、雄弁

なパンフレットを書いていた。また、気を狂わせて以後の Kurtzは、銃器 (hisanns-two shot-guns， a 

heavy rifle， and a light revo¥ver-carbineー thethunderbolts of that piti白1Jupiter， p. 134)を使って現地

人の間に神として君臨し、見せしめとして反逆者の首を柱の上に掲げた。

こうしてみるとクノレツという男は、いったん ideaを信じ込むと、自らが陥る狂気にもかまわず、非

人道的残虐行為で、あっても、どこまでも実行しようとした人間のように見えよう。マ}ロウはこのよ

うな人間に魅かれやすい人だ。というのも、物語の語り始めで自ら、以下のように述べているからで

ある。

The conquest of the earth， which mostly means the taking it away企omthose who have a 

different comp¥exion or slightly flatter noses than ourse¥ves， is not a pre伐ything when you 

¥ook into it too much. ¥¥弓latredeems it is the idea on¥y. An idea at the back of it; not a 

sentimenta¥ pretence but an idea; and an unselfish belief in the idea-something you can set 

up， and bow down before， and 0百era sacrifice to. . .. (Y， pp. 50・51)

即ち、力ずくでの「地球の征服j というのは「きれいごとではなしリ (nota pretty thing)のであるが、

「それを埋め合わせてくれるものは背後にある理念のみだ (theidea only) Jと語っているからだ。無

私の心でその理念を信じることができるなら、暴力で「地球の征服」をしても救われるというのだ。

ただし、このような発言をしていてもマーロウ自身は、どこまでも信じ通せるそのような理念を持ち

合わせてはいないというところが重要であろう。

ところが、クノレツはそのような理念(idea)を持ち合わせていた、しかも彼は気を狂わせてもそれを

信じ続けることができた人間である。ここに両者の違いがあると 、マーロウは言いたげである。この

点については、彼自身が自分の言葉で以下のように語っている。

No! It is his extremity that 1 [Marlow] seem to have lived through. True， he [Kurtz] had 

made that ¥ast s仕ide，he had stepped over the edge， whi1e 1 had been permitted to draw back 

my hesitating foot. And perhaps in this is the whole di旺とrence;perhaps all the wisdom， and 

all truth， and all sincerity， are just compressed into that inappreciab¥e moment oftime in which 
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we step over the threshold ofthe invisible. Perhaps! I like to think my summing-up would 

not have been a word of careless contempt. Better his cry-much better. It was an 

affrrmation， a moral victory paid for by innumerable defeats， by abominable teηors， by 

abominable satisfactions. But it was a victory! That is why I have remained loyal to Kurtz 

to the last， and even beyond，.. • . (Y， p. 151) 

このように、抽象的な言い方ではあるが、マーロウも認めているではないか。「彼(クルツ)は最後の

一歩を大またぎし、縁を踏み越えたのに」、自分はしり込みをしていた一一「恐らくここにすべての違

いがある」と。クルツが最後に下した判断は、「無数の敗北、忌まわしい恐怖感、忌まわしい欲望の達

成によって支払われた精神的な勝利 (amoral victory) Jなのだと。

5.まとめ

ここで手短にこれまでの議論をまとめておこう。要するに、マーロウには命を賭けるまでの ideaの

持ち合わせがなかったのであるが、そのことは裏返せば、彼が深い懐疑の念の持ち主であることを示

していると言えよう。マーロウはクノレツほど簡単に、物事を信じられる人間で、はなかったのだ。とれ

が、彼がクルツにかなわない理由であり、マーロウの限界でもある。懐疑主義の限界といってよいで

あろう。‘HD'の重要テーマの一つは、このようなマーロウとクノレツとの魂の格闘にあると私は考える

のだが、少なくともマーロウにとって、コンゴ体験の中心にはこのようなくクルツ体験)があったの

であり、この体験を通して彼は自分の限界を知ったとは言えよう。

マーロウがクルツを驚くべき、非凡な人間として讃えるのは、クルツが、自分の抱いた ideaにたい

して最後まで(たとえば、気を狂わせてしまっても)忠実であったからである。懐疑主義者のマーロ

ウにはそこまで信じられる ideaを持ち得ないし、ましてや、その ideaに対して気を狂わせるまで忠誠

を誓うことなどできないことを'悟ってしまったからである。言い換えれば、彼は、クノレツという実例

を目の当たりにして、自分の懐疑主義の限界を見てしまったのだ。

マーロウは、このような自己認識を固めてコンゴからヨーロッパへと帰還したと考えられるのだが、

そのときの彼の心象風景は、アフリカ体験をベースにして独自の人間観・世界観を獲得しつつあった

コンラッドの当時の心象風景と重なるように思われる。小説家コンラッドは、語り手を物語の主人公

に設定し、その語り手を驚くべき人間クノレツと闘わせることで、自らの魂の格闘ドラマを措いたので

あろう。そのような〈クノレツ体験)が、実は、後の作品でコンラッドが展開する創造世界の立脚点に

なっているように私には思われる。
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Abstract 

First 1 must say that it would be quite hard to grasp the themes of ‘Heart of Darkness' 

as such well-known critics as Jocelyn Baines and Douglas Hewitt have stated respectively: 

'Conrad did not live in a world of sharp emotional or intellectual distinctions， and the power 

and fascination of ‘Heart of Darkness' rest upon the tale's moral elusiveness and ambiguity 

(Joseph Conrad:・ A Critical Biogrαphy) and 'The themes are not schematic; they訂 e

embodied in the imagery， in the structural pattem， in the minute-by-minute f10w of the 

narration' (Conrad: A Reassessment). 

However， Marlow the narrator of the inner story seems to give us a hint. He says 

just before he begins his own story，‘It [Congo experience] seemed somehow to throw a kind 

of light on everything about me-and into my thoughts. It was sombre enough， too-and 

pitiful-not extraordinary in any way-not very clear either. No， not very clear. And yet it 

seemed to throw a kind of light.' This statement shows that consideration of Marlow's 

experiences in the Congo would explain Marlow's fundamental character. The best way to 

throw a kind of light upon Marlow's humanity is to consider the development of relationship 
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between himself and Kurtz. At the end of the story Marlow comes to realize his own 

limitations and this realization seems to be one of the essential themes of the story. 

In the second section 1 have pointed out that Marlow the narrator is a man of easily 

fascinated character. He shows no interest in K町 tzat first， but gradually he comes to see his 

clear image. 1 believe this character is indispensable to the development of the story. In the 

third section， we have discussed Kurtz's clear image， his eloquence and opinions as well as 

the significance of Marlow's pursuit of Kurtz's changing images. In the fo町 thsection 1 

have pointed out Marlow's calmjudgment ofKurtz's madness， an indispensable reason for his 

admiration for his talent， and Marlow's limitations and their implications. 

In short， because of his own deep scepticism Marlow does not believe any idea that 

Kurtz could believe: he cannot believe things in the same and easy way as Kurtz believes. It 

seems Marlow would to like to believe things as Kurtz does， but he cannot. In the story 

Kurtz does summarise and pronounce as ‘horror!' but Marlow must admit he cannot. This is 

why he finally admits Kurtz is ‘a veηremarkable man，' though he calmly judges th剖 the

latter has been mad. In this way Congo experiences have made Marlow realize his own 

limitations and deep scepticism and Marlow the narrator， while tackling with Kurtz， thus 

becomes the protagonist of the story. 

Marlow 印刷rnsto Europe with this kind of self-recognition， which Comad himself 

had with him on his way back to Europe from Africa. He must have been trying hard to 

establish his views of human beings and the world. Marlow's experiences with Kurtz 

gradually form a basis for his creative world upon which he goes on to write his unique 

works. 
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一“Weexisted far apart"-

f武人の魂jにおける共同体

Communal Existence in Joseph Conrad's“The Warrior's Soul" 

山本薫

Kaoru Yamamoto 

序.

“The Warrior's Soul"(1916)は、 1812年におけるナポレオンのロシア撤退時に捕虜となったフラン

スの武人を屈辱から解放するため射殺するロシアの武人トマソフ(Tomassov)の悲劇的な物語で、ある。

かつて自らの命を救った恩人の名誉を守るため究極の選択を迫られるトマソフこそは、 「武人の魂j

の具現者であり、コンラッドの傑作を支えてきた数々の潔癖な理想主義者の一人と言える。しかし、

彼の物語を若い世代の者たちに語る老いた武人は、恩人殺しという言わば最大の裏切り行為を犯して

しまうかつての仲間トマソフの動機を分析したり、彼の性質を定義したりするわけで‘はない。また、

トマソフ本人も、自らの行為や心情を自分の声で説明することはほとんどない。従って、語り手とし

て「十分な説明能力がなしリと非難される老いた武人の語りの中で、 i トマソフの芝居がかった女性

崇拝や恩人への義務感ばかりが目立つこの短編は、 「時代おくれの騎士道的な名誉観Jや、スラ

ブ的なヒロイズムJ3の物語として簡単に片付けられ、ロマンスを低く見る傾向が強いコンラッド批

評の枠組みの中で注目されることはなかった。

しかし、老いた武人が若い世代に向けて語っているのは、 「私」の物語ではなく「我々 j の物語で

あり、彼はトマソフの主体的行動の動機を探りあて、審判を下そうとしているわけではない。 トマソ

フは、ノス トロモ(Nostromo)のように、 「我々のトマソフ」と呼ばれ、仲間のゴシップの的である 4

捕虜を殺した武人トマソフに「世間jはある種の「審判」を下すものの、語り手は最終的にただ、「私

にはわからない。おそらくトマソフ自身もわからなかっただろう」と述べている。 5 また、トマソフは、

1 Lawrence Graver， Conrad's Short Fiction (Berkeley and Los Ange1s: University of Califomia Press， 
1969) 196 

2 Danie1 Schwarz， Conrad: The Later Fiction (London: Macrnillan， 1982) 100 
3 Graver 195 

4 ゴシップの定義一informal，persona1 ta1k that， occurring among peop1e who know each other fair1y 

wel1， concems other people not present， and insists on its own frivo1ityーは、 DavidHerman， Manfred Jahn and 
Marie-Laure Ryan eds.， Routledge Encyclopedia ofNarrative Theory (London and New York: Rout1edge， 2005) 
207による。その他、 PatriciaMeyer Spack， Gossip (New York: Alfred Knopf， 1985)を参照。

5 Joseph Conrad， Tales of Hearsay (London: Dent， J 955) 26以下引用はすべてこの版に拠り、括弧内にそ

F
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2 山本薫

「我々 j が所有する物語としての「うわさJに登場するばかりでなく、ゴシップによって命を救われ

る。戦争前、 トマソフらロシア公使一行は、フランス人将校のもたらしたゴシップを信じてフランス

を脱出し、ナポレオン政権当局からの拘束を免れる。こうして老いた武人は、ゴシップと歴史を交差

させている(“Seehow people's mere gossip and idle talk pass into history"(16・7).)。

コンラッドは初期の頃からゴシップには関心を寄せていたoAlmayer 's Folか(1895)や Outcast01 the 

Islands(1896)は、村落共同体のゴシップや陰謀が渦巻く世界であり、 6後期の物語でもゴシップは重

要な役割性を果たしている。“Heartof Darkness"(1900)や LordJim(190 1)のマーロウと違って、自ら

の直接体験をほとんど語らず、どこかで、誰かが言っていることばかりを報告する Chance(1912)のマー

ロウ(Marlow)は、まるで「他人のゴシップで楽しんでいるjょうであるし、 7続く ηctoη(1915)で、は、

ゴシップや俗世間から超然とした態度を取り、孤島に隠遁する主人公ハイスト(Heyst)をゴシップが

執劫に追し、かけ、最後には死に至らしめる。8 Tales 01 Hearsayも当然このような問題意識を共有し

ているであろうことは、そのタイトノレが示唆している。また、このタイトノレをコンラッドが長年あた

ためていたということは、親友カニンガム ・グレアム(CunninghameGraham)もこの選集に寄せた序

文で付言している。9 しかし、過小評価されてきた後期作品の中でもさらに議論の対象となることが

極端に少ない“TheWarrior's Soul"が、“hearsay"という側面から分析されたことはこれまでない。そ

こで、本論では、語り手が用いる「我々 J(“we")と「我々のJ物語である「うわさ」に注目し、語り

手が仲間の「うわさ j の中のトマソフ像と距離をとりながら、 「私Jや「個Jという西欧的主体以後

の複数の人間存在のありょうをどうとらえようとしているのかを以下で考察 してみたい。

“The Warrior's Soul"は、“Theold officer with long white moustaches gave rein to his 

indignation( 1)."という非個人的な語りによって唐突に始まる。つまり、老いた武人の語りの外の語り

手によって、読者には、老いた武人という個人的な語り手と若い世代の聞き手で構成される語りの状

の頁数を記す。日本語訳は、ジョセフコンラッド武人の魂」里子崎孝訳， (コンラッド中短篇小説集 3)(京都，人

文書院， 1971)を、一部変更を加え使用した。

6 Michael Greaney， Conrad， Language，αnd Narrative (New Y ork: Palgrave， 2002); Robert Hampson， 

Cross-Cultural Encounters in Joseph Conrad 's Malay Fiction (London: Palgrave， 2000)は、コンラッドの初期か

ら中期にかけての作品を、これまでよく指摘されてきた官険小説という大衆ロマンスのコンテクス卜ではなく、

ゴシップゃうわさ、伝説というコンテクス トにおいて考察するものであるが、いずれにも Talesof Hearsayにつ
いての言及はない。

Jo 吋 1Co∞n町1首叫r
Gr印巴ane句yは打ct，ωOηヴyを「ゴゴ、シツプによる殺人Jとして分析している。“、tlurderby language':‘Falk' and 

Victoりら"Greaney 27-43 

9 Graham は序文の最後に、“Thetitle chosen for this book，“Tales ofHearsay，" is one which Comad long 
had in his mind for a future volume of short stories. As it fits very well the four stories included here it has been 
deemed proper to give the title which had Comad's own authority."とし、う注記を付している。Cunninghame
Graham， Preface， Tales of Hearsay， by Joseph Comad;この短編についておそらく初めて触れた書簡の中でもコ

ンラッド本人が、“Ithas been so long in my head that it seems to be running offthe pen by itself'と述べている。

Joseph Comad， letter to J.B.Pinker， 23 December 1915， The Collected Letters of Joseph Conrad， eds. Frederick 
R. Karl and Laurence Davies， vol. 5 (Cambridge: Cambridge University Press， 1996) 542 
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況がより明らかになる。いわゆるこの枠語りは冒頭のほんの数行ほどであり、コンラッドが頻繁に用

いた手法であるため、とりたてて注目されることはないが、その役割は、 Schwarzが言うような単な

る「場面設定Jだけではない。 10 この非個人的な語りの存在によって、語り手が現在聞き手と構成す

る集団と過去に帰属していた集団の性質の違いが対比されているのである。白い口ひげをたくわえた

老いた武人の怒りは、ナポレオン侵攻時の生き残り兵たちの苦労を理解するどころか、逆に敵を落ち

のびさせたと責める若い「聞き手Jに向けられている(“Isit possible that you youngsters should have 

no more sense than that! Some of you had better wipe the milk off your upper lip before you start to 

pass judgment on the few poor stragglers of a generation which has done and suffered not a little in its 

time.")。この怒りの直後で再び非個人的な語りは、 「聞き手」たちが「悔悟の情」を示したので、老

いた武人の怒りは「和らいだが、それで彼が黙るわけではなしリと報告する。官頭の老いた老人の怒

りは、彼と彼の若い聞き手たちの聞に共有するものがないことを強く読者に印象付けているが、とも

かくも彼はそれで、語りをあきらめるわけではなく、この後以下のように、自分が苦労した「生き残り

の一人Jであることを明かし、体験談を始める。語り手が回想する仲間の間にある粋は、現在の語り

の場における語り手と聞き手の間の共感のなさと対照的である。

“1 am one of therrト--Qneof the stragglers， 1 mean，" he went on patiently“And what did we do? 

What have we achieved? He-the great Napoleon-started upon us to emulate the Macedonian 

Alexander， with a ruck of nations at his back. We opposed empty spaces to French impetuosity， 

then we offered them an interminable battle so that their army went at last to sleep in its positions 

Iying down on the heaps of its own dead. Then came the wall of fire in Moscow. It toppled down 

on them. ... Why! Our own men suffered nearly to the limit of their strength. Their Russian 

strength!"(l ). 

「私もその中の一人だ一一生き残りの中の一人だ」彼は辛抱強く言葉を続けた。 I私たちは何を

したのか?どんなことを成し遂げたのか?彼は一一あの大ナポレオンは一一マケドニアのアレキ

サンダーにも匹敵する勢いで、多くの国々の後ろ盾を得ながら、一目散に私たち目がけて攻め寄

せてきた。遮二無二襲ってくるフランス軍に対して私たちは、まずは無人の空間を持って対抗し、

続いては次から次へと、いつ果てるとも知れない戦闘をしかけてやった。そのためにとうとう、

さすがのフランス軍も陣地についたまま、自軍の兵士の累々たる死体の山の上に身を横たえて眠

るような始末になった。次に来たのがモスクワの火の皇室だ。これが彼らの頭上に崩れて落ちた。...• 

いいか!我々仲間は、もう少しで体力が尽きる限界まで苦しんだ。ロシア人のあの体力をもって

しでもなおだ!J 

10 Schwarz 99; Graverも、非個人的な語りによる「官頭の 3つのセンテンス」を除いて“TheWarrior's 

Soul"がロシア人の声で語られていることを指摘するにとどめている。Graver195 
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ここで若き日の語り手が言う仲間の「我々 j とはロシア軍である。“Whatdid we do? What have we 

achieved?"という問いが改めて確認する通り、 「我々 Jは、敵フランス軍(r彼らJ)を倒すという目的

を掲げて「体力が尽きる限界までj 共に戦った。語り手は、 「我々仲間j の苦労に思いを馳せ、力を

込めて聞き手に訴えている(“Why!Our own men suffered nearly to the limit of their strength. Their 

Russian strength!")。語り 手が振り返る「我々」には共にいる目的や理由がある。しかし、語り手と聞

き手の聞には共感も共通点も存在しない。語り手と聞き手はなぜ一緒にいるのだろうか。冒頭であれ

ほど若者の理解のなさを怒っていた語り手は、自分の話に対して積極的な反応を示すわけでもない聞

き手に対してなぜ敢えて「辛抱強く J語り続けようとするのだろうか。もちろん、 Schwarzや Graver

の言うように、語り手が、英雄的な武人を模範として未熟な若者に語っていると考えれば問題はない

かもしれない。 11 しかし、先人の苦労を理解しない若者を前にした老いた武人の語りを支えるのは、

失われた共同体「我々」へのノスタノレジーなのだろうか。確かに語り手は、さかんに「我々Jという

呼称を用いて過去を懐かしんでいるようなそぶりをみせてはいる。 しかし、彼は果たしてどれだけ

「我々 j と一体化しているのだろうか。というのも、ここで、語り手が「我々Jと呼んでいる集団は、

孤立した個が帰属と統合を保証される集合体としての通常の軍隊や船乗りの共同体とは微妙にずれて

いるように思われるのである。ジム(Jim)は、厳格な行動規範が支配する船乗りの共同体から逃げた「落

伍者J(straggler)で、あった。 12 そこには「落伍者」を弾き出す輪郭のはっきりした船乗りの共同体が

まず想定されていた。一方、“TheWarrior's Soul"の語り手の言う仲間「我々 Jは、はじめから

“stragglers"( r生き残り J)の集団として設定されている。さらに、 ロシア帝国の政治犯だった両親を

シベリアの流刑地で、失った幼少体験を持つコンラッドにとって、たとえ語り手に代理させるにしても、

ロシアは自然な郷愁や共感の対象ではありえず、むしろ憎悪の対象に違いない。グレアムが言うよう

に、 「被抑圧者の身になるということは簡単にできるが、抑圧者の立場に立つには才能がし、るJので

あり、特にそれは「ポーランド人に簡単にできることではなしリ。 13 現に、コンラッド作品中唯一祖

国ポーランドを舞台にした短編で、同じくおles01 Hearsayに収められている“PrinceRoman"で、は、

妻を亡くし愛国心に目覚めたローマン公が戦うのは、ロシアであり、故郷の見慣れた景色の中に侵入

するコサック兵の隊列は「巨大な蛇」と形容されている。14 コンラッドがロシア人を物語に登場させ

ること自体は珍しいことではない。ただし、 TheSecret Agent(1907)や UnderWestern Eyes(1911)に

おけるロシア人たちはも っぱら作者の噸笑の対象であり、彼らに比べるとコンラッドの哀れみゃ弁護

が多少なりとも向けられていると思われるロシアの青年ラズーモフ(Razumov)とて完全な共感の対象

とは言い切れない。そう考えると、ロシア人、とりわけ祖国を暴力で、踏み闘った「武人Jの声で語ら

れているだけでなく、武人たちに共感的でさえあるこの短編は、伝記作者Najderが言うように、確か

11 Graver 195; Schwarz 99 

12 例えば、 マーロウは、“Woeto the stragglers! We exist on]y in so far as we hang together. He[Jim] had 
straggled in a way; he had not hung on. . ."と言っている。Conrad，Lord Jim (London: Dent， 1968) 223 

13 Graham， Preface， r，αles 01 Hearsay， by Joseph Conrad， xiv 
14 Conrad，“Prince Roman，" Tales 01 Hearsay， 38 
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にコンラッドにしては「かなり意外な作品Jである。 15 しかし、ここで大事なのは、意外な設定の意

外性を確認することではなく、その効果を考えることである。問題は、それでも作者が自分にとって

最も共感しにくいはずのロシアの武人への仲間意識をロシアの武人に語らせているということであり、

そこには何か特別な意図が隠されているに違いないのである。以下に見ていくように、実際老いた武

人の体験談には、 「我々 j の仲間への微妙なスタンスが読み取れるのであり、そこには彼の特異な集

団意識がうかがえる。

2. 

語り手が若者に「辛抱強く」語る戦地での体験は次の通りである。モスクワ大火の後、ナポレオン

軍が敗走し始めるのを若き日の語り手は遠方から目撃した。厳しい吹雪がその「死と荒廃の場面Jを

吹き抜ける。風が止んだ時、退却する縦隊に突撃せよとしづ命令が語り手の騎兵隊に下る。初めてナ

ポレオン軍に接近した武人たちが目にしたのは「這いつくばり、つまずき、飢えた、ほとんど気のふ

れた群衆J(3)の驚くほど悲惨な光景だ、った。武人たちは、抵抗もしない「その人間の塊・集団J(that 

human mass)の中を突き進んでし、く 。若き日の語り手ももちろんフランス兵を手にかける。武人の馬

は、 「揺れ動く人間たちの渦Jの中でよろめき、 「反応のない、電流を流された死体の山」に切りつ

ける(4)。引き上げようとした語り手の足をつかんだフランス兵を切りつけたちょうどその時、彼は、

「生気のない目をし、蘇った多数の死体に取り固まれたj トマソフを見とめる(4・5)。これは、武人の

体験談に主人公トマソフが初登場する瞬間である。しかし、“TheWarrior's Soul"を武人の英雄物語と

して読む批評家たちと同じように、戦場での主人公の勇姿を期待する読者の予想に反して、 トマソフ

は、ナポレオン軍の兵士の血で自らの手を染める他の仲間たちとは違って、敵の死体を見下ろしもせ

ず、 「貧IJはわざと鞘に収めたままでJすっくと身を起こして鞍におさまっている(4・5)。この後語り手

は、 トマソフのひげや若々しさに触れ、外見から彼の説明を始めるので読者はここから本格的に人物

描写が始まることを期待する。確かに語り手は、“Thosesame eyes were blue， something like the blue 

of autumn skies， dreamy and gay， too--innocent， believing eyes. A topknot of fair hair decorated his 

brow like a gold diadem in what one would call normal times."と、 トマソフの目をいわば写実的に描

写してみせる。しかし、 「こうした俺の口ぶりを聞いたならば、 トマソフのことをまるで、小説の主人

公のような言い方をすると思うかもしれなしリという自己言及的なコメントによって、語り手は、表

層の描写を通して人間精神の内奥に至るようないわゆる従来の「小説」的描出を茶化し、我々仲間の

間で共有されるうわさの中のトマソフ像を提供する。武人たちの中で一番若いトマソフは、戦争が始

まる三ヶ月前パリに駐屯していた頃の情熱的な恋愛体験を照れもせず仲間に語ることから、仲間の印

象に残り、 「ふざけ話の的j になっているらしし、(5)。

ここで語り手はいきなり話を戦争の三ヶ月前のフランスに移し、 トマソフの恋愛について語る。 ト

15 Zdzislaw Najder， Joseph Conrad: A L~た (Rochester， New York: Camden House， 2007) 476 
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マソフはパリで任務についていた頃、さる上流階級の未亡人と恋に落ちた。彼女のサロンに通う彼女

のもう一人の恋人ド・カステル(DeCastel)という上流階級のフランス人将校は、その未亡人に促され、

ナポレオンの命でロシア公使と配下全員が逮捕されるかもしれないという「うわさ」の真相を確かめ、

トマソフに早々にフランスを去るよう忠告する。ロシアとフランスの関係が冷めてきていることが噴

かれて久しく、とうとう家庭の居間でも戦争という言葉が声高に口にされ、公の場でも耳にされるよ

うになってきた。そこへもってきて、フランスの警察が発見したところによると、ロシア公使が、フ

ランス陸軍省の役人を買収し、重要な機密書類を手に入れたらしい。この事件はナポレオンの逆鱗に

触れた。犯行を自白したフランスの役人たちは夜にも銃殺される。そのことは翌日になれば町中のう

わさになるであろう。 ド・カステノレは、逮捕されればフランスに拘留される危険性があるとトマソフ

に繰り返し警告する。 r未来の敵Jの寛大さに感激したトマソフは、恩人のために「し、つでも命を差

し出すJことを誓う(“ifever 1 have an opportunity， 1 swear it， you may command my life...."(15))。

トマソフのフランスでの体験をひとしきり語った後、語り手は、場面をトマソフが剣をさやにおさ

めでたたずむロシアの戦場に再び戻す。フランスで上のような体験を経たトマソフは、戦意を喪失し、

露営の焚き火を囲む仲間を前にしても、反撃もせず死んでいったフランス兵への同情を隠さない。そ

んなトマソフの繊細さを理解しない隊の者たちは、彼に「慈悲深いトマソフ J(“the Humane 

Tomassov")( 16)というあだ名をつけてからかった。 しかし、語り手は、 トマソフが祖国へのフランス

軍の侵入にはもちろん憤りを感じている「偉大なる愛国者J(16)であり、その怒りにはなんら「個人

的な敵意j はなく、周りの移しい数の「人間の苦悩」に胸を痛め、 「あらゆる形態の人間の悲惨Jに

対して同情しているのだと説明する。語り手に言わせれば、 「慈悲(humanity)と武人の魂の聞には何

ら矛盾するものはなく、一般市民、政府の役人、商人の類こそ思いやりがなしリらしい。従って、語

り手は、突撃の最中に「我々のトマソフ」が剣をさやにおさめているのを見ても「それほど驚かなか

ったJと言う(17)。つまり、時間の順序を前後させ、場所をロシアからフランスに移動して語り手が

差し挟んでいたのは、 トマソフが敵に同情するに至った事情であり、戦場での彼の戦意喪失ともとれ

る行動の擁護である。 しかし、それは、またしても小説的人物描写の期待に反して、戦場でのトマソ

フの個としての主体的な行為の説明というよりは、逆説的にむしろ無為の正当化である。語り手は、

戦場で勇敢に戦う彼の姿を描いていたわけではない。 トマソフは、 「剣はわざと鞘に収めたままでj

すっくと身を起こして鞍におさまっていただけだ。

しかも、フランスでの恋愛体験の挿話は、個としてのトマソフの人物像を具体的に提供するという

よりはむしろ見えなくしている。序で触れたように、思人を殺すという行為に至るトマソフは、自ら

の行為や心情を自分の声で説明するということがほとんどない。語り手の説明によれば、初め語り手

を含めた「我々J仲間たちは、焚き火を囲んでトマソフのフランスでの恋愛話に耳を傾けていたが、

そのうちトマソフは焚き火の周りで人に話すことがし、ゃになり、語り手である武人だけを「特別な話

し相手Jにするようになったらしし、(7)。つまり、話が核心的な部分に近づくにつれて、語り手を信頼

してトマソフが吐露した「物語と言うよりは感情の流露 ・ほとばしり J(8)がどんなものであったのか
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を知る人間は、語り手しかいないということになる。語り手によれば、 トマソフは、恋人が主催する

サロンの様子についての「細かい事柄を実にすばらしく自分の話から排除Jし、恋人に夫がし、るかど

うかにも言及せず、彼女について「決まりきった表現を使って描写しなかった」らしし、(8)。それにも

かかわらず、語り手は彼女を未亡人と決めつけ、魅惑の美女に仕立て上げている(“一・apparentlythe 

woman was beautiful. She detached all these talking people from their life interests， and even from 

their vanities. She was a secret delight and a secret trouble. All the men when they looked at her fell 

to brooding as if struck by the thought that their lives had been wasted. She was the very joy and 

shudder of felicity and she brought only sadness and torrnent to the hearts of men"(8・9).)。しかし、 ト

マソフ本人が詳細を決まりきった表現で説明せず、語り手が「サロンに出入りを許されるような人間

ではなかったJ(7)のなら、語り手による未亡人の描写に一体どれだけ信憲性があるだろうか。個人を

描く際の「決まりきった表現を使って描写せず」、 「細かい事柄を実にすばらしく自分の話から排除

している」のは、 トマソフではなく語り手であり、 卜マソフには信頼され、彼を最もよく知るはずの

語り手は、実は最も信頼できない語り手なのである。 トマソフが「彼女の夫に言及しなしリからと言

って、彼女が未亡人だとは断言できない。 トマソフがその点に言及しないのは、二人が不倫という世

間に公表できない関係にあるからとも考えられる。彼女が語り手の言うように男を惑わすような女性

だ、ったかどうかは実はさだかではなく、その「妖術j でトマソフを狂わせたという説明(“Itwould be 

just about the sorcery a woman very much out ofthe common would exercise， you know"(9).)も、トマ

ソフの行動の動機の説明としてはあまり説得力を持たない。一見トマソフの「慈悲深さJを弁護しよ

うとするかに見える語り手の一連の操作は、結末におけるトマソフの究極の選択に至る背景や因果関

係を合理的に解明するものではない。 16 むしろ、 トマソフの姿勢にうかがえる女性崇拝

(“He[Tomassov] became an artlessly， unconditionally devoted slave. He was rewarded by being 

smiled on and in time admitted to the intimacy of the house. It may be that the unsophisticated young 

barbarian amused the exquisite lady"(9))や、思人への忠義心という騎士道的な精神一一「武人の魂」

を強調することである。フランス人将校は未亡人に、“Ifhe[Tomassov]has the soul ofa warrior， ifhe 

has the soul of a warrior he ought to fall at your feet in gratitude. "(13)と言っていた。

そして、その「武人の魂」故にトマソフは恩人を屈辱から守らねばならない。夜遅く、トマソフは、

一人のフランス人捕虜を連れ帰り、若き日の語り手を驚かせる。集団で投降するのでなければ兵士を

捕虜にはできない。コサック兵は落伍兵を殺すか放置する。 トマソフが連れ添っていたのは、かつて

フランスでトマソフの命を救ったあのド・カステノレで、あった。屈辱から全身が縮み上がらんばかりの

フランス人将校は、自分を殺してくれと懇願する。彼は、自分のそばにいるのが、あの時自分が救っ

た青年だと気付くと一層強く「武士の魂」に訴えて借りを返せとトマソフに迫る(“1call on you to pay 

16 ジリアン・ビアは、中世の騎士道ロマンスの特徴として「因果関係を示す鎖を持たない点」を挙げ、そ

の効果が「個々の登場人物に対する我々の関心を薄める一方、同時にまた、物語の入り組んだ世界の中に我々を
一層完全に巻き込むこと」であると指摘している。ジリアン・ピア、田辺宗一訳、 『ロマンス』文学批評ゼミナ

ール1O(東京研究社， 1973) 39 
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the debt. Pay it， 1 say， with one liberating shot"(23).)。自分を「屈辱から解放する一発j をためらうト

マソフを、 ド・カステルは、 「おまえには武士の魂がないのかJと責める(23)。語り手がこの哀れな

捕虜を護送する仲間を呼びに行こうとした時、 トマソフの銃の音が雪に吸収され弱々しく響く。この

事件の後、 「世の正義Jや「人間の下す審判j がトマソフに重くのしかかる。 トマソフをからかい、

はやしたてていた副官は、今度はトマソフが冷酷にも捕虜を射殺したという恐ろしい 「うわさJを流

した。 トマソフは除隊処分にはならなかったものの、ダンツィヒの包囲戦の後自ら身を引き、故郷に

隠遁したが、「何かしら後ろ暗いことをやった男という漠としたうわさJは何年も彼につきまとった。

しかし、その後語り手は、 「トマソフはやってのけたのだ。だからどうだというのだ?一人の武人の

魂が、すべての信念や勇気の喪失という、死よりも悪い運命から解放することによって、もう一人の

武人の魂に借りを百倍にして返しただけだ一君たちはそう見るかもしれなしリと聞き手に一つの解釈

の可能性を示唆しつつも、「私にはわからない。おそらくトマソフ自身もわからなかっただろう jと明

言を避けている。こうして語り手は、 「我々 j とそのうわさから離れ、 「雪の上のトマ ソフとド・カ

ステルの死体に最初に近づいた人間jとして、最後に「あの暗い集団J(“that appalling dark group")(26) 

としての二人の姿で物語を結ぼうとする。

3. 

語り手の意識の中で、 トマソフはいつも死者の群れの中から浮かび上がり、場面に登場する。抵抗

もしない「人間の塊」に突撃し、敗走するフランス兵の中を突き進んでいく中で、若き日の語り手は、

「生気のない目をし、蘇った多数の死体に取り固まれたj トマソフの姿を発見していた(4・5)。この初

登場の場合と閉じように、最後の場面でも、 トマソフは、語り手の意識の中で、またしても死体の山

からぼんやりと浮かび上がり、ド ・カステルと「暗い集団Jを成している。以下に、月明かりの中をト

マソフがド・カステノレを伴って現れた際の語り手の心境を見ていくが、その時の語り手は、輪郭のは

っきりした固定した主体トマソフでもなく、彼の行為に対する「我々 jのうわさや「世の正義j、 「人

間の下す審判」でもなく、その向こうにある「あの暗い集団」を見据えている。月明かりの中をトマソ

フがド・カステノレを伴って現れた際、二人の姿をとらえる語り手の精神状態を既に支配していたのは、

以下の一節にあるように、 「黒い死体の山Jであった。風の吹きすさぶ満月の夜、焚き火の周りで皆

が眠りにつく傍らで、語り手は吹雪の中死んでいったフランス兵のため息が聞こえてくるような感じ

におそわれる。

“1 was no longer sleepy. Tndeed， 1 had become awake with an exaggerated mental consciousness of 

existence extending beyond my川町lediatesurroundings. Those are but exceptional moments with 

mankind， 1 am glad to say. 1 had the intimate sensation of the earth in all its enormous expanse 

wrapped in snow， with nothing showing on it but trees with their straight stalk-like trunks and their 

funeral verdure; and in this aspect of general mouming 1 seemed to hear the sighs of mankind 
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falling to die in the midst of a nature without Iife. They were Frenchmen. We didn't hate them; they 

did not hate us; we had existed far apart-and suddenly they had come rolling in with arms in their 

hands， without fear of God， carrying with them other nations， and all to perish together in a long， 

long trail of frozen corpses. 1 had an actual vision of that trail: a pathetic multitude of small dark 

mounds stretching away under the moonlight in a c1ear， still， and pitiless atmosphere-a sort of 

horrible peace" (20). 

「私はもう眠くもなんともなくなっていた。目覚めると、私の意識は異常な活発さをもって働いて、

身近な環境はおろか、その彼方に広がる存在までをとらえていた。幸いにして、人聞がこのような瞬

間に見舞われるのは異例の場合に限られている。私は、在漠と広がった大地が一面に雪に覆われて、

地上に姿を現しているものといっては、柱のようにまっすぐな幹に、葬礼を思わせる枝葉をつけた樹

木ばかりといった光景に親密な感じを抱いた。そしてそのような何もかもが喪に服しているような光

景の中に、私は、生命の印一つない自然のまっただなかに倒れて死んでいく人々の吐く最後の息が聞

こえたような気がした。その人々がフランス人で、あった。我々は彼らを憎まなかった。彼らも我々を

憎んだわけではない。我々は互いに遠く離れた存在であった一一そこへ、突如として、彼らは武器を

手にして踊りこんで来た。神を恐れず、他の国の人たちをも巻き込みながら。そして全員がいっしょ

になって打ち倒れて、えんえんと連なる凍えた屍の列と化し去ったのだ。その列の姿が私の目には、

現実さながらにはっきりと映っていた。澄み切って静まり返った非情な大気の中に、小さく盛り上が

った黒いものが、月の光を浴びながら、はるか彼方にまでいくつもいくつも限りなく続いて、し、かに

も傷ましい光景であった一一いわば凄槍な平穏とでも言うのだろうか。j

この一節で顕著なのは、語り手である「私j の意識がすべてを取り込んで、広がる傾向である。食事

を運んできた当番兵によって目が覚めた語り手の意識はやけに活発に働いて、 「身近な環境の彼方に

広がる存在の姿Jまでとらえている。通常は「生命の印」と考えられる緑の草木も「葬礼j を思わせ

るような「一面雪に覆われて苦漢と広がった大地」を語り手は身近に感じている。語り手の自の前に

は、雪に覆われた大地の「何もかもが喪に服しているような光景」が広がっている。彼には、その大

自然のまっただなかに倒れて死んでいく「人間」の吐く最後の息が聞こえるような気がする。最後の

吐息がもれた瞬間、兵士たちはもはや「我々」でも「彼ら」でもない。拡大する意識の中で、語り手

は自分たちロシア人“we"に対して敵である“they"を一旦「フランス人」という枠で、括ってみようとす

る。 ["我々 Jと「彼らj はお互い憎みあってはいなかった。ただ「互いに遠く離れて存在」した。 ["身

近な環境の彼方に広がる存在の姿j をとらえてしまうほど拡大し、もはや 「我々 j でも「彼らJでも

ない兵士たちの最後の吐息を聞き取る語り手の意識の中ではおそらく、人間の集合体をとらえるのに、

ロシアやフランスという合理的な共同体としての国家という範需はもはや有効ではなし、。“wehad 

existed far apart"の“we"はロシア兵だけではなく彼ら“they"をも含むだろう。フランス兵たちが「他
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の国の人たちをも巻き込みながらj 、 「全員がいっしょになって打ち倒れて、えんえんと連なる凍え

た屍の列」と化すヴィジョンを語り手は思い浮かべている。コンラッドの世界では往々にして雄大な

自然と闘う人間は卑小な存在で、あったが、ここでは自然/人間という対立の図式すら融解している。

敵であるフランス兵たちはもはや「他の国の人たち」とも融合して、単なる「凍えた屍の列Jとなり、

まさに「自然」のほんの一部であるかのように、月明かりの下で連なる「多数の小さな黒い山」と化

している。あたり一面に雪に覆われた大地が、 「何もかもが喪に服している痛ましい光景」であ

りながら、そこには悲しみというよりは「凄'槍な平穏j が漂っている。このような気分に浸っている

語り手の前にトマソフがド・カステルを伴って現れる。二人は悲劇の最後を迎えるが、その場面も今

見たような同じ平穏に包まれている。

“The Warrior's Soul"における死は一人では完結せず、他者の存在を要請する出来事である。語り手

は、当時のフランスの文化的優位を強調していた(“Youofthe present generation， you cannot conceive 

how much prestige there was then in those names for the whole world. Paris was the centre of wonder 

for all human beings gi丘edwith imagination(6).")。それに対してロシア(“DesRusses sauvages"(5)) 

は「野蛮jとして他者化されている。戦争前にトマソフが命の思人ド・カステルに述べた感謝の言葉、

“1 swear it， you may commαnd my life...."(15)(イタリック筆者)が含意しているように、命を救われた

この時、洗練されたフランス人将校ド・カステノレ(theexquisitely accomplished man ofthe world)(13) 

による、文化的他者としてのトマソフ(theunsophisticated young barbarian)(9)に対する「支配」

(command)は、より完壁なものとなった。状況が変わり戦争に突入して敵となった二人の関係は逆転

し、 「追う者」と「追われる者Jに別たれる(24)。しかし、これは単なる自己 (self)/他者(other)や

高/低の逆転や、いわゆる主体の脱構築にとどまらない。かつての恩人に気づいたトマソフの目にと

まったのは、捕虜となって「存在全体が屈辱で縮み上がってJいるが(“Allmy being recoils from my 

own degradation"(23))、もはや自分の意思で死ぬこともできないド・カステルの姿で、ある(“Yes，he! 

Brilliant， accomplished， envied by men， loved by that woman-this horror-this miserable thing that 

cannot die. Look at his eyes. It's terrible"(24).)。 ド・カステノレにとって、死は彼が主体(私)として能動

的になしうる行為ではないし、主体(私)が自分のものにできる何かでもない。 ド・カステノレの死は他

者トマソフがし、なければ、他者トマソフと共同でしか起こらない。 トマソフによる恩人射殺という衝

撃的な事件は、死そのものが一人では起こらない共同の出来事だということを物語っている。 17 そし

て、 トマソフと生前のド・カステノレとはかけ離れた存在であったが、 トマソフがド・カステルを射殺

してしまった今、生き残った武人トマソフと死体の間にはこれまで以上に何も共有するものはないよ

うに思われる。しかし、 トマソフは、 「やさしく膜想するような姿勢で」 ド・カステルの死体の上に

頭をうなだれている。彼の表情は、 「普通死に際して人が見せるような悲しみも厳しさも恐怖も表し

ていなかったが、まるで永遠の、永遠に静かな、深い眠想に耽っているような安らぎがそこには漂っ

17 共同体と死については、ジャン=リュック・ナンシー，西谷修・安原伸一朗訳，~無為の共同体~ (東京:

以文社， 2001)、特に 26-9を参照。
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ていたJと言って、語り手は物語を閉じる。彼の穏やかな表情にうかがえるように、ここには単純な

別れはない。死は、他者トマソフをド・カステルから別つというよりはむしろ、彼をド・カステルに

永遠に結び付けている。しかしトマソフは、これまでのコンラッドの主人公のように、これから罪を

償っていくという意味で、彼が殺した人聞から解放されないのではない。既に確認した通り、語り手

は、 トマソフの個人としての責任を問うているのではなく、 「世の正義Jや「人間の下す審判」、仲

間の間に広がるトマ ソフの 「何かしら後ろ暗いことをやった男という漢としたうわさ j からも距離を

置いていた。また、二人の最後の姿は、分身同士の完全なる合体や合ーを意味するのでもない。語り

手は、最後の場面におけるトマソフとド・カステルを「あの暗い集団j と呼んで、いたが、この表現は、

もともと雑誌に掲載された当初は、“thatappalling dark group 01 two"(イタリック筆者)で、あった。 18

しかし、最終的に作者は、 トマソフとド・カステノレの姿を個と個から成る「二人」としてよりも、一

つの集団、“thatappalling dark group"として提示している。 トマソフとド・カステノレは、共同の一存

在ではなく、互いに遠く離れているが、一つの「共同で、の存在Jであり、ただ「あの暗い集団Jという

「複数にして単数の存在j としてただそこに共にある。 19 そうしてトマソフはこれからの生涯をド・

カステルと共に生きていくだろう。それは、ただ他者とともに誰がある、一緒にいるということ、共

同の存在としてである。通常は人と人を別つものと考えられる死の場面に伴う悲しみよりは平穏が漂

う理由はここにある。最後の場面におけるトマソフとド・カステノレの 「あの暗い集団J(“that appalling 

dark group")(26)とは、先ほどの一節の「多数の小さな黒い山Jを成す死者たちの究極のイメージなの

である。語り手の志向するのは、このように個人がその一部として帰属したりそこから排除されたり

するような伝統的な意味での共同体ではない。それはただ、“thatappalling dark group"としか呼べな

いような何かなのである。

誰もが共有できる意味や目的を持った合理的なコミュニケーションを撹乱し、それを超えようとす

る共同性を「もう一つの共同体」として描き出そうとするリンギスは、親族性を越えたところにある

このよ うな集団を、 「死の共同体」と呼んでいる。

<死の共同体>を見つけるためには、私たちは、親族性から最も遠い地点にある状況に自分自身を

見いだすか、想像力を使ってそうした状況に身を置いてみようとしなければならない。

.自分の国が戦争をしている相手の国の中に、あるいは、自分が信じることができない、もしく

は自分を排除するような宗教に帰依する人々の中に身を置いてみる。自分に何の借りもなく、自分

の言語を一言も理解せず、年齢も自分とはかけ離れている人々と共にいるとし、う状況に自分を見い

だす。しかも、そうした人びとに完全に依存しなければ自分が生きていけない状況に身を置いてみ

18 Joseph Conrad， The Lagoon and Other Stories (Oxford: Oxford University Press， 1997) 251この版

は、大衆市場向けに書かれたコンラッドの短編を雑誌に掲載された当初の形態のまま再版したものである。
19 r共に」としての存在に基づく存在論の 「作り直しJを展開するナンシーによれば、存在とは「複数ー

で一共にーあること」であるが、それは複数の存在者を単一の存在に帰着させることではなく、また、それは単
数存在の単なる集合としての複数でもない。ナンシー，加藤恵介訳J複数にして単数の存在~(京都:松箱社， 2005)
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なければならない。 20

“The Warrior's Soul"の語り手にはもともと、ここでリンギスが言っているように、 「親族性から最も

遠い地点にある状況に自分自身を見いだすか、想像力を使ってそうした状況に身を置く j傾向が見ら

れた。語り手は、先人の苦労を理解せず、簡単に判断を下す若い世代を前にして「辛抱強く」語ると

いう状況に敢えて身を置いている。同じロシア人でありながら、語り手と聞き手で構成される集団の

聞には、ナポレオン軍によるモスクワ侵攻時に限界まで苦しんだロシア兵のたちの間にあるような粋

も結束もない。しかし、語り始めた途端怒っていた語り手は話を止めようとはせず、この不協和に耐

えて、「辛抱強く」語り続けた。それは老人から若者への一方的な説教のためではない。というのも、

この共感の欠如が彼の語りによって最終的に解消されたかどうかは定かではなし、からだ。 トマソフの

物語を語り終え、「私にはわからない。おそらくトマソフ自身もわからなかっただろう」と言う語り手

は、聞き手に何らかの教訓を押し付けているわけではない(26)。こうした点を Graverなどはこの物語

の過度の暖昧さとして非難しているわけだが、 21 語り手は、通常のコミュニケーションで期待される

合意や理解に達するために語っているわけではなく、共有するものもないままともかくも最後まで聞

き手と向き合っている。これこそまさに、 「自分の言語を一言も理解せず、年齢も自分とはかけ離れ

ている人々と共にいるという状況に自分を見いだす」行為そのものだ。いかに相手に理解がないとは

言え、 「聞き手j の存在なしには彼の語りは独自になってしまう。個の実体を追し、かけ、言語の牢獄

に閉じ込められたかのように、独自と紙一重のところで語り続けたマーロウのような語りは“The

Warrior's Soul"の語り手の目指すところではない。言葉によるコミュニケーションも、一人では成立

しない。冒頭での語り手の怒りは、このような認識の上に立つ彼の聞き手への働きかけである。

結ぴ

コンラッドは、 TheNigger 01 the“Narcissus "(1897)において“we"という語り手を通してすでに乗

組員たちの「集団的意識」と格闘していた。22 そして最終的に「我々」の中から個人的な語り手「私J

が誕生した。以後いわゆる印象主義的技法によって個人の意識の抱える問題を追究し続けながらも、

コンラッドは、個や単なる個の集合としての合理的な共同体の彼方に共同の存在としての人間を見据

えていたに違いなし、。“TheWarrior's Soul"で、のコンラッドにしては「意外な」ほどロシアに共感的な

姿勢こそ、リンギスの言う「自分の国が戦争をしている相手の国の中に、あるいは、自分が信じるこ

とができない、もしくは自分を排除するような宗教に帰依する人々の中に身を置いてみるJというこ

20 アルフォンソ・リンギス，野谷啓二訳，w何も共有していない者たちの共同体J1(京都:洛北出版， 2006) 
198 

21 Graver 198 
22 Brian Richardson， 

onboard the Narcissus，" eds. Carola M. Kaplan， Peter Mal1ios， and Andrea White， Conrad in the Twenty-First 
Centwア(NewYork and London: Routledge， 2005) 213-22 

-96-



一“Weexisted far apart"ー「武人の魂j における共同体 13 

との実践そのものである。しかし、祖国へのフランス軍の侵入には憤りを感じるが、 「個人的な敵意J

はなく、 「あらゆる形態の人間の悲惨j に共感を示していたトマソフの「情け深さ J(humanity)が仲

間にからかわれていたように、そのような人道主義は、ひとつ間違えれば空々しく響いてしまうよう

な微妙な立場である。事実 Najderは、“TheWarrior's Soul"のロシアに共感的な姿勢をコンラッドの

「作家としての偏見のなさを示そうとするJポーズだと見なしている。 23 しかし、「情け深しリ(humane)

トマソフの姿に慎重に距離を置こうとする作者は、単なるポーズではない humanityのあり方を模索

していたはずだ。主体としての輪郭のはっきりした個人でも、ロシアやフランスといった共同体でも

ない「あの恐ろしい暗い集団」とは、もともと祖国を離れて物理的にも心理的にも「親族性から最も

遠い地点に」身を置かざるを得なかったコンラッドにこそ可能な、共同での人間のあり方の表象であ

ろう。その意味で、“TheWarrior's Soul"は、個と連帯の問題を追い続けた作家コンラッドがロシアへ

の「個人的な敵意Jの向こうに見た「あらゆる形態の人間の悲惨Jの物語と言えるのである。
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Abstract 

“The Warrior's Soul" (1916)， collected in Joseph Conrad's posthumous Tales 01 

Hearsay (1925)， is one of his least studied short stories for its anachronistic chivalry and the 

narrator's inadequate powers of explanation about the young hero Tomassov. However， this 

paper argues that the aged Russian warrior， using “we" narration， is less preoccupied with the 

substantial identity of the protagonist than with the collective suffering during Napoleon's 

retreat from Moscow. He introduces him as“our Tomassov" in the gossip shared among the 

Russian warriors， instead of letting him speak about his chivalric acts and motives in his own 

voice. Accordingly， the paper examines the issue of the communal existence in the light of 

hearsay， gossip and rumour， whose importance is suggested in the title Tales 01 Hearsay but 

has gone so far unaddressed. 
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文脈的要素に方向づけられる語義

形容詞 kindlichを例として

The Meaning ofa Word Orientated by Contextual Elements 

The Ambivaleot Adjective kindlich 

吉村 淳一

Junichi YOSHIMURA 

Abstract 

In Gennan there are伽田守pesof the -lich denominative adjectives: nonnal adjective， ambivalent 

adjective and adjective of relation， according to Peter Schaublin. In this paper we deal with the ambivalent 

adjective kindlich. It depends on the lexical combinations and contextual elements ofthe adjective kindlich 

that this type of the adjective can be used either (l)出 nonnaladjective or (2) as adjective of relation. 

Furthennore， there are two additional moderate cases between the opposites (1) and (2). We discuss these 

functions in detail. 

1 .はじめに

ドイツ語の kindlichesVerhaltenを日本語に訳せば、 「子供っぽい行動」、「子供らしい行動j、「子供の

行動」となる。行動の主体が子供であり、且つ肯定的なニュアンスが含まれているような場合に、その肯

定的なニュアンスに焦点、が当てられれば、「子供らしい行動j という意味になるのに対して、行動の主体が

子供で、あっても、大人で、あっても否定的なニュアンスが含まれていて、その否定的な側面について言及さ

れるならば、 「子供っぽい行動」としづ意味になる。このように主観的な価値判断が介入する場合とは別に、

「子供の行動J(I子供がとる行動J)としづ意味になることがある。この場合、通常の形容詞(gewohnliches

Adjektiv) とは明らかに性質を異にしており、名詞の 2格と交換が可能となるが、このような性質をもっ

た形容詞は関係の形容詞(Bezugsadjektiv)1と呼ばれている。以上のように形容詞 kindlichは、 少なくとも

通常の形容調と関係の形容詞の二つの側面をもっていて、多くの場合、実際の文脈に組み込まれて初めて

どちらかの側面が現れてくる。拙稿では形容詞 kindlichがもっ両面性が、文脈的な要素にどの程度依存し

I 関係の形容詞と通常の形容詞の区分は、 SommerfeldνS飽rke(1998:123ff.)ではrelativesAdjektiv i相対的形容詞」

とqualitativesAdjektiv i質的形容詞」の区分に対応し、 Eichlnger(1982:79狂)ではZugehorig1∞itsadjektivi所属の形
容詞j とQ凶 litatsadjektivi質を表す形容詞J(またはbewertendesAdjektiv i査定の形容詞J)の区分に対応する。関
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ているのかについて考察を行う。その際、意味の揺らぎを考慮するために、両面性に加えて両極性という

基準を新たに設けて、その中間層にさらに 2つのタイプがあると仮定し、 kindlichの用例を4つのタイプ

に分類した上で、語葉的組み合わせ、同じ文中に現れる語との関係、前後関係などを手がかりにして、マ

ンハイマー・コーパスから得られた文例を分析することにしたい。2

2. kindlichの語義の広がり

まず考察を始める前に、形容詞 kindlichが使用される際には二つの注意すべき点があることを整理して

おかなければならない。その一つは、 kindlichが3つの系統の語義をもつことであり、もう一つは比喰表

現に 2つのレベノレがあることである。

2.1. 3つの系統の語義

Duden-Bedeutungsworterbuch(2002: 498)によると kindlichには大きく分けて 3つの語義の系統があ

ることがわかる。

kind剖lich<A司dj.ト.>

aω) in der Ar，げt，dem Ausdruck， Aussehen eines Kindes: eine kindliche Figur; ein kindliches Gesicht; sie 

wirkt noch sehr kindlich. Syn. : jugendlich， jung. 

「子どものやり方で、子供の表現の仕方で、子供の外見をした例)子供のような人物、子供のよ

うな顔、彼女はまだとても子供のように見える。類義語.青少年の、若し、J

b) einem Kind (seinen Eltern gegenuber) zukommend， gebuhrend: der kindliche Gehorsam. 

r (両親に対して)子供にふさわしい、子供に相当する例)子供のように従順であること」

c) ein wenig nαiv wirkend: er hat ein kindliches Vergnugen an Jer elektrischen Eisenbahn; kindliche 

Freude an etwas haben. Syn. : naiv 

「少し無邪気に見える例)彼は電動の電車のおもちゃで無邪気に楽しむ、~に無邪気に喜ぶ。類

義語:無邪気な」

a)では 「大人」に対して「子供j 、めでは「親Jに対して 「子」という対比関係が前提となっている

が、上記の辞書の記述においては、語義辞典とし、う性質上、関係の形容詞(Al)と通常の形容詞(A2)の区分

が考慮されていないため、 a)とめにはそれぞれ 「子供の」と「子供のような」としづ 二つの語義が含ま

れている。

(A) das kindliche Verhalten (B) das Verhalten der Kinder r子供の行動J

(Al) Ein Kind verhalt sich +Adverb (z.B. lebhaft， ruhig， brav uswふ 「子供が~に行動するJ (A主B)

(A2) Jemand verhalt sich kindlich. r誰かが子供みたいな行動をするJ(A;eB) 吉村 2006:94) 

係の形容調については Schaublin(1972:88;94;96f)と吉村(2006)を参照されたい。

2 分析に用いたテクストはすべて新聞記事である。
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文脈的要素に方向づけられる語義 3 

<表 1: kindlichの二つの側面>

①名調から ②名詞的付 ③付加語的 ④比較変化 ⑤ sehr の ⑥所有冠詞
派生した 加語へ還元 用法のみに しない ような不変 と共起する

ができる 限定されて 化詞で強調 ことができ
いる することが ない

できない

関係の形容詞(Al) + + + + + + 

通常の形容詞(A2) + 

確かに語義辞典の記述によってわれわれは形容詞 kindlichがおおよそ 3つの異なる語義をもっている

ことを知ることができるが、表 1のように kindlichが関係の形容詞と して用いられる場合と、通常の形容

詞として用いられる場合とでは多くの相違点が見られるため、この形容調がもっ性質の全貌を知る上では

さらなる考察が必要となるであろう。 3つの系列の語義の違いをさらに明確にするために関係の形容詞と

通常の形容詞の区分を考慮に入れて、 他の形容詞と対比してみると次のような語義の広がりが示される。

(タイプ1) kindlich elter1ich <関係の形容詞 :BA>

「子供の」 「親のJ

(タイプ2)伽 M也ldlich一一一一 kindlich一一一一一一jugendlich一一一一 erwachsen

f手い幼児(期)の」

‘ jung r若しリ

「子供の」

「幼少(期)の」 「青年 (期)の」

「大人のj

「成人 (期)の」

' a1t r高齢の」

(タイプ3)kindhaft kindl幼 kindisch一一一一 albem <通常の形容詞:GA> 

「子供らしし、子供らしい/子供っぽい 子供っぽいJ 「子供じみた」

「無邪気な/天真燭漫なJ/ r未熟な/経験の浅い」

<肯定的> <肯定的/否定的> <否定的> <否定的>

タイプ1が血縁関係、をもつのに対してタイプ2は血縁関係をもたず、またタイプ2が年齢のことに関わ

っているのに対して、タイプ1は年齢と無関係である。タイプ2の場合、 kindlichは「大人Jに対して「子

供Jという対比に焦点が当てられれば、関係の形容詞として機能するが、年齢的なことがらが問題となる

場合は語義だけを見れば通常の形容詞として機能しているようにも見える(この点については、第3章で

詳しく論じる)。タイプ1とタイプ2が主観的な価値判断を含まないのに対して、タイプ3は程度を表す

語によって強調が可能になるこ とからもわかるように、主観的な価値判断が介在するとしづ相違点が見ら

れる。
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4 吉村淳一

さらにDuden-S戸lonymworterbuch(2007:536)の記述も参照してみよう。この類義語辞典によると

kindlichは kindhafti子供らしい、無邪気な」、専門用語として用いられる場合、 infantili子供の、幼児

期の、発育不全の」、心理学や医学の用語として用いられる場合、 puerili小児'性の、発達の遅れた」とい

った語と同義になる。

2.2. レベルの異なる比輸表現

次に比輸による語義の広がりに焦点を当てることにしたい。というのも、形容詞そのものが比輸的な意

味をもっ場合と形容詞によって修飾された名詞句全体が比晴的な意味をもっ場合があり、形容詞 kindlich

の語義を扱う際に問題を一層と複雑にしているからである。例えば、大人の行動に対して、 D出 国 dぉ

kindliche V町halten.iそんなのは子供のとる行動だよ」と批判的に表現することができる。ここで注目すべ

きは行動の主体が子供でなくても、d部 kindlicheVerhaltenとしづ語葉の組み合わせ全体が比輸的に用いら

れる場合が見られる点である。とのような場合で、あっても形容詞自体は関係の形容詞として機能し、例外

的に行動の主体が大人であってもいいということを示している。しかし、この場合は依然として、形容詞

そのものが比輸的に用いられて 「子供っぽい行動j と解釈される可能性を残している。考察の出発点とし

て次のような文例を見てみようえ

(1) Juana von Jascheroff erzahlt die Geschichte vom Rot1くappchen，das in den Wald geht， um die 

Grossmutter却 besuchen.Sie spielt die rursorgliche Mutter und gibt zugleich ~iner kleinen Holwuooe 

Rotkäopchen~ kindliche Stimme. (St. Galler Tagblatt， 14.09.2001) 

ジュアーナ・フォン・ヤシャロフは、祖母を訪ねて森へと足を運ぶ赤ずきんちゃんの物語を語る。彼女

は配慮の行き届いた母親を演じながら、同時に、木でできた小さな赤ずきんちゃんの人形に子供の声を

吹き込む。

(2) Ein rosa Puppchen schlagt die Tromrnel und singt dazu mit kindlicher Stimme， [...]. 

(FranがffterRundschau， 17.03.1998， S. 9) 

ピンクの小さな人形は太鼓を打ち鳴らし、それに合わせて子供の声で歌う。

(3) Eine neue Text-to叩 eech-Fu叫ctionermoglicht die Sprachwiedergabe beliebiger Texte mit einer 

wahlweise翌豆国主恒!!，!nannlichen oder kindlichen Stim皿 e.(Computer Z包itung，19.02.1998， S. 14) 

新しいテクスト読み上げ機能は、お好みに合わせて玄:匿金主、塁蛙金主、子供の声で任意のテクスト

を再生することができる。

3吉村(2006:95f.)を参照。なお、拙稿で使用した文例における太字、斜字体、下線はすべて筆者による強調である。
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文例(1)"-'(3)においては、 kindlichが関係の形容詞として使用されているが、文例(1)の場合、 「木製の赤ず

きんちゃんの小さな人形 (einekleine Holzpuppe Rotkappchens) Jに「子供の声 (kindlicheStimme) Jを

吹き込む人が子供ではなく大人であってもかまわないし、文例(2)のように 「子供の声」を発するのが人形

そのもので、あっても、文例(3)のようにコンピュータープログラムで、あってもかまわない。また、これらは

すべて人為的に「子供の声j が作り出される場合である。

それに対して、文例(4)"-'(7)のようなケースでは、共通して「子供の」何か (r子供向けのゲーム」、 「子

供の遊び」、「子供の独りよがりJ、「子供のやり方J)に喰えられているため、解釈がさらに困難になってく

る。文例(4)、(5)の場合は接続詞 alsr "-'として」があるために kindlichは関係の形容詞としても通常の形

容詞としても機能することが可能となっている。また文例(6)では語糞的な側面からすると主文に

vorwerfen r非難するj としづ動詞が使用されていることと、文法的な側面からすると接続法第一式と引用

符が使用されていることで、 kindlichは両義性を失わない。

(4) Uber den angeblichen "Vampir-Kult" von Florida liegen widerspruchliche Ang油envor. Zunachst hatte 

die Polizei die Aktivitaten der Gruppe anscheinend nur als kindliche Phantasiespiele bewertet. 

(Fr，仰がn-terRundschau， 02.03.1998， S. 22) 

フロリダの 「ヴァンパイア信仰j と表向きは言われている事件については矛盾した供述が見られる。ど

うやら警察当局はさしあたりとの集団の行動を単に子供がやる(ような)ファンタジーゲームと査定し

たようだ。

(5) Oabei bedeutet Malen nicht nur dぉ Scha能 nvon Kunst， sondem ist eine emstzunehmende 

Ausdrucksform， wie die Kunsttherapie zeigt. Das Unbewust怠 inBildem ausdrucken， damit konnen 

viele Menschen mehr sagen， als ihr Bewustsein in Wo巾白ssenkann. Und trotzdem w凶 Malennicht 

gewurdigt， w凶 alskindliches Spiel abgetan und von den Heranwachsenden verlemt. 

(Franがn-tel・R問 dschau，25.06.1998， S. 5， Die Russelsheimer Kunstlenn Claudia Harnmerおrdert

kindliches九falen/Furein Kinderatelier sucht sie passende Raume) 

その場合、絵を描くことは単に芸術を創作することだけにとどまらず、芸術療法が示しているように

深刻にとられるべき表現形式である。絵の中で無意識なるものを表現することによって多くの人たち

は自分の意識を言葉で表すことができるよりも多く語ることができる。それにもかかわらず、絵を書

くととは正当に評価されず、子供の遊びとして片づけられ、成人になるのを間近に控えた人たちには

忘れられてしまう。(リュッセルスハイムの芸術家クラウディア・ハマーは子供が絵を描くのを支援す

る/彼女は子供のア トリエにふさわしい部屋を探している)

(6) Bundesarbeitsminister Norbert Blum (CDU) warf der SPD vor， ihre Hal印ngsei Wahlkampf und 

"kindliche R舵 hthaberei". (Franがn-terRundschau， 01.11.1997， S. 1) 
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6 吉村淳一

連邦労働大臣のノルベルト・ブリューム(CDU)はその姿勢は選挙戦そのものであり、『子供の独りよ

主立止であると SPDを非難した。

(7) Ich zaubert怠derweildie Ader eines von ihr zuvor gemalten blattartigen Gebildes von Blau aufHellgrun， 

ignorie巾 weiterdie Grenzen und malte in kindlicher Manier gelbe Sonnenstrahlen， dur水leWolken 

und Regentropfen. (Fr仰がaterRundschau， 10.04.1997， S. 2) 

私はそうこうしている聞に以前彼女によって明るい緑色の上に青で描かれた葉状のものの葉脈をいと

も簡単に描き出した。さらに境界を無視して、黄色の陽光、黒い雲、そして雨の滴を子供のやり方で描

いた。

文例(7)のようなケースで、 kindlichが両義性を保持するのは ManierIやり方、方法jの語葉的な特性と関

係している。これはArt Iやり方、方法」やWeise Iやり方、方法」が kindlichと共起する場合も同様で

あり(文例 8、9)、文例(9)では通常の形容詞 anspruchsvollI要求の高しリと共起しているのにもかかわら

ず、両義性を維持している。しかし、これらの語が使用された場合でも kindlichは両義性を必ずしも維持

できるわけではなく、文脈によって関係の形容詞か通常の形容詞かのどちらかに振り分けられることもあ

る。例えば、文例(10)は「子供っl品、やり方」でもなく、「子供らしいやり方」でもなく、「子供のレベル」

に合わせたやり方である。したがって、この場合、 kindlichはsehrで強調することができないし、所有冠

詞を使用することもできない。

(8) Die Welt des Bircher-Mues wird vom Lo能1regiert， einem sanften Werkzeuιdas die Speisen auf 

kindliche Weise in den恥1undbe白吋.ert.Musli-Menschen huldigen uberhaupt einer pazifistischen 

Moral: gleich den Vegetariem wollen sie ihre Zahne nicht ins Fleisch der Tiere schlagen. 

(Fr，仰がaterR仰dschau，25.04.1998， S. 1) 

ブツレヒャーミユースリ 4の世界は子供のやり方で料理を口に運ぶソフトな道具、スプーンによって左右

される。ミユースリを好んで食べる人たちはそもそも平和主義的な道徳観に忠実である。菜食主義者の

ように彼らは動物の肉にがぶりとかみつきたがることはない。

(9) Da wird auf ~nsnruchsvolle und dennoc!! kindliche Art uber Gott und die We1t nachgedacht， uber 

Werden und Vergehen， uber die Zukunft der Menschen und nicht却 letztuber deren t怠chnische

Fortsc肱itte.Eins greift ins andere， und werden die Gedankenf1uge all却 hoch，dann ist es der praktische 

Sinn des Kindes， der alles wieder auf den Boden bringt. (Fr，仰がaterR朋 dschau，18.11.1997， S. 2) 

そこでは要求は高いが子供の方法で神と世界、生成と消滅、人類の未来、そしてとりわけ、その技術的

4数種類の穀類のフレークに干しぶどうやアーモンドなどを混ぜ合わせた食べ物のこと。
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進歩についてあれこれと考えが巡らされている。ある一つのものがもう一つのものに手を伸ばし、想

念の飛河があまりにも高くなりすぎれば、すべてを再び地上に引き戻すのは子供がもっ実践的な感覚

である。

(10) Die Maintal-Werke-GmbH凸1WG)verschenkt Malbucher an Maintaler Kinder.In "Kaspers 

Umweltschule -Wie konn佃 wirEnergie sparen?" und "Kasper und die Gasflammchen" wurd問

、chonden Jungsten ~並並risch und auf kindliche Weise so wichtige百lemenwie Energie und 

Umweltschutz" ve口nittelt. (Fr，仰がU'terR開 dschau，17.05.1997， S. 3) 

有限会社マインタール・ヴェルケ仏側TG)5はマインタールの子供たちに塗り絵帳を贈った。『カスパ

ーの環境学校一どうしたら僕らはエネノレギーを節約できるのだろう』や『カスパーと小さなガス火た

ち』においては遊び感覚で、また子供にふさわしい方法でエネルギーや環境保護のような非常に重要

なテーマがごく小さな子供たちにも伝えられるだろう。

それに対して、文例(11)は文例(4)、(5)と比較してもわかるように、 f倍，tschon rほとんどもうJという程度

を表す語によって kindlichが強調されているため、ほとんど文脈がなくても、通常の形容詞として機能し

ていることがわかる。

(11) Wir haben einige主旦旦honkindliche Spiele gespielt， um Material zu bekommen. 

(FranがU'tel・Rundschau，04.12.1997， S. 31) 

我々は資料を得るために、ほとんどもう子供がするようなゲームをした。

また文例(12)などに見られるように、Artが「やり方Jではなく「種類」を意味している場合には、関係の

形容詞として機能する。ただし、この場合は文脈がなければ、 「子供っぽい仕事」と解釈されることもあり

うる。

(12)Wir mussen dem Kind die Reor息anisationseiner selbst ermoglichen! Die inneren Energien mussen von 

der Zβrsteuung der auseren Dinge abgelenkt und wieder der inneren aufbauenden Arbeit zuge白祉t

we吋en.Wir geben出血 dieMoglichkeit zur kindlichen Art der Arbeit. 

(Fr，仰がU'terR加Idschau，06.08.1997， S. 2) 

我々は子供が自分自身を再編できるようにしてやらなければならない。内なるエネノレギーは外側にあ

るものを打破することによって他の方向に向けられて、再び内なる組み立て作業へと導かれなければ

ならない。 我々は子供に子供向けの職種につけるような可能性を与える。

5 MWGはガス、 水道、 電気などのエネルギー供給会社。
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3.両面性と両極性

前章で両面性をもっ形容詞 kindlichの語義の広がりについて触れたが、関係の形容詞と通常の形容詞と

いう 2つの機能の聞には中間的な事例が見られるととが確認された。そのため、拙稿では両面性に加えて

両極性という基準を導入し、その両極の間にある中間的な性質をもっ事例を新たにグ、ループ化する。具体

的に言えば、表2のように、 kindlichの様々な用法を①関係の形容詞 (Bezugsadjektiv:BA)、②同格的

な性質をもっ関係の形容詞 (BAI(GA))、③両義性を維持している形容詞 (BAlGA)、④通常の形容詞

(gewohnliches Adjektiv: GA) とし、う 4つのグループに区分して整理する。

<表2>

BA BAI(GA) BAlGA GA 
Die kindliche Entwicklung die kindlichen Besucher als kindliches Spiel kindliche Freude 

「子供の発育J 「子供の客J 「子供の遊びとしてj 「子供みたいに喜ぶこと」

(文例 13) (文例 25) (文例 5) (文例36)

die kindliche Gesundheit kindliche Zeugen "kindliche Rechthaberei" kindliche Einfalt 
「子供の健康」 「子供の証人たちJ 「子供の独りよがり」 「子供ような無邪気さ」

(文例 14) (文例26) (文例 6) (文例38)

das kindliche Verhalten (ihre) kindliche(吋Zuhorer in kindlicher Manier kindliche Naivitat 
「子供の行動J r(彼女の)話に耳を傾ける子 「子供のやり方で」 「子供ような無邪気さ」

(文例]7) 供たちJ(文例28，29) (文例7) (文例 39)

kindliche Angste ihre kindlichen Trager aufkindliche Weise kindliches Verhalten 
「子供の不安J(文例 19) 「それらを着用する子供たちJ f子供のやり方で」 「子供っぽい行動」

「子供の頃の不安J(文例 20) (文例 30) (文例 8) (文例 16)

deine kindlichen E巾merungen kindliche Helden auf[...] kindlicheArt mit [...] kindlicher Stimme 
「君の子供の頃の思い出」 「子供の主人公たち」 「子供のやり方で」 「子供のような声で」

(文例 22) (文例 31) (文例9) (文例40)

3.1. 関係の形容詞

文例(13)-----(15)はどんな文脈で、あっても、 kindlichが語葉的な組み合わせのために常に関係の形容詞と

して機能する事例である。 6医学、教育、心理学に関する記事の中で用いられることが多く、広い意味での

文脈とも密接に関係しているが、文脈から完全に切り離しても、まったく影響を受けなし、。また心理学の

分野における diekindliche Amnesie = die infantile Amnesie ["幼児期記憶の消失」や医学の分野における

kindliches Asthma = infantiles Asthma ["小児気管支目指息」などに見られるkindlichも関係の形容詞の特性

をもっている。

(13) Die Idee liegt im Trend: Erfahrungen in der Natur白rdemdie kindliche Entwicklung ganzheitlich. 

(Fr，仰がaterRundschα'U， 21.03.1997， S. 3) 

その考えはトレンドになっている。自然における経験は総体的に子供の発育を促進させる。

6 両面性をもっ形容調kindlichは語嚢的な組み合わせによって二つのケースに分類される。①常に関係の形容詞として

機能するような語象的な組み合わせと②文脈的な要素によって、あるときは関係の形容詞、あるときは通常の形容調と

して機能するような語葉的な組み合わせである。
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(14) Auf der Tagung w訂'ensich die etwa 60 Teilnehmer zudem einig， das Richtlinien zum Schutz der 

kindlichen Gesundheit auch in der kunftigen europaischen Ver也ssungstehen mussen. 

(FranがaterRundschau， 25.11.1998， S. 5) 

おまけに会議ではおよそ 60名の参加者の意見が今後のヨーロッパ憲法にも子供の健康の保護に関す

るガイドラインが織り込まれなければならないことで一致した。

(15) Eine Langzeitstudie mit 545 Kindem hat ergeben， das die Starkung des kindlichen Immunsystems 

durch Muttermilch noch bis ins Kindesalter anhalt: [...]. (Fr仰がaterRundsc加u，14.02.1998， S. 7) 

545名の子供に関して長期にわたって行われた研究の結果、幼年期にいたるまで母乳によって王監2

免疫システムが強化され続けるということが判明した。

それに対して、文例(16)、(17)における kindlichesVerhaltenとしづ語葉の組み合わせの場合、 kindlichは

両面性をもっており、文脈的な要素がなければ、どちらの用法であるのか判断することができない。文例

(17)の場合、 kindlichは文例(13)""-'(15)の場合と同様に関係の形容詞として用いられているが、文例(16)

は通常の形容詞として用いられている(吉村 2006:判官J。

(16) Kindliches Verhalten ~rwachsener Menscher!， die mit den Lichtstrahlen spielen， wird durch dぉ

Dunkel und den abgeschlossenen Ort vor den Blicken anderer geschu位t.

(Fr，仰がaterRundschau， 29.09.1997， S. 17) 

(Vgl.笠担kindlichesVerhalten;笠hrkindliches vc釘 halten)

光線で戯れる大人の子供っぽし、行動は暗闇や隔絶された場所によって他人の視線から保護される。

(17) Die Konsequenz daraus kann 1aut KinderburQ nur eine Verkehrsentwicklung sein， bei der die 

Verkehrsumwelt auf das kindliche Verhalten Rucksicht nimmt. (Kleine Zeitung， 20.0l.2000) 

児童相談室によると、そとから出される結論としては交通環境が子供の行動に配慮しているような交

通発展でしかありえない。

このような事例においては文脈的な要素が非常に重要な役割を果たしているが、同じ文中あるいは、テ

クスト内で名詞の2格による表現が関係の形容詞によって置き換えられている例(文例 18)や剖ー不定詞

句の内容が関係の形容詞で表現される例(文例 19)がまれに見られることもある。このように明示的な文

脈的要素が現れれば解釈は非常に容易となる。

(18) Lorenz I istete Q部 Aussa田 verhaltender Kinder: und die auseren Einf1usse auf kindliche Aussagen 

auf. (Fr，仰がaterR問ゐchau，24.01.1997， S. 28) 
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ローレンツは子供の陳述行為と子供の供述に与える外見上の影響を一覧表にまとめた。

(19) M江 zunehmendemMedienschwall der Ton-und Bild-Elek仕onikund mit Aufkornmen eines 

Erziehungsideals， d出 meinte，K，indern Furcht und Anf!st fernhalten zu konne!!， schien die Si恥 f出t

unterzugehen. Vielleicht hat es mit den rational kaum erklarbaren Grausamkeiten unserer 

Wirklichkeit ringsum却制n，die auch Kindem im Zeitalter standiger Information nicht verborgen 

bleiben，也sdas Marchen mit seinen irr況ionalenRohheiten womoglich als Katalysator kindlicher 

Angste wieder autlebt. (Fr，仰がaterRunゐc加u，04.12.l997， S. 8) 

音声や画像に関する電子機器といったメディアの波が増大するにつれて、また子供たちから恐れや不

安を取り除くことができるという教育の理想が広がることによって、慣習はほとんど消えてしまうか

のように思われた。非合理な残酷さをもったメルヒェンが場合によっては子供の不安の触媒として再

び息を吹き返してくるかもしれないことは、常に情報が溢れている時代において、子供たちの目にも

さらされたままで合理的にはほとんど説明をつけることができない我々の現実社会に見られる残虐

行為とひょっとしたら関わりがあるのかもしれない。

また文例(19)のように 「子供の不安」であれば、不安に感じているのは子供であるが、文例(20)における

kindlichは「子供の頃に感じた不安Jであり、その場合は関係の形容詞として機能していても所有冠詞と

の共起が可能になる。これは kindlichが「子供の頃の」を表すausseiner Kindheitや inder Kindheitとし、

った名詞句と置き換えが可能であり、品詞転位がされる前の文に戻した場合に7、形容詞 kindlichが主体を

表す語(例えばeinKind I子供がJ/ die Kinder I子供たちがJ)へ変換がされないためである。

(20) Dぉ kann旦旦些些 fruhenkindlichen Angste des Ungeborgenseins in dieser Welt wieder in uns wach 

rufen. (Frankjurter R問ゐchau，22.l1.1997， S. 5) 

そのことは、この世において安全でないとしづ、われわれが幼児期にもっていた不安を再び我々に呼

び起こす可能性をもっている。

文例(21)も文例(20)と同様に 「幼少期の」としづ語義をもっ例で、あるが、この場合、明示的な文脈的要素で

ある inder Kindheit I幼少期における」という名詞句が kindlichI幼少期の」に置き換えられている。この

ことからも文例(18)、(19)と文例(20)、(21)の聞には明らかな語義の違いを読みとることができる。

(21) In weit hoherem Mas als bei Mannem mus dle el民 neGewalterfahrung in der Kindheit mit 

einbezogen werden. Diese "zweigleisige“Arbeit erfordert eine grose Klarheit von denjenigen， die mit 

7 品詞転位 (Transposition)がされる前の文に戻す手続き(Ruc肋溜lSposition)については、Schaublin(l972)を参照
されたい。
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den Frauen 訂 beiten，damit nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen kindlichen 

Gewalterfahrung die Verantwortung der Erwachsenen verwischt. 

(Fr，仰がD'terRunゐchau，02.08.l997， S. 5， Noch immer ein Tabu: Sexuelle Gewa1t durch Taterinnen) 

男性の[加害者の]場合よりもはるかに高い割合で、[女性の加害者]自身が幼少時に受けた性暴力の

生監が考慮されなければならない。女性自身の幼少時の性暴力被害体験に関する分析が大人の責任を

うやむやにしてしまわないように、この「複線」の研究には女性を相手に研究する人たちの大いなる

明断さが必要である。(し、まだにタブーであるもの:女性の犯行による性暴力)

文例(21)、(22)を文例(23)のような例と比べてみると明らかになるが、 deinekindliche Erinnerungen 君

の子供の頃の思い出/体験Jは dieErinnerungenlErfahrungen aus deiner Kindheitや deine

Kindheitserinnerungenl-erfahrungenに置き換えが可能である(文例(24)は文例(21)、(22)の類例である)。

(22) Uber seinen Film Vater und Sohn schr右ibter: "1m Text des Erzahlers， der ich selbst bin， heist es: ，，Der 

Kaspar sagt却 mir:weil du !!豆些 k加dlichenErinnerungen zu Bildem machst， wirst du keine 

Erinnerungen mehr haben. Diese Bilder hier (d出 Worthier bezieht sich auf eine inszenierte Filmszene 

aus meiner Kindhei1) werden Krieg gegen deine Erinnerungen品hren.""

(Fr，仰がD'terRunゐchau，02.05.l998， S. 2) 

彼は自分の映画作品『父と息子』について次のように記している。「作家一それは私自身のことである

がーが書いたテクストの中にはこうある。「カスパーは私にこう言った。君は自分の幼い頃の思い出を

絵にすることができるから、もう思い出をとどめることはなくなるだろう。ここにある絵(ここに書

かれている言葉は私の幼少期から切り取られた映画の 1シーンと関係している)は君の思い出と争う

ことになるだろう。Jと。J

(23) Das gelang， oft bewundert und nachgefragt， vor allem durch die Be問 itschaftder Redakteu民 die

eigenen Kindheitserfahrumzen und -ennnerunge!! in ihren psychologischen Auswirkungen 

hervorzuholen und einzubringen. (Fr，仰がD'terRundschau， 08.l0.1997， S. 1) 

しばしば賞賛されたり、照会されたりしているが、とりわけ編集者の準備によって、心理的効果にお

いては子供の頃の経験や思い出を取り出してきたり、しまい込んだりすることに成功した。

(24) In der autobiographischen Eロ油lungentsInnt sich der Autor些語主rkindlichen Eindrucke von jenem 

Sonntag， 4. Juli 1954， an dem der deutschen Fusballelf das "Wunder von Bem" gelang. 

(Fr仰がD'terR仰 dschau，20.11.1997， S. 3) 

自伝的小説の中で彼はドイツサッカ一代表チームが『ベルンの奇蹟』を起こした、かの 1954年 6月4

日の日曜日に関して自分が子供の頃に受けた印象を思い出している。
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3.2. 同格的な性質をもっ関係の形容詞

文例(25)、(26)の場合、 kindlichは関係の形容詞として機能しているが、付加語的2格を含めて名詞の

付加語と置き換えることができない上に合成語を形成することもできず、文例(25)の例で言えば、文例(27)

のような文を前提としている(吉村 2006:90王)。このような事例は非常に多く見られるが、形態・統語論

レベルで、は関係の形容詞の特'性をもち、語藁的には通常の形容詞の特性ももっている。機能的には、関係

の形容詞が主語的2格に類似しているのに対し、このようなタイプの形容詞は同格的2格に類似している

(ただし用法や表現できることは異なる)。拙稿ではこのような用例を同格的な性質をもっ関係の形容詞と

して位置づけて、所有冠詞と関係の形容詞の共起について考えてみたい。

(25) Als einer der kindlichen Besucher ~einen Eltem von den Videovorilihrungen erzahlte und diese die 

Polizei infonnierten， wurde der Angeklagte festgenommen. (Mannheimer Morgen， 05.09.2001) 

子供の客の一人が自分の両親にビデオの上演のことについて話し、その両親が警察に通報したとき、

被告人は逮捕された。

(26) "W.出 p回 sierteigentlich bei Gericht?" heist der Ti匂1dieses Kinderbuchs und greift damit eine Frage 

auf， die viele kindliche Zeugen vor einem Prozes beschaftigt. 

(Fr，仰がffterRunゐchau，10.05.1999， S. 24) 

この子供向けの本の表題は『法廷ではいったいどんなことが起こるの ?jであるが、訴訟の前に室三

の子供の証人を悩ませる問題を取り上げている。

(27) Die Besucher sind Kinder. rその客は子供である」

(einer der kindlichen Besucher = einer der Besucher， die Kinder sind: Die Besucher ist noch nicht 

erwachsen.) 吉村 2006:90) 

文例(25)、(26)の場合と同様に、文例(28)、(29)のkindlicheZuhorer r子供の聴衆(聴衆=子供たち)J

は同格的な関係の形容詞であり、品詞転位がされる前の文に戻した場合に kindlichは他の関係の形容詞の

場合と同じく主語に戻すことができる上に、所有冠詞と共起することができる(文例 29)。通常なら所有

冠詞は品詞転位される前の文に戻した場合に主語として表現されて、このことが原因となって関係の形容

詞と所有冠詞の共起は妨げられるが、文例(29)における所有冠詞は目的語にの場合は3格目的語)とし

て表現されうる(dieKinder， die ihr zuhoren r彼女の話に耳を傾ける子供たちJ)。

(28) "BeIm Erzahlen gibt es keine Trennung zwischen ~rwachsenel1 und kindlichen Zuho陀 rn"，be的時

Kruger. 

(Fr，仰がffterR開 dschαu，16.10.1997， S. 18; In der Kinderbibliothek ging es um die Kunst des Erzahlens) 
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「語りの際に大人と子供の聴衆の聞には隔たりはなし、」とクリューガーは強調した。

(児童図書館では、語りの技術が重要だった)

(29) Die Marchenerzahlerin Annemarie Kolmel entfuhrt 挽~ kindlichen Zuhδ問 rauf eine Reise in ihre 

eigene Phantasie. (Fr，仰がlf"terRundschau， 29.08.1997， S. 5) 

メルヒェンの語り手アンネマリー・ケルメルは子供の聴衆を彼女独特の幻想への旅へと誘う。

また文例(30)の場合、 ihrekindlichen Trager Iそれら(の服)を着用する子供たち」を品詞転位がされる

前の文に戻せば、所有冠調は4格目的語として表現されうる (dieKinder， die sie仕agen)。

(30) An den Kleiderstangen warten die professionel1 und mit Liebe zum Detail gefertigt町 IUnikate aus 

Wolle， Baumwolle und Leinen auf注些 kindlichenTrager. Mutterliche Anziehhilfen wuchten 

Strumpfhosen uber windeldicke Pos und sorgen da白r，das Accessoires wie die Gieskanne zum 

Blumenkos凶mnicht auf der Strecke bleiben. (Fr，仰がlf"terR仰ゐchau，27.09.1997， S. 19) 

ウール、木綿、リンネルから職人の手によって愛情がこめられて詳細に作り上げられたオリジナルの

衣服がハンガー掛けにかかって、自分たちを着てくれる子供たちのことを待っている。母親たちが(子

供達に)服を着せるのを手伝うことによって、おむつで膨らんでいるお尻にタイツが引き上げられて、

花の衣装にはじようろのようなアクセサリーが外れないように手配される。

ただし、文例(29)、(30)の場合とは少し異なるのが文例(31)のような特殊なケースである。この例では、

所有冠詞どころか、人名の 2格が kindlicheHelden I子供の主人公たちJとし、う語句全体を修飾しているが、

「ヴィルヘノレム・ブッシュの作品に登場する子供の主人公たち」、すなわち「ヴィルヘルム・ブッシュが主

人公として描く子供たち (dieKinder， die Wilhelm Busch als Helden dargestellt hat) Jのことを指している。

このように同格的な性質をもっ関係の形容詞は非常に興味深い様相を呈している。

(31) An Wilhelm Busch~ kindlichen Helden mus eine tilgende Todesstrafe vollzogen werden， damit die 

terrorisierte Biederkeit von Witwe Bolte bis Lehrer Lampel am Ende freudig reimen kann: "Gott sei 

Dank， nun ist's vorbei / mit der Ubeltaterei." (Fr，仰がlf"terRundschau， 14.03.1997， S. 7) 

ヴィノレヘルム・ブッシュが描く子供の主人公たち(=マックスとそーリッツ)には罪を購うための死

刑が執行されなければならない。未亡人のボノレテから教師のレンベノレまで蛮行によってひどい目に合

わせられてきた純朴さが最後には楽しげに韻を踏むことができるように。「ああやれやれ、今や終わっ

た、悪行が。Jと。 8

8 iああやれやれ、今や終わった、悪行が。 "Gottsei Dank， nun ist's vorbei / rnit der Ubeltat巴rei."Jは『マックスとモ
ーリッツ』の最後の2行が引用されている。
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さらに文例(25)'""'-'(26)、(28)'""'-'(31)に見られるような kindlichを副詞的に表現しようと思えば、文例(32)

のように imkindlichen Alter r子供の年齢のときに」と表現することができる。

(32) Besonderes Augenrnerk wird in Heusenstarnrn auf die musikalische Fruherziehung gerichtet， um die 

Kleinen schon im kindlichen Alter an die Freuden der selbstgemachten Musik heranzufiihren. 

(Fr，仰がffterRunゐchau，14.08.1997， S. 3) 

すでに幼少期のうちに子供たちを自作の音楽を楽しむことに馴染ませるために、ホイゼンシュタムで

は音楽の早期教育に特別な注意が向けられている。

3.3. 文脈的要素

同じ文中に現れる不変化詞や名詞句(文例(33)の場合は却・不定詞句)などから kindlichが関係の形容

詞として用いられているのか通常の形容詞として用いられているのかが明白な場合や、すでに 3.1.で示さ

れた文例(18)、(19)、(21)のように閉じ文中かテクスト内で明示的に言い換えがされている場合もある。し

かし、たいていの場合、例えば、文例(34)、(35)のように前後の文がなければ、どちらの用法で使用され

ているのか確定することはできない。

(33) Bei kindlichen Albt凶umenoder Nachtsch問 ckenist es wichtig， ruhig zu bleiben， Qas Kind zu 

streicheln und ihm Halt却問ben (Fr，仰がffterR仰ゐchαu，04.10.1997， S. 1) 

子供が悪夢を見たり、夜に怯えたりする場合には、落ち着きを保ち、子供の身体をさすってやり、安

心感を与えてやることが重要である。

(34) Der Vater eines iUfil!en Teilnehmers kritisiert渇 indessenvor allem die Art， wie die Ausstellung der 

Werke junger Kunstler ero缶letwu吋e:"Es haben nur Erwachsen~ geredet，坐立五担金[wirkten wie 

Sta百age."Auch die gereichten Speisen -wie ublich Kanapees-empfand der Mann als wenig 

geeignet， kleine Gaumen zu kitzeln， und Jazz als musikalische Umrahmung durfte ebensowenig dem 

kindlichen Geschmack entsprochen却 haben. (Fran析rterR仰 !dschau，05.06.1997， S. 3) 

しかし、若い参加者の父親はとりわけ、若い芸術家達の作品の展示会が開催された方法を次のように

批判した。「主ムのことだけが語られて王盆主亙は添え物のようであった」と。出された食事もーし、つ

ものようにカナッベでーその人には食欲をそそるのに適しているとはほとんど感じられなかった。ま

た同様にジャズもその場を飾る音楽としては子供の好みに即したものではなかっただろ う。

(35) Der vorlesende Erwachsen~ -meist ist es di三血盟皇ト ubemimmtdie Aufgabe， Qem Kind eine 

Brucke zu bauen in die Schriftlichkeit hinein， Dabei vermittelt er nicht nur zwischen den sprachlichen 
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Anforderungen des Textes und den noch begrenzten Verstehens倒lIgkeitendes Kinde~， sondem er 

stellt vor allem den Bezug her zwischen der syrnbolischen Darstel1ung im Buch und 虫旦旦昼盟

lebensweltlichen Erfahrungen des Kinde~， beantwortet die kindlichen Frage民間agiertauf die 

kindJichen Bemerkungen zu den Bildem， handelt mit dem KinQ Verstandis und Bedeutung der 

Bilderbuchgeschichte aus. Aktuelle empirische Untersuchungen von Vorleseprひzessen型益出盟

Muttem und Kindern haben gezeigt， das d出 Vor1esen白rbeide・ Mutterund Kind-umso 

be企iedigenderist， je mehr Chan∞ng主且並立金旦五indzuspie1t， sich am "Vor1esegesprach"却

beteiligen. (Fr，仰がU'terRundschau， 31.07.1997， S. 6) 

朗読する大人は一それはたいてい量翠であるが 子供が書き言葉を使えるように橋をかけるという

課題を担う。その際、大人は単にテクストが言語を理解する上で要求してくることと、まだ限られた

子供の理解力の聞を仲介するだけでなく、とりわけ本の中に出てくる象徴的な表現と実生活での経験

との問の関係を作り出し、子供が疑問に思うことに答え、絵に対する子供のコメントに反応してやり、

絵本の話の物の見方や意味を子供と話し合あいながら探り出す。母子の聞に見られる朗読のプロセス

に関する最近の経験的な研究によると、朗読が両者一骨と子ーにとって満足のいくものであればある

ほど、母親は子供に「朗読としづ対話Jに参加する機会をたくさん与える。

これらの文例における kindlichは不変化調 sehrあるいは所有冠詞と共起すれば、通常の形容詞として機能

し、文脈的要素がなければ、常に両面性をもっていることになる。文例(13)'"'-'(15)に見られるように

kindlichが関係の形容詞として使用される場合には、常に一義的となる語糞的な組み合わせが確認できる

のに対して、通常の形容詞として使用される場合には、そのような語棄の組み合わせを確認することがで

きない。たいていの場合に通常の形容詞として用いられている語棄の組み合わせとしては kindlicheFreude 

「無邪気な喜びJ(文例 36)や kindlicheEinfalt r子供のような無邪気さJ(文例 38: kindlich =r einfaltig)、

kindliche Naivitat r子供のような無邪気さJ(文例 39:kindlich=rnaiv)などのようなものが挙げられるが、

そのような語句でさえ実は関係の形容詞として機能することがある(文例 37)。使用のレベルでは通常の

形容調と用いられている事例か、前置詞 mitとともに用いられて両義性が維持されている形容詞として用

いられている事例が圧倒的に多く、関係の形容詞として使用されている事例をコーパスからはわずかしか

確認することができなかったが、どんな語葉の組み合わせにおいても kindlichには潜在的に関係の形容調

として機能する可能性が確保されている。例えば、文例(39)を Diekindliche Naivitat wurde vom Tater 

ausgenutzt. r子供の/子供らしい無邪気さが犯人に利用された」という文と比較すれば kindlichが関係の

形容詞として使用されうることが示されよう。ただし、この場合も Naivitatがもっ語葉的な特性のために

kindlichの両義性が維持されていることを強調しておかなければならない。

(36)Deralte Mann liegt kra貧losim Bett， aber in seinem Gesicht leuchtet k加dlicheFreude beim Lauschen 

der vertrauten Verse. (Zuricher Tagesanzeiger， 20.10.1997， S. 62) 
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年老いた男が力を失ってベッドに横たわっているが、馴染みの詩を聞くとき彼の顔には無邪気な喜び

の光が灯される。

(37) Wenn man berucksichtigt， dass gegenwartig allein加 Compu匂rund Gameboy mehr als 30 Millionen 

Kinder und Ju!!endlich~ weltweit Pokemon spie1en， so lasst sich erahnen， welch gigantisches Geschaft 

die kindliche Freude an den skurrilen Figuren den Herstellem und Handlem beschert. 

(St. Galler Tagblatt， 27.05.2000) 

現在、世界中における 3000万人以上の子供や若者がただコンビュータやゲームボーイでポケモンのゲ

ームをしていることを考慮すれば、滑稽な形の人形で子供達が楽しむことによって、どれだけ巨大な

取引が製造業者や取扱業者にもたらされるかはだいたい予想されうる。

(38) .selbst die erwachsenen Fontanella-Tochter Esther und Alice sind - tro包 der78 Sorten-Vielfalt -

der kindlichen Eiofalt treu geblieben: [...]. (Mannheimer Morgen， 07.08.2004) 

フォンタネッラの娘たち、エスターやアリスは大人になってからも 78種類という多様さにもかかわ

らず一相変わらず子供のような単純さでアイスの種類を選んだ。 9

(39) Sie konnen sich oft ein!!anzes Leben lan!! eioe kindliche Naivitat erhalten. 

(万'rolel・Tageszeitung，11.12.l999) 

彼ら(射手座生まれの人たち)はしばしば、生涯ずっと子供のような純真さを保ち続けることがある。

両面性をもった形容詞 kindlichの場合、 diekindliche Gesundheit I子供の健康」のように常に関係の形容

詞として使用される語棄の組み合わせがあるのに対して、常に通常の形容詞として使用されるとしづ事例

がないため、所有冠詞、名詞句 (2格、前置詞句など)、 sehrなどの強意の不変化詞とともに用いられるか、

そのような要素がなければ必ず他の文脈的な要素が必要となる。 kindlichはたいていの場合に文例(40)のよ

うに通常の形容詞として用いられるか、文例(41)のように関係の形容詞として用いられるかの解釈が必要と

なる。そのため、文例(40)においてはwunderbarnaivという語がなければkindlichは両義性を維持するこ

とになる。

(40) Michael Talke versucht nicht， h泊t怠rder poetischen Fassade des Wortlauts， der vor allem Jule Bowe als 

Prinzessin mit wuoderbar oaiy kindlicher Stimme zu unertraglichem Geplapper zwingt， die harte 

Wirklichkeit zu entdecken. (Berliner M01宮enpost，23.04.1999， S. 33) 

9ダリオ・フォンタネッラはマンハイムにある多種類のアイスクリームを食べることができる喫茶屈の経営者。直訳す
ると「子供のような単純さに忠実であり続けたj となるが、ここでは多くの品揃えにもかかわらず、娘は相変わらず子
供が単純に選びそうな幕味やチョコレート味などありふれた種類のものを選ぶということを意味している。
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ミヒャエノレ・タルケはとりわけ、見事で純粋という意味で子供のような声をもった王女の役を演じる

ユーレ・ベーヴェに耐え難いおしゃべりを強いるテクストの詩的な外見の裏側に厳しい現実を見いだ

すことを試みなし、。

(41)吋ul1g民 E担金"金盟旦einekindliche Stimme aus dem Publikum担・ (幻eineZeitung， 20.07.1997) 

「どど、フノレスピードで」と観衆の中から子供の声が上がる。

以上のことを踏まえて kindlichの語法を素性分析すると表3のようにまとめることができる。

<表 3>

名詞から 名詞的付 付加語的 比較変化 不変化調 所有冠詞

派生した 加語へ還 用法のみ しない sehrで強 と共起で

元ができ に限定さ 調できな きない

る れている し、

BA 
die kindliche Gesundheit 十 + + + + + 
「子供の健康J

BA 
deine kindlichen Erinnerungen + 十 + + + 
「君の子供の頃の思い出j

BA 
die kindliche Stimme 十 + 十 + 十 十
「子供の声J

GA 
die kindliche Stimme + 
「子供っぽし、声」

BAI(GA) 
die kindlichen Besucher + + + 十
「子供の客J "' 

GA 
die kindlichen Besucher + 
「子供っぽい客j

BAlGA 

aufkindliche Weise 十 +/ー +/ー +/ー +/ー +/ー
「子供の/子供っぽし、やり方でJ

die mexikanischen Besuch巴r
「メキシコ人の客J 十 + + + + 

= die Besucher aωMexiko 

5.おわりに

拙稿では両面性と両極性という観点から、 kindlichの用法を4つのタイプに分類して考察した。ただし、

この分類法はあくまでも kindlichがどのような形で語義の広がり、言い換えれば、意味の連続性をもって

いるのかを提示するためのものでしかないことを付け加えておかなければならない。拙稿の目的は kindlich

が結びつく語の語葉的な条件に拘束されている場合と、そのような条件からは解放されている場合がある

ことを確認し、それらの条件下で kindlichがどのような場合に文脈的な要素によって両義性を失い、どの

ような場合に両義性を維持するのかを明らかにすることであった。このように必ずしもすべてのケースに
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おいて、 kindlichが 「関係の形容詞」になる場合と「通常の形容詞」になる場合とを明確に区分すること

ができるわけではなく、語義の揺らぎが見られるケースがあることを考慮に入れなければならないことを

最後に強調しておきたい。その一方で、「関係の形容詞」と「通常の形容詞」はすでに見てきたとおり全く

性質の異なるものであるため、どのような条件があればどちらの語義になるのかが判明すれば、テクスト

理解に大いに役立つことであろう。今後もさらに多くの事例を収集し、語義の揺らぎの問題に取り組みた

いと思う。
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『紅楼夢』の言語

一レニングラード本と庚辰本に見える ‘迭'と ‘忽'について-

On thezhe(迭)and zen(勾 oftwo Handwritten Copies of HonglOl抑制!g(紅楼豹

: TheL的zinggelecangben(列ず格勤蔵本)and the Gengchenben(.庚辰本)

地蔵堂貞二

Teiji JIZODO 

はじめに

筆者は前稿(地蔵堂2∞7)において，レニング、ラード本『紅楼夢J](以下「レニングラード本」と羽寸)は

一般には脂本系抄本の一種と目されているが，その原文には当時の南方方言(おそらくは呉語)が少なからず

含まれており，それらは原作者曹雪芹自身の言語，換言すれば，原本(雪芹の手稿本)の言語であるとは考え

られず，南方人の抄写者(或いは改訂者)，すなわち後人による加筆が想定され， rレニング、ラード本」は新し

い言語的要素(非原作成分)を包含している可能性のあることを論証した。その過程で， rレニング、ラード本J

と『紅楼夢』早期抄本の一種である「庚辰本」には， 他の脂本系版本には(ほとんど)見られない共通の言語

的鞘教が存在することも明らかにしたが，紙幅の関係で一部の特徴については言己企することがで、きなかった。

本稿では，地蔵堂2007で、言己主に至らなかった「庚辰本」と「レニングラード本」両抄本聞に共通して見ら

れる言語的特徴(‘迭'・‘jE'の混用)を指摘するとともに，その特徴と関連する「庚辰本」の言語的特徴(“;，s;

，z."・“什仏"の混用)についても論じる。なお，本稿で使用したテキスト及び本稿での呼称は以下の通りであ

る。また，例文はすべて簡体字で統一し， [ ]には改訂後の字句， [ 】には未改訂の字匂， [ Jには削

除された字句， { }には増補された字句をそれぞれ記した。

「己卯本J: W脂硯驚重評石頭記J]，上海古籍出版社， 1981年。

「庚辰本J: W脂硯粛重評石頭記J]，中華書局香港分局， 1977年。

「レニングラード本J: W石頭記J]，中華書局， 1986年。

「稿本J: W乾隆抄本百廿回紅棲夢稿J]，上海古籍出版社， 1984年。

「程甲本J:W程甲本紅棲夢J]，書目文献出版社， 1992年。

「程乙本J: W紅棲夢J]，北京聞書館出版社， 2∞1年。

『紅楼夢』の版本分化の複雑さは多言を要しないがレニングラード本Jに関しては，版本学的見地から

であれ，言語学自味見長からであれ，日本人研究者の論及は殊の外少ない(もっとも，中国人研究者の論考もさ

ほど多くなしれ版本学的見地から論及したものとしては，管見の範囲では，以下に示した伊藤 1987:378の

指摘が園内では唯一のものだと思われる 1)。

ヴ
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E
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2 地蔵堂貞二

一、『紅楼夢』の初期の，刊行前の校閲の施された最も完備した写本である。

二、その本文から見ると，曹雪芹の生前に筆写された一七五九年(己卯本)及び一七六O年頃辰本)のそ

れに接近した，初期の重要な脂評本である。しかし，この写本の本文中にはまた多くの特色があるから，さら

にこれを単独の一系統に分類することもできょう。この一系統に属する他の写本は目下なおはっきりしないけ

れども。

三、写本の批語と多数の回に見られる符号及ひ攻訂の特徴は，この写本に拠って附印が準備されていたと認

めるに足る根拠を与える。またこの写本はある人が写しを取る底本として使用された可能性がある。

前述した如く，筆者は地蔵堂2007において「レニング、ラード本」本文の言語的特徴について論じたが，筆

者は，筆者以外の日本人研究者で、当抄本の言語を扱った論考の存在を寡聞にして知らなし、2)。しかしレニ

ングラード本」の原文には，現代北京語には存在していない語法成分が見られ cr庚辰本」の原文についても

同様である)，それらの来源が明らかになれば，語料不足とし、う状況にある清代前期北京語の実態の解明に有

利に作用するのではなし、かと考えている。

~ 1 

「レニングラード本」には指示詞“迭1，."“迭祥"“遠仏祥"と疑問詞“宏ム"“~祥"“~1，.祥"の混同現象，

すなわち‘迭'と‘jE'の文字表記の混用例が散見される。但し，用例は一部の章回に偏在している (46回

12例， 51回1例， 60回1例:合計 14例)。そして，その用例の分布状況は，これらの混用例が版本の成立

と何らかの係わりを持つこと，言い換えれば，混用例は「レニングラード本」が成立する過程で混入した可能

性のあることを暗示している 3)。以下に筆者の検出し得た全用例を示す。

‘i主'→‘jE'の用例:

1)如今兄弟、姪JL、JL子、弥{子}一大群，迩iさ仏国[岡]起来，諮問見人服?(46-1912) /今では弟御，甥御，

お子様からお孫と大勢お持ちでいらっしゃるというのに，今更とんな人騒がせなことをなさっては，世間の目

もありましように。

2) 迭1，.-4、嗣快人，議[~J 生、又返祥{9ÇÆせ:起来?(46・ 1925) / (あんたみたいに)打てば響くような人が，どうし

てこうもはっきりしなくなったの。

3) 員然体是老太太房里的人，此刻{不}敢把件品選[忽]祥，ヌ在道弥:ß~老太太一倍[輩]子不成?(46・1933)/あんた

はご後室様のお部屋の者だし，今さし当たってあんたをどうこうするわけにもゆかないけれど，まさかご後室

様にお仕えして一生を過ごせるはずもないのでは。

4) 等到了三年，知道又是議[~J 1，.小光景?(46・1934)/その後三年してから，さてまたどんなことになってい

るのやら。

5) ー華子不嫁男人，又瀦[~J企祥?(46-1934) /生涯男の人に嫁がなかったとして，それがまたどうだという
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のでしょう。

ω事到如此，燥一回子議[宏、]仏祥?(46・1935)1ここまでくれば，一時恥ずかしい思いをしようとも，どうだ

というのでしょう。

7) 姑娘既知道，まま[;t~]奈何我! (46・1937)1ご存知のくせに，私をどうにかなさる気!

8)他寄膏只得特買赦的活i見与他{折}，又i刊血組[;t]仏体面，又主主[;t]仏当家姉[娯]娘。 (46-1951)1兄は是非

もなく頁赦の言葉を彼女に伝え，どのように体面を保ってもらえるとか，どんなふうに家事をみてもらうこと

になるのだとか話して聞かせます。

9)鴛毒…・一一行央， 一行説，把邪夫人総[忽]仏来坑…・・・。 (46・1954)/鴛鷲は奥方の那夫人がどんなふうに

話を持ちかけてきたか・・・・・・涙ながらに話します。

1ω 体遺[忽]仏也不提我，看着イ付良委屈?(46・1959)1お前はなぜわしに言いもせず，自分の母親が悔しい目に

遭っているのを知らん顔でいたのか。

11)調理的水葱JG似的，迭[;t]仏怨得人?(46-1961) 1まるで行者にんにくのようにきれいに仕立てなさるので

すから，人がおねだりいたすのも無理はありませんへ

‘;忘'→‘iぎの用例:

12)不相干，那里怒[迭]仏耕撒起来!(51・2159)1何でもございません，めったなことでこんなひ弱になどに

はなりはしません。

13) 今JL;t遣[~]体来告訴盤[逗]一旬要禁的活?(60・2ω6)1今日はどうした風の吹き回しでしょう，こんな大

事な用件にあなたを遣すなんて。

~ 2 

「レニングラード本」と同様の混用例は「庚辰本」にも少数ながら見られる。

14)洞理的水葱失似的[是的人]，議[;t]~怨得人要? (46・1076)1例文 11)に同じ。

15) 迭‘余'宇和‘上'字，堆方他緩[;t]~想、来 (48・ 111ω/ この「残り」と「上るJ という言葉をよくも

考えついたものでございます。

筆者は「レニングラード本」や「庚辰本J に見られる“法公"と“;t~"を始めとする‘迭'と‘;t'の混

用現象に言及する先行論文を知らないが， r程甲本」に見られる“法仏"の意味を表す“~~"は「東北方言J

である，と主張する論文はある(郊床山 1993)。知床山 1993准81は「東北方言」を使用しているとして(鄭

氏は“遠仏"の意の“忽仏"以外にも，幾つかの字句を「東北方言」であると断言しているが，客観的根拠は

示されておらず，本稿の主張することとも直接には関係しないのでこれ以上の言及はしない)， w紅楼夢』後

40回の作者，すなわち， w紅楼夢』の続作者は東北人ないしは長らく東北で生活したことのある人物に違いな
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いと断定したうえで， r r程甲本」の 103・107・116回に見られる“忽 (z色n)仏 (m恒)"(“jE4i"は東北音を

反映する方言字)が程乙本」では“i主仏"へ改訂されているのは，続作者が「東北方言」を理解できなか

ったからではなく，“迭仏"へ改訂しなければ，意味の暖昧性を生む可能性があるからである (r如不更改，易

生岐5(J)Jと述べている(邦氏山 1993:489頁参照)5)。なお，邦氏山 1993には用例が示されていないので，

以下に例示しておく。

16)是H阿，蕗議着我去。(103-2768)/本当に左様で。ともかくもう一度伺ってみます。

「程乙本J(3052頁)は“注仏"。

17) 体礁，毎~ノト大府，前j比;、了家，不知如今~仏祥了?(107-2877) /御覧なさい，あれほどの大きなお屋敷

が先日家財を没収されて，今はどんなふうになっているやら。

「程乙本J(3171頁)は“逗仏"。

18)忽涼一想，只見蟹寄姑在那里，招手JL叫他。 (116・3091)/そのように考えて目をやると，鴛驚が向こうに

立って手招きをして自分を呼んでいます。

「程乙本J(3407頁)は“法ど'。

しかし重要なことは，上掲の 16)-----18) の“~1.，."は勿論のこと， rレニング、ラード本」や「庚辰本」に見

られる 1)-----15)の‘iざと‘乞'の混用例も，鄭氏が主張するように「東北方言Jを反映した用例であるか

否かを検証することである。

確かに， w志北方言司典j(弓思周・萎光輝繍，吉林文史出版社， 2005年)を調べると，見出し語“定ム"

の発音出zenme/と表記され，語釈は“迭ダ'と記述されている (373頁)。さらに，‘迭'自体の発音も/zhen/

と表記され(382頁)，鼻母音となっていることから，現代東北音では‘fE'と‘iぎは近似しているようであ

る。ただ，該書は方言点が明確には示されておらず，その記述に全幅の信頼を置くことはt陣れる。また， w訳

i吾方吉大河典(第三巻H(中国・隻E大学日本 e京都タト国i吾大学合作編纂， i午宝王手・宮田一郎主繍，中竿有

局， 1999年)を調べると，見出し語“;E4L"の一項には r<代>迭仏。西南官活。四川闘中、江油。Jと記述

されており，四川|省を始めとする西南官話(西南方言)にも分布していることが知れ，“iさ42" と“~1.，."を

混同するのは，なにも「東北方言」に限ったことではないようである。

さらに付け加えるなら，鄭氏の論の進め方には問題なしとは言いがたい側面がある。この「東北方言J説は，

「迭梓看起来，接有与原著ー梓，用的是北京活，其中不乏小別中原方吉、江准方吉和臭i吾。然而，返井非后四

十回用i吾的特殊性，官的小性在子大量的志北方言的普通使用。宅者祖籍迂宇壷山。本人出生子黒芳江省接接昼，

求学子海恰、チ干芥暗示和暗示漠，工作子林旬和克山:属子黒党江方言区西片，其中林旬是所i育姑活。迭里，仮

把我所憧的后四十回方吉河i吾略挙数例。伺例省略)法当中，也有ノト則北京方言。要悦明其多数是地道的志北

方吉，主要是得技出来其他地方的人不憧和不用的i正据。因未自助人事方吉調査，只有限用有限的~面活吉材料。」

(郊氏山 1993:482・483) としづ文面に象徴されるように，客観性のない主観に基づいて結論を導こうとして

いることは明白であり，何よりも歴史的観点が欠知している。
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『紅楼夢』の言語 5 

また，同氏には『紅棲夢的版本及其校勘~ (北京園書館出版社， 2002年)とし、う大部の著作があるが，書名

からも分かるように， w紅楼夢』諸本を校勘した労作である 6)。しかしながら，一部に論の基礎となる調査に

不十分な点が見受けられ，思い込みによる論の展開も見て取れる。具体的に言えば，知床山2∞2:311・313で

は， rレニング、ラード本j に見られる文字表記に関連して， ‘迭'と‘只'を混読するのは閏語(福州)， ‘白'

と‘只'・‘只'と‘宣'を混読するのは江南呉語である，と結論付けているが，記述に矛盾があり分かり難い

うえに，明らかな誤謬がある。‘i主'・‘只'についていえば，鄭氏が方言点として特定しなかった場外|でも，

‘迭'・‘只'の2字は同音であり，混読されていた可能性が高い (W揚州方吉詞典』李祭主繍，王世華・黄纏

林編纂，江蘇教育出版社， 1966年， 376頁;W訳i吾方音字江(第二腕』文字改革出版社， 1989年， 61頁参照)

7)。また，‘自'・‘只'及び‘只'・‘宣'の混読を何の根拠も示さず，江南呉語の特徴と決め付けて調査した

ために，結果として，方言点の特定には至っていない。それは氏が史的考察を行わなかったばかりか，現代北

京音の確認すら怠ったことに起因している(詳しくは地蔵堂 2007:201・202 参照)。したがって，‘迭'と‘~'

の混用に関しても，氏の提示する「東北方言」説は慎重に検証されるべきである。

~ 3 

前節では，工具書を利用して，“注仏"と“忽仏"を混用する方言地区を調べたが，そこから分かることは

現代方言の分布状況のみであり，清代 (W紅楼夢』の時代)の分布を詳らかにするものではない。しかし幸い

なことに十分とはいえないまでも，清代における‘迭'・‘忽， 2字を混用する方言分布について，重要な手が

かりを提供してくれる作品が『紅楼夢』以外にもあることが分かった。その作品は清末の白話小説『官場現形

記~ (李伯元著)である。該書の基礎方言は江准方吉(下江官言吉)であり，当時の呉語の影響を強く受けている

(作者李伯元は江蘇武進，今の江蘇常州市，呉語区の人である)。

『官場現形記』の版本及び言語に関しては，宮田一郎先生に寸車の研究がある(宮田 1963，1964， 1968)。

宮田 1964:222・223は， w官場現形記』の版本である「繁華報本Jと「崇本堂本Jの聞には，一部の語棄に異

同が認められるとして，語葉レベノレの対比表を付している。その中に“迭仏"仲“jE4k"，“~{f](大工対"仲

“迭11']"など，本稿が取り上げる‘iざと‘jE'の異同が明示されている。「繁華報本Jr崇本堂本J両版本の

関係について，宮田 1963:197では， r崇本堂本は繁華報本よりもおくれて刊行されたことはほぼ確かである。

(中略)おくれて刊行された崇本堂本の方が下江官話系の語葉を多く用いているということは興味のあること

である。Jと注目すべき指摘がなされている。下例は人民文学出版社本 cr出版説明」には「本書是用光緒二十

九年(1903年)上海世界繁華報本為底本，参考光緒三十年翼手東書局石印本、亘続元年(1909年)崇本堂石印本加

以校訂的。 J とある)に見られる“注仏(迭{f])"・“出町の意味の“忽仏(~{f])" .“~般"の用例の一部である

(宮田 1968:289より号開。但し日本語訳は筆者による)。

19)迭方必汗園児JL子有了露仏大的能耐，便説自明年方始，男タト送先生四貫銅銭。(1・1);さて方必聞は息子

にこんなにもすごい能力のあることがわかったので，すぐに「来年から先生には別に4貫の銅銭を差し上げま

す」と表明した。
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6 地蔵堂貞二

20)大苓方何起得鐙般早?(25・404)/おじさん，どうしてこんなに早く起きたので、すか。

このように『官場現形言己』の版本間にも‘iざと‘忽'の異同が認められることから，‘迭'と ‘宏、'の混

用は I(現代)東北方言Jや1(現代)西南方言jだけに限った現象で、はなく，清末の南方方言(呉語)にも分

布していた可能性のあることが分かった。

また，宮田 1964:223には『官場現形言叫両版本間の異同として，“注位"/“只位"(11回)・“注ノト"/“只

ノド， (12回)・“法梓"/“只祥"(21回)・“只(有他ーノト人)"/“法"(11回)などの異同例が挙げられているが，

これは地蔵堂2007で指摘しているように，正に「レニングラード本」と「庚辰本Jに共通して見られる言語

的鞘教と同ーのもので，南方(呉語)音の混読の影響を受けた現象と考えられる。下例は人民文学出版社;本『官

場現形言己』の混用例である(宮田 1968:289より引用。但し日本語訳は筆者による)。

21)猿小不暁得。 (36・60ω/そのことは存ぜ九

~4 

これまでの議論を踏まえ，本節では「レニングラード本」と「庚辰本J(1程甲本Jも含む)に見られる‘jざ・

‘忽'の混用が何方言に由来するものなのかを考察する。

すでに2節で述べていることだがレニング、ラード本Jの‘iざと‘fE'の混同は一部の章回にしか見ら

れないことから，それらは「レニングラード、本Jの成立する過程で混入したと推測される。その章回の中で，

用例の最も多く見られる 46回の言語に焦点を当て，‘iざと‘宏、'の来源を考えてみたい。

この回には，①動態助詞“子"(4例;1911， 1914， 1916， 1955頁)，②‘自， /zi/と‘肘， /shi/の混用

(1934頁)，③‘里， /1i/と‘体， /ni/の混用 (1929頁)などのような，清代北京語資料には決して見られな

い言語的鞘敷(南方方言の反映と推測される文字表記の混用)が見られ，注目される。以下にその用例を示す

とともに，若干の補足的説明を加えておく。

22)老谷如今上安[了]年記，行事不妥，太太波功オ是。(46・1911)/おじ様はもうお年ですから，悪いことを

されたら，おば様がお諌めにならなし、と。

23)及至見子[了]面，也塁了，依旧掌着老谷太太心愛的示西賞他。(46-1914)/お顔をご覧になったが最後，

相変わらずおじ様やおば様ご夜、蔵の品をお与えになります。

24)老太太説不姶，返事便死翠[了]{心了}0 (46・1916)/ご後室様がやらぬと言われたら，この件はそれまで

のことです。

25)就是老太太逼我，一刀子団[抹]死子[了]，也不能仏命。 (46・1955)/たとえご後室様のお声がかりであろ

うと，一突きで死んででも，お申しつけに従うわけにはいきません。

動態助詞‘子'は現代呉語の典型的な用法である。ところが呉語の動態助詞‘子'と北京語(普通話)の動

つ&
つ'M

1
よ



『紅楼夢』の言語 7 

態助詞‘了'は画数が 1画しか違わないことから，抄写者の書き損じである可能性も考えなければならない。

しかし，動態助詞の位置にある‘子'の用例が 30余りともなると，単なる抄写者の書き損じと片付けること

はできない。また，‘了'を 1画多い‘子'に誤写する可能性と，‘子'を 1画少ない‘了'に誤写する可能性

を比べた場合，後者の確率の方が前者より高くなると想像される。したがって，この 30余りの‘子'は，抄

写者の誤写と考えるよりも，抄写者の方言音を反映したもの，具体的に言えば，抄写者によって現代呉語の動

態助詞‘子'と同じ用例が混入したものと考える方が自然ではないだろうか。

26)那海[肘]落了他的手，倒{不}好了。(46・1934)/その時になって，あちらの手に落ちたら却ってまずいこ

とになるでしょうよ。

現代呉語の蘇州音・上海音ではともに‘自'と‘是'は同音であり，この2字を混用する例が「レニング、ラ

ード本」と「庚辰木」に見られることはすでに指摘したが(地蔵堂2007:210-211) ，例文2ω の‘自'と‘吋'

の混用も現代呉語に通じるものと考えられる 8)。

27)迭活我先放在翠[体]心里，..EL別和二妨妨説。(46-1929)/この話もまずあなたに打ち明けるのですけれど，

暫く若奥様にはおっしゃらないで。

これも現代に限ることではあるが，漢語方言において，鼻音/n-/と側面音11-/が混読される地区は，漢語

地区全体のおよそ半分を占めるという(樋口 1983・36参照)。そして，北方方言の中で，西南方言(西南官話)

と江准方吉 (下江官話)は/n -/と11一/を区別しないという(樋口 1983:123，125頁参照)。

以上にみてきたように， rレニングラード本」の 46回には非北京語であり，現代呉語に通ずる南方方言が

混入している。そうであれば，この回に集中して分布する‘iざと‘忽'の混用例は，当時の北京語の影響を

受けたものでないとすれば，立'と官'の混用と，動態助詞‘子'及び‘自'.(~'・/n-/ (的・ 11-/(里)の

混用とは，異なる言語層から混入した可能性(例えば，鄭氏の「東北方言」説もその可能a性のーっとなる)も

完全には否定できないが， 4節で指摘した事実を考慮に入れるならば，動態助詞‘子'と同じ来源である可能

性の方が高い。そう考えれば， r程甲本」に見られる“忽仏"(“迭仏"の意)を「東北方言」と考えなければ

ならなし吃撚性はなくなり，南方方言の影響を受けた現象と理解することが適当と判断できる。

事実，知床山 1993:488では程甲本的排印，似乎是在南方，或径南人之子。主要表現在因方音相同而致

批涙文字的出現。」と述べたうえで，例として‘多'と‘都‘自'と‘是¥‘自'と‘只'などの混用を挙

げ， r迭是江南的方音現象。或草文有屋本来在南方，或排字工中有人操南音。」と主張し程甲本」が南方方

言を多く含む版本であることを認めている。但し，‘自只'の混用に関しては，清代・現代ともに北京語

においても混読されることがあり，‘多'と g都'・‘自'と‘是'の混読とは区別して考えなければならない

9) 

-123-



8 地蔵堂貞二

~5 

「庚辰本」には疑問代詞“伝仏"と“什1:."を混同した例が若干ではあるが見られる。

28)我什[1::J仏吃的不知道了!(63・150ω/私としたことが，いくら酔ったからといっても，正体を失うとは!

29)体的作葱[什]仏来{鴨}，我述要我[技]了休妨妨去鴨。(65・1589)/あんた達はどうして(こちらへ)来る

のかね，私たちの方でもあんた達の奥様にお目にかかりにし、くところなのに。

3ω 紙[1::J仏{佑}迩没睡着?(76・1891)/どうしてあなたはまだ眠らずにいるの。

理由・原因を問う“1::1:."とまだ分からない人や事物を問う“什仏"は，北京語においては発音・文法機能

ともに全く異なる別の語である 10)。この2語を混用する方言区の存在を方言辞典等で調べてみたが見当たら

なかった。ただ， ~醒世姻縁惇』には両語の混用例が散見されることから (1司紅生 2001:41 ・地蔵堂 2∞1:61

参照)，明末清初の山東方言には分布していた可能性がある。岡虹生 2001:41は「相当子“什仏作各科功

河的実i吾」と注釈し，用例を挙げている (10 例)。そして，“什仏"の意の“~づえ"の多くの用例は，間紅生

2001の指摘するように，動詞の目的語となっているが，地蔵堂 2001に例示されているような，動詞を目的

語に取らない(名詞や形容詞を修飾する)用例も見られる。以下はその用例である。

31)迭是怒ゑ主意?(59-8b) /これはどういう考えだね。

32)人材JL也不.R，脚也不仔会大，生的也白浄・…一。 (55・2b)/顔も不細工ではなく，脚もさほど大きくなく，

色も白く・・

33)他衣服又不針滋芥整，又没女人fl'Jli'&随…・一。(78・5b)/彼女は服もそんなに上等ではなく，お供をする女

たちもいないのだ・・ 。

~ 6 

古今を問わず，“1::1:."と“什1:."を混用する方言区は，現代方言での分布の有無も含め詳らかにできない

恨みがある 11)。そこで本節では，“信ム"と同義の疑問代調 “仔仏"と疑問代調“什仏"の混用について少

し考察を加えてみたし、。

『訳語方吉大河典(第一巻)~ (1295頁)の見出し語“仔仏"にはf<代>1::1:.。糞魯官活。山家。」との注

釈があり， w醒世姻接待』の用例を引く。また， w漢語大詞典・ U(歩竹夙ま繍，上海辞持出版社， 1154頁〕

の見出し語“仔麿"も， r方言。 ~麿。J と注釈し， w酔醒石』と『醒世姻縁侍』の用例を挙げる。なお， w明清

臭浩司典~ (石汝茶・ 宮田一郎主鋪，上海辞有出版社， 847 頁)の「果i吾文献資料二~目 J には， r酔醒石上海

古籍出版社 1985小説， 28因。作者署志魯古狂生，明末清初斯江衛F一帯人(据戴不凡考i目。本-t5創作子明

末，刊刻子清初，現存乾隆五十四年(1789)原刻本。有明毘的芙i吾特征。jとあることから， w漢語大詞典・ u

のいう「方言j とは，山東方言 (W醒世姻縁停』の基礎方言は一般に山東方言とされる。)と呉方言 (W酔醒石』

の基礎方言は呉方言と推定される。)を指すものと推測できる。
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この“~仏"と“仔仏"を混用する例が見られる文献は，上記 2作品の外に『金瓶梅詞話j (1司虹生 1988:116; 

白娃国著『金瓶梅珂典j，中隼~局， 1991年， 701 頁参照)があり，明清時代の山東方言と呉方言には，“~

仏"と“イ子仏"は表記の異なる同義語で、あったと考えられる。この“忽仏"と同義の“仔仏"が“什仏"と混

同されている用例が「庚辰本Jと「稿本Jに見られるのである(地蔵堂 1991:188-189参照)。

34)如此説，但只我{q庁}活，是行[不知仔]裟到響[替]件歌心戸[忠]后鳴。「庚辰本J79回1974頁 /そういえ

ばそうでしょうが，話を聞いていると何故かあなたの今後のことが案じられます。

35)我不知〔道〕務[什]議是[叫]‘負刑清罪 o r.稿本J30回360頁 /何を『荊を負って罪の詫び』なのか存

じません。

「庚辰本」では原文の“什仏"を“仔仏"に， I稿本」では原文の“什也、"を“仔i.，"に書き換えているが，

ここで注目したいのは「庚辰本J79回の用例である。というのは庚辰本J79回は刻世徳 2003:446・449

で指摘されているように果培地区」の抄写者の筆が混入している可能性の高い章回だからである(詳しく

は地蔵堂2007:210参照)。すなわち，“仔仏"・“什仏"の混用と“恋仏"・“什仏"の混用には密接な関係が想

定され庚辰本」に見られる“;i;i.，"と“什仏"の混用も当時の呉語の影響を反映した現象ではないだろう

カミ。

以上考察したことをまとめれば， Iレニンクやラード本」と「庚辰本」に見られる‘迭'JjE'の混用現象は，

‘iざ・‘只'の混用，動態助詞‘子¥‘自'・‘是'の混用などと来源を同じくするもので，南方人の抄写者に

よる当時の南方方言(呉語)の影響を受けたものと考えられる。また庚辰本」の“;i;i.，"と“什仏"の混

用も同様であると推測される 180

<注>

1)日本以外の状況をみると，言語面からは旧ソビエトのB.Lリフチン(間耐n漢名「李福清J)氏と L'N

メンシコフ (Menshkov漢名「孟列夫J)氏両名連名の論文(李福清・孟列夫 1986)と李恩敬 1999a，1999b， 

版本学からは中国の渇其庸 1985，胡文彬 1987などの論著がある。但し，各論旨にはそれぞれ問題がある。

この点については地蔵堂2007で詳述した。

a第22回中国近世語学会研究総会 (2007年6月3日:愛知大学車道キャンパス)での筆者の発表に際し(題

名:レニング、ラード本『紅楼夢』に見られる指示代詞‘只'をめぐって)，筑波大学の大塚秀明氏より， Iレニ

ングラード本」に関する先行研究が少ない理由を質問されたが，筆者は答えられなかった。

3)“正径"( I正当なJI本当にJ等の意)の別表記である“正景"は， w紅楼夢』諸本では「レニング、ラード

本」に特有の表記であるのみならず，その用例の分布も 40回以降に限定されている(地蔵堂2∞7:214参照)。

“正景"という文字表記も版本成立と密接な関連にあることを疑わせる。

4)原文は“~怨得人"であるが， I庚辰本」をはじめとする外の版本は I~怨得人要J とする。訳は他本の原
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10 地蔵堂貞二

文に基づく。

5) r程甲本」と「程乙本」とでは，例外はあるが文法的には質的な差はない，とし、う見方が一般的であるとし、

う(太田 1965:357-358参照)。

6)鄭氏には『紅棲夢的版本及其校勘・績篇J](北京園書館出版社， 2006年)もある。

7)蘇州音は分からないが，上海音は同音であり (W筒明美方吉司典』上海辞有出版社， 1986年， 437頁参照)， 

調査が不十分である。

8)‘自'と‘肘'の蘇州音は声母・韻母は同じで声調のみ異なるが(銭乃来著『当代美活研究J]，上海教育出

版社， 1992年， 83，85頁)，上海音は同音である (r簡明央方言詞典J]424，439頁参照)。

9)筆者は鄭氏の主張に対し全面的には賛同できない。検証の必要性を強く感じる。一部の主張に関してはす

でに反論済みである(地蔵堂2007参照)。

10)奥村2∞2:77は， r海外奇談』に見られる「理由 ・原因jを問う意味を表す“甚麿(什仏)"についての香

坂 1963の「…(省略)rどうしてJとしづ意味で用いられる「甚麿jの用法もおかしし、Jとの指摘に対し， r日

本人であるがゆえの誤用の可能性もあるが，まだ断言はできない。今後の課題としたい。」と慎重である。あ

るいは本稿が取り上げている“忽ど'と“什仏"の混用は rr般ト奇談』の「理由・原因Jを問う“甚麿(=什

仏)"と何らかの関係があるのかも知れない。

11) ri況活方言大河典(第三巻)J] (4211 頁)の見出し語“~)L" の注釈の項目は k代>什仏。糞魯官話。」

とあるのみで，理由・原因を問う“:E4"の用法は採録されていない。

12)宮田 1964:228によれば繁華報本Jと「崇本堂本」の中間に位置すると考えられる版本(開巻に“光

緒甲辰四月再版官場現形記"とある三編36回本，発行所不明)の8回には「繁華本Jr崇本堂本Jともに“忽

麿(又説到)"となっているものが，“甚麿"と作っている例が挙げられている。これは「庚辰本」の用例につ

ながる可能性があり興味深い。
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This paper exam面白 theparticular usag回 ofthe demonstrative pronoun ~仏 and the 

interroga伽 pronoun迭-7，.in two handwritten copi四 ofHong，伽 me噸列ず格勅蔵本and

庚辰本-)，and argues that the Wu dialect in the Ming-Qing period is the sou四eof their usag'回.

127 -

11 



再捻“的"的調距功能及其省略条件

Rethinking of the Value Distance Control Function of "de" and its 

Abbreviation Conditions 
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Abstract 

In the artic1e “On the Value Distance Controlling function of "de" and it's Abbreviation 

Conditions"， the Author introduces the concept of value distance of nouns. Through modulating 

the value distance of noun， the reference set of the noun which is modified can be controlled into 

various ranges. Also the author finds out that the main function of the Chinese word "de" in出e

phrases such as "-de noun" is dividing the reference set of nouns， and when it is omitted， the 

range of the reference set of the modified noun reduces to 1， and eventually the reference target 

of the modified noun is elected. But Mr. Lu Bingpu raised some arguments on Wu's artic1e. In 

this artic1e the author mainly discusses those arguments and gives some supplementary 

explanations. 

1引吉

対子的“的"分析，如果強調其小性，可以象朱f律悪照先生那梓将“的"分方“的 1"ぺ，“的2γ"乃至“的 3"

然而本文更加強洞“的"的共性。即彊洞“的 1"，“的 2"和 “的 3"的共同点，尋投出可以同肘解秤三者功

能的方法。方此宅者在《“的"的洞距功能及其省略条件》 一文中提出了“的"的主要功能是洞市修怖与被修

怖名i司之l司的値域距寓，井且以一科量化的形式対 “的"作出了描述。対子速一現点有些学者提出了不同的

看法，在此筆者将対迭一規点作出堆一歩的解秤和キト充。

2美子“的"的公式

在《“的"的澗距功能及其省略条件》中，宅者就名i司的値域距高分別拾出了三ノト公式，井且作了下面的

説明。

方了便子説明，本文特値域距寓用数字加以表示。 如果使用下面的式子，表示値域距寓的数

字可以被限制在[1，OJ之向。
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2 呉凌非

Vd 1一(1/Rs)

(式 l名河的値域se寓)

式 l中的 VdCvalue distance)表示名i司的値域距寓， R s Creference set)表示名同的所

指対象。仏壇小式子可以看出， Rs越大，名i司的値域距寓 Vd的値越接近1，即与名i司対庄的所指

対象被造中的可能性越小。相反 Rs越小，名河的値域距高 Vd越接近 0，也就是説与名i司対座的

所指対象被造中的可能性越大。 Rs的値等子1，即名司的所指対象只有一小，此吋，名司的値域

距寓 Vd方0。当名河的値域距寓方 O肘，表示名i司与其対座的所指対象是一対一的美系。本文把

jさ利1値域距高方 O的距寓称方最小距寓。理玲上， Vd方 l肘，イ宜域距寓是其最大距寓。但是現実

中，我イr'J恨ヌ住友現某小名河的所指対象的集合大到元穿大。

b人以上的治述我1I'J可以看出，名河与其対座的所指対象的距寓取決子所指対象的集合的大小。

通迂改変所指対象集合的大小，也就可以洞市名河与其対座的所指対象之向的距寓。

前面淡到改変所指対象集合的大小可以調令名河与其対座的所指対象之l司的距高。'9;;隠i吾吉

i孟用中，我1r'J可以看到“紅房子"、“倒場的房子"、“公司的房子"等用形容河、功司、名i可修怖

名河的例子。対名河的修怖，実阪上就是対名i司所指対象的集合的分割。特集合分割成不同的大

小，h人市得到名司的相庇的値域距寓。下面我1r'J来重点看ー下由名河澗市値域距寓的情形。

イ民投 A和 B均方名司。 A修怖 B得到名河短i吾郎。 A的所指対象的集合方 ARs，B的所指対象的

集合方 BRso

短i吾AB的所指対象的集合庄協同吋具有ARs和 BRs的特征，即 ARs和BRs的交集，用 ARsnBRs 

表示。因此根据式1，修怖后的名i司短i吾AB的値域距寓可用式 2表示。

Vd 1一 C1 / [ARs n BRs]) 

(式2 一次修怖后的名河的値域距寓〕

挙例説明一下。偲没淡活中渉及到十小平果。十小平果中，五ノト是紅色的，十小是緑色的。

那仏，“拾我ーノト芋果"中的“平果"可能是“十小平果"中的任意一小。用式 l表示的活，其値

域距寓庄該是“Vd= 1-(1/10) =0.9"。而“姶我ーノト主主昌平果"用名河“紅色"修怖后，其

値域距寓按式 2縮短方“Vd= 1-(l/5n10) =0.5"。依此美推，我イr'J可以得到下面的式子。

Vd 1一 C1 / [N 1 Rs n N 2 Rs n • • • n N n Rs n NRsJ ) 

(式 3N次修怖后的名河的値域距高)

式 3表示名河N径辻 n次后的値域距高。即通辻名次的多次修怖，可以持被修怖的名珂限定

在某ノト固定的活圏内。

対此，陪丙浦(2005)提出了下面的原疑。

首先，“一小"究寛算不算ーノト修怖成分?根据果文用公式 l分析“一小草果"以及用公式 2

分析“一小紅色的平果"似乎不是:因方如果是的活，前者就庇i亥這用公式 2，市后者庇i亥這用

-130一



再沿“的"的i周距功能及其省略条件

丙次修怖的公式。但是果文后面吋沿各科量河的情況吋，却文是把量河看作修怖成分来赴理的。

其次，根据前面対値域的定文，庄i亥是“社会賦予i亥名司的i吾5(，位和"而不俣仮是l陥肘i吾境

中的所指可能，但呆文法里把i吾境中的 10小平果看作“草果"さ小名i司的値域，使人感到果文中

的“値域"井不是恨明碗一致的。

第三，在“ーノト紅色的芋果中"即使不算“ーノトペ修怖i吾也不是“紅色的草果"而是“紅

色的"。如果修怖i吾“紅色的"有其所指集合，那庄i亥是“i吾境中所有的紅色物体"。計算式 Vdニ

1一c1/ [ARs n BRs])中的交集，庄i亥理解成“i吾境中所有的紅色物体"和“i吾境中的平果"的

交集。

最后，宅者不知道果先生是如何廿算交集的大小的。根据 1-1/[5nlO])=0.5的廿算，其中

的 [5n lOJ庇i亥是 5。但是逗不是通泣対 5和 10的這算得出的。偲没i署境中共有 20小平果，其

中 5ノト是紅色的，其他不是虹的，那仏交集仇然是 5，即[5n20J1乃然是 5。可児，交集的大小限

草果怠数元美，而仮仮jj;~紅色的草果的ノト数有美。

以下是筆者計対陪丙浦先生的庚疑的答隻。

3 ネ卜充与悦明

計対第一点，比如“那小平果"中的“耳目ノト"是碗指的，其集合的元素方一，庇用式 2，由 Vd =1 

3 

1/1 n 10) = 0，得到零距寓。“一小"庇i亥是一小修怖成分。由子“ーノト"所指的対象可以是 10小平果中

的任何ーノト，所以其実隠集合的成員庄i哀是 10。所以由式 2得出 Vd =1- 1/10nlO)=0.9。美似“一

小"的修怖培迩有一些其他的概念。 比如“地球上的人"的“地球上"注祥的i司~[，昆然其集合的成員只有

一ノト，但是是ノト包容概念 1さ祥的i司、正作修怖i吾吋，対値域距寓的洞常的量是比校小的。其他迩有“全体"

“所有"“イ壬何"等全称河~[作修怖i吾肘対値域距寓的調市量也是比較小的。

至子陪文悦“イ宣域"不明晩，筆者不主人方有任何向題。名河的原始値域依然定文方“社会賦予i亥名i司的

活文且和"。但是値域在i吾境中是可以分割的，通辻分割値域仏而明市値域的距高。文中的 “十ノト草果"法

小値域可以看作是i吾境中分割后的小値域。筆者当然庄i亥知道世界上不庄該只有十小平果。庄i亥ネ卜充説明的

是“値域"是培法居面的概念，而“値域距寓"和“小値域"是i吾用居面的概念。

計算式 Vd=l-c1 / [ARs n BRs])中的交集，的碗庖i亥理解成“i吾境中所有的紅色物体"和“i吾境中

的平果"的交集。按照式 2計算，庄i亥得到 Vd=l一 c1/5パ10)=0.2。而不是 Vd= [5 n 10] / 10 = 

O. 5。迭是宅者廿算肘的ーノト疏忽。必須指出的是，迭ノトキ十算惜涙井不悦明公式本身有任何錯涙。

陪丙浦先生指出，“交集的大小限平果且数克美ヘ A人廿算上来俳， 1さ井不是什仏新的友現，而是集合i十

算的必然結果。也不能成方否定公式的材料。更不能以此否主人核心名河的相共性。公式所要表i主的是迭祥一

小思路。挙例中的 “10小草果"是A人草果的原始値域中第一次割出的小値域，用“紅色"修怖之后，再割

出一小 5的小値域，如果其中有一小“富士"平果，那仏用“富士"修怖之后"富士的紅色的平果"中的

“富士"在 5的小値域的基拙上割出一小集合方 1的最小値域。通辻iさ梓的多次交集b人而i周市値域的距寓。

而不庄当象陪文所悦的那祥，持割出后的値域随意放大到 20，然后悦“交集的大小限平果且数元美"。名河

修怖的辻程是ーノト交集的迂程，因而也是単項的，即由大到小的辻程。宅者元法理解“交集的大小限平果忌

数元美"的安豚i吾用意文，也不知道iさ句活的意図是什1"。
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JI原帯悦明一下，在逗里，筆者不知道“富士的"和“紅色的"嚇ーノト是“描述性的" 嚇一小是“指別

性"的，但是，在調常値域距寓的致果上両者是没有区則的。

3. 1量河帯“的"的向題

筆者主人方量i司有両美，一村自成ーノト体系，比如吋向，重量， -t支度，容釈等。男一科是独立的，比如根，

小，条，匹等。独立的量司自然是単小的，其値域当然就是 l。拘成体系的，則其量河的値域大子 1。用量i司

修怖核心名i司的吋候，根据式 2値域距寓有商科可能，一科是独立量河吋的零距寓， 一科是家族量i司吋的大

子零的値域距高。

然而陪文指出，“因方我イfJ可以説ノト体量河‘小，根，抜'本身絢成ーノト‘小体量i司的集合其成員就

不是 10"

集合是由有共性的成員拘成的。“ノト，根，味"的共性是什1"梶?対子吋向量河我イfJ可以悦“一星期英

i吾深"“一天英i吾課"“一小吋英i吾i果"。我イfJ也可以説“l小人"可是我官]可以説ノト，“l根人"或者 "1

3長人"喝?所以説，“小，根，技"的所i青'-4、体量河的集合'和“一星期，一天，一小吋"的所“星期，天，

小吋"所拘成的集合是根本不同的。也就是悦“小，根，弦"与“星期，天，小吋"等不同，不拘成ーノト量

司家族。

至子陪文主人方可以坑“一只草果，一枚平果"那仏，“半小平果，半只芋果，半枚平果"也JI原理成章。

逮和宅者的i吾感略有不問。属子仁者児仁智者見智的境界，在此宅者不多法治。

陪文指出筆者的更大的疑|司如下。

“其次，更大的疑向是，根据公式 2，ARs等子 l井不能得出整ノト名河短i吾的値域距高V等子零的措治。

同祥，根据公式 2，ARs大子 l也井不能得出整ノト名司短i吾的値域距寓Vd不方零的結玲。 jさ也A人男ーノト角度

i正明了我1fJ前面所提到的一点 BRs在対子値域的廿算其実是ノト元美的因素。"

首先，“根据公式 2，ARs等子 l井不能得出整ノト名i司短i吾的値域距寓 V等子零的詰治"。 的治断是恨鋭

敏的。的碗，比如“我的平果"中的 “我"的集合成員方1，根据式2庄i哀的到零距寓。然而“我的平果"

所指的可能不止一小平果。其実， J喜和本文前面提到的“地球上的人"的例子是一祥的。在迭里，“我"同梓

是一小包容概念， Jさ小結果比“全家人的平果"的値域距寓短，但是，近近不是零距寓。正因方不是零距寓，

“我平果"也是不成立的。要得到零距寓，述要継接作交集主十算。然而“同祥，根据公式 2，ARs大子 l也

井不能得出整ノト名i可短i吾的値域距寓 Vd不方零的詰治"具体指的是什1"，筆者不太清楚，不便答隻。

其次，陪文旺明“BRs在対子値域的計算其実是ノト元美的因京"。筆者元法知道i喜一結玲是如何正明出来

的。事実上， BRs在対子値域的廿算上是必不可少的。筆者挙例説明。比如“性別"法小概念，伶統一点，

我イfJ可以も人方其値域(包括功物植物)由“男性，女性，雄性，雌性"所拘成，即“BRs"方4。如果我イn悦
“所有的性別那久根据 2式得出， Vd=l-cl /4 n 4) =0.75。如果坑“人的性別"因方“人"在性

則的指向上只有“男性和女性"迭商科可能，根据 2式得出， Vd=l一 cl/2ハ4)=0.5。如果説“男人的

性別"“男人"的性男Ij指向只有一小，所以得出， Vd=l-cl / 1 n 4) =0。前E一点，性別述可以加上“双

性"則性則的値域“BRs"方50“所有的性別"“人的性別"“男人的性別"的値域距寓分別方 Vd=l一 cl

/5門 5)=0.75， Vd=l一 cl/3 n 5) =0.670 M以上的説明我イ|、]可以看出，集合廿算的大小宣接取決

子BRs的大小。忽1"能説“BRs在対子値域的も十算其安是小元美的因素。"q尼?
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陪文述就形容河的模糊集合提出了疑向。

在宅者看来，形容i司是自然活言中不可快少的一部分。因方有了形容i司，人イfJオ可以特性炭美似又略微

不同的事物用ーノト形容i司加以表述。比如“一天多的吋l司ぺ是一天零一秒，一天零二秒，一天零ーノト小吋，

一天零 5小小吋・・・等一系列肘間的集合。 iさノト集合里的任何一小成員都具有“一天多的吋向"的性格。也

就是現形容河的指向不是ーノト単独的対象，而是一小突似子“波段"的集合。相対子“一天多ぺ“一天"則

是ーノト精碗概念，因市也満足零距寓的条件。

至子“一堆有"的例子， jさ里吋沿的是量河模糊牝后的情形，而不是模糊量司的向題。何況“堆"属子

独立的量河，和肘向等家族量i司是不同的。

陪文在引用宅者的一段沿述之后，迩得出下面的措沿。

接下来，長文，臣、結上面三村情況説:

量河修怖名河実応上有三村情況。第一科情況不可以描入“的ぺ実例己径児辻了。第二科情況，“的"

可以描入也可以省略，比如“一天的肘|司"“一天日すl司"“商菅的士兵"“丙菅士兵ぺ“三頓的煤"

6三頓煤"都成立。第三科情況不可以省略“的"即“一天多吋同"，“三米*布"不成立。A人以

上的説明来看，我イfJ可以看出ーノト傾向， ep “的"的省略与量河的集合ARs的大小有美。第一科情

況集合方1，没有必要分割，所以不能描入“的"。第二神情況，集合大子 l市又是有限的，有分割

的必要性，所以“的"可以描入也可以省略。第三村情況，集合是大集合，用“的"分割的必要性

也随之増大。因此，第三科情況的“的" 一般是不被省略的。

迭里，作者自己也承弘“的"的使用只R~ ARs有美， BRs己径不起作用了。

iさ小結i合是根武断的。筆者在迭一帯吋治的是量河，没有提及被修怖的名t司而己。至此，筆者己径反隻

沿述了 BRs的相共性，不主人方“BRs己径不起作用了"

3. 2領属結拘与“的"

辱入了値域調市的概念，就没有必要再細分“領属錯拘"了。正是分了“領属錯拘"又出現了“単向領

属姑拘"又多出了“双向領属結拘"即便如此也如陪文所説，元法解秤“我的手"的例子。

“零距寓条件"和“的"的省略失系是，可以省略“的"的一般都満足“零距寓条件"条件。反辻来満

足“零距寓条件"的不一定省略“的"。“*学生学校"就是迭梓的例子。実豚上“的"的省略是一小i吾用居面

的|司題，与i司的使用逃拝傾向有美。比如“人民政府"“白人国家"“盲人学校"等例子和“本学生学校"

是美似的，却是可以説的。

3. 3方位結拘与“的"

共子法一点，陪丙浦先生有如下的治述。

美文4.1.4.承主人方住i司作定i吾通常省略“的"的同吋，也正碗地指出了一些例外，如“他的

上空"中的“的"就不能省略。作者解蒋道:

“前i阜、前方、京方"那祥，随着空|司的r大，“的"的省略越荘。到目前方止，述没有看到

対i討中現象姶予明碗的研究。然市零距寓的概念似乎可以用来解秤迭ー現象。方位i司所表現的空
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向越小，修怖i吾与被修怖的方位河之間的空間美系越明晩，其祝覚上的一対一的美系也越容易得

到碗主人，零距寓条件的成立也容易満足，“的"的省略的可能性也越大。

“方位i司所表現的空間越小，修怖i吾与被修怖的方位i司之間的空間夫系越明石角，其視覚上的

一対一的共系也越容易得到硝主人"， i主一祝察相当敏鋭，実在精彩!其解秤也頗有庖友。比較“牢

他上空"和“「坊上空"就可以看出。但是根据速一点元法推辱出“零距寓条件的成立也容易満

足"。換言之，零距高条件在泡里是元失的。元治是“*他上空"迩是“「坊上空"在一般i吾境中，

定i吾“他"和“「場"的所指都是唯一的。

“*他上空"和“「場上空"的区別，看来部分地眼球敏(1998)所提出的活x.s巨寓(密切性

和穂、定性)因素有美，因方“他"眼特定的“上空"之向井没有穏、定朕系:“他"可以移功，市移

功后具体的“上空"所指也変化了。相反，“「場"和“上空"特定的“「場"限其“上空"的美

系是穏、定的。

宅者伺然i人方“零距寓条件的成立也容易満足"i喜一現点是有数的。陪先生所賛同的部分中的“方住河

所表現的空I可越小，修怖i吾与被修怖的方位i司之向的空間夫系越明鳴，其祝覚上的一対一的共系也越容易得

到碗主人"的一段用式 2来表述的i舌就是Vd=l一(1/1n 1) =0。即得到零距寓。当然， iさ里将 BRs看作1，

可以理解方交集后的小値域，而不是空間的原始値域。

陪煩浦先生似乎対下面一段引用表示f賛成。

““他"眼特定的“上空"之向井没有穂、定朕京:“他"可以移功，而移功后具体的“上空"所指也変化

了。相反，“「坊"和“上空"特定的“「場"眼其“上空"的美系是穏、定的。"

這一点也不可以主人向。因方-g某小句子在活境中出現了，官就固化了。不存在“他"移功，而“「場"

不移功的穂、定和不穂、定的共系。如果用穏、定不穂、定来分析的活，“我的手"所表述的両者的夫系庄i亥更加穂、定。

然而我fi'J不能象“「坊上空"那梓単独悦“我手"0h人交集廿算的現点来看，“「坊上空"可以A人“上空"割

出一決“「場"大小的“上空"所指的対象是明碗的，而此“上空"割出一決“他"大小的“上空"是ーノト

什仏概念呪?昆然上空的意文就消失了。

陪丙浦先生札方“如果把果先生的現察具体化方可則度原則，也能解梓迭ノト現象"。実豚上，“可別度"

iさ小概念是根感性化的。筆者的一切努力都是在使分析由感性化上升到理性化，因此宅者雄以接受“可別度"

逗祥的提法。再者，陪丙浦先生的治文題目中有“分布"法一用活。実豚上“分布"是ーノト戸格意又上的数

学用i吾，是以筑+十規律方依据的。我イi'J却没有在陪丙浦先生的治文中看到任何統計数据，可以説“分布"迭

ノト概念被感性化了。

文中述有“法里，値域距寓毘然E良交集大小元美，而眼丙ノト集合的所指成員的差距、比例有美。"

逗也是宅者所不能接受的。因方根据公式 2 和公式 3，値域距寓ß~交集的大小是宣接相美的。

3. 4其他有共同題

宅者《“的"的調距功能及其省略条件》一文的思路是恨清噺的。即:“的"的主要功能是調布修怖与被

修怖的名司之問的値域距寓，多一次修怖，則値域距寓縮小一次，宣至小到零距高。井且“的"的省略与零

距寓有相共性。一般来悦，“的"被省略吋，都有零距寓条件成立的傾向。

宅者在《“的"的調距功能及其省略条件》一文中不賛成将“的"分方“描写性"和“指別性"吋引用
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了陪先生的原活，“把‘的'却j分成ーノト描写性的，ーノト指則性的. Jさ祥赴理的ーノト麻煩是界限井不清楚。"

陪先生悦iさ也是他本人所反対的。如果是iさ梓的活，宅者訂正。井且主人方陪先生不慣成将“的"分方“描写

性"和“指則性"的。可是我11'1又a:1-理解陪丙浦先生文中的“我イ|、]jさ里来用“指別性、描述性、分笑性"

的命名"的一段玲述呪?筆者主人方.h人“的"的名司値域調布的現点来看，是没有必要特“的"分方“指別

性、描述性、分笑性"的。
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医療における個人情報保護

Protection of Personal Information in Medical Treatment 

亀田彰喜

Akiyoshi KAMEDA 

Abstract 

Our lives have been made convenient by information networks. However， 

instances of unlawful access to databases in businesses and governments 

including local selιgoverning bodies have occurred， resulting in disclosure and 

destruction of personal information. Personal information handled improperly or 

in the hands of malicious people infringes on individual rights and profits. Such 

trouble has arisen also in medical institutions， where patients' personal 

information has been disclosed through information networks. Other losses and 

hardware thefts of notebook PCs have also occurred frequently. 

Information about treatment given to individuals is indispensable for 

research and development in medical science， and medical institutions also 

benefit practically from the availability of such information. The question is how 

to handle patients' personal information from a viewpoint of respecting human 

rights. 

The rights of patients conceming their personal information must be made 

secure. Doctors and sta百alsomust protect the privacy of personal information. 

To this end， measures are called for to establish， maintain and strengthen 

management systems for the secure handling of personal information and 

prevention of disclosure. Policies also need to be in place that address how to deal 

with potential cases of trouble concerτling personal information. The safe and 

secure control of personal information is furthermore critical in deepening a 

relationship of trust between medical staff and patients， and improving the level 

of medical services. 

1 はじめに

情報ネ ットワークの進展によって、私たちの生活は便利になり、企業においても、また政府や地方

自治体においても、情報ネットワークシステムの構築がすすめられてきている。 しかし、現在の情報
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化社会において、社会的な問題が起きてきている。それは、情報ネットワークにおける不正アクセス

によるデータベースの破壊や個人情報の漏えいなどの問題である。特定の個人の情報が漏えいし、そ

れが、悪意を持った者の手に渡ると個人情報が不適正に取り扱われ、個人の権利と利益が侵害される

ことがある。

このような問題は、医療機関でも起こっている。特に最近は医療機関において、情報ネットワーク

を介して、患者の個人情報の流失やノートパソコンの紛失、盗難による個人情報の漏えいが多発して

いる。医療機関の中でも、患者の個人情報の流失は、特に研究を主体とする大学病院で流出する事態

が続出している。個人情報の管理の保護体制を整えるためには、組織や人的な管理体制を整えるだけ

ではなく、情報システム等の技術的な管理体制も必要である。医療における個人情報は、医療技術の

研究のためには欠かせない情報でもあるが、患者個人がその研究の重要性に納得していなければなら

ない。また、医療機関においても、いかにこれらの個人の医療情報を医学の進歩のために役立てるこ

とができるか、また研究開発のために活用できるかが重要ではあるが、患者の個人情報は人権尊重と

いう観点から取扱いには、十分に留意しなければならない。そこで、医療機関における個人情報の取

扱いの実情と管理体制について述べてみる。

2 個人情報の保護と厚生労働省の対応

2005年4月 1日に個人情報保護に関する法律の施行に先駆けて、厚生労働省から 2004年 12月 24

日に「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が公表され、

医療・介護関係事業者に対し個人情報の取扱いに対する指針が示された。

この厚生労働省からのガイドラインは、それぞれ3分野に対して出されている。医療機関と介護関

係事業者に対しては、この「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ラインJ(以下、本ガイドライン)が、健康保険組合に対しては、 2004年 12月 27日に、「健康保険組

合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ ン」が通達され、また 2005年 4月 20日に、

「国民健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインj が掲載された。そし

て、医学研究分野に対しては、 2004年 12月 28日に告示改定した「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関

する倫理指針」、同じく 2004年 12月 28日に「疫学研究に関する倫理指針」、「遺伝子治療臨床研究に

関する指針J、「臨床研究に関する倫理指針jが告示改定され、更に、 2006年 7月 3日に、「ヒト幹細胞

を用いる臨床研究に関する指針j が告示された。

これらの通達や告示に対し、医療機関や医師は、個人情報保護に関する法律が如何なるものか、ま

たどのように具体的に対処すれば良いのか、 戸惑うこともある。個人情報の保護に関する法律の趣旨

は、医療においては、患者の自己情報の権利を保障するものであり、医師をはじめとする医療関係者

に課されている患者に対する守秘義務を遵守するとともに、患者の個人情報の利用目的の明示や、漏

えい防止の安全管理等の管理体制の整備と強化が求められる。また、患者の個人情報におけるトラブ

ルに対する対応策も求められる。

個人情報保護法の全面施行に対して、全ての公的機関や事業者および医療機関においても、個人情

報保護に対する取組みが求められる。特に、最近は個人情報の保存された電子記憶媒体やノートパソ
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コンの盗難や紛失が多く発生しているとともに、ネットワーク上でのファイノレ交換ソフトを介しての

個人情報の漏えいが発生している。医療機関においても個人情報保護法や厚生労働省の本ガイドライ

ンで示された趣旨に基づいて、患者の個人情報の安全管理と適正な利用に関して、管理体制と指針を

設けなければならなし、。従来の紙カルテなどの個人情報の管理からの移行に伴い、特にデジタル電子

情報化された個人情報の安全管理が必要である。それは、医療関係者と患者との信頼関係を深めるた

めにも、また医療サービスの向上を図る上においても個人情報の安全管理は必要である。

すなわち、個人情報保護に関する法律においては、特定の個人を識別可能な'情報については全て保

護しようというものである。現在では、医療においても個人情報の保護に関する環境整備は重大な課

題である。そのため、個人情報の取扱いに対する基本原則を設けて、それの下に業務を遂行すること

としている。個人情報が個人の人格尊重の下で、慎重に取り扱われるべきであるとして、 5つの原則、

すなわち個人情報の利用目的による制限、適正な取得、正確性の確保、安全性の確保、透明性の確保

に則して機関、法人、団体および個人において個人情報保護のために、適正な取扱いをすべきである

ことを規定している1)。

特に医療機関においては個人情報保護の観点から、人格尊重の下で慎重な取扱いが求められる。個

人情報のファイルの保有に関しては、掌握事務の遂行に必要な場合に限り、その目的に必要な範囲で

業務を遂行し、個人情報の漏えいなどがないように安全確保の措置をとる必要がある九

最近、個人情報の保護に関する法律が完全施行されて以降、個人情報に対する意識が過剰になったよ

うである。今まで発行していた会員名簿の発行を取り止めたり、医療関係においては、患者の呼び出し

ゃ家族や親類などからの安否の問い合わせなどにも、個人情報の保護を理由に拒否する事態もみられる

ようになってきた。今後、個人情報に対する意識過剰は、社会活動や経済活動にも影響をもたらしかね

ないかもしれない。このことが、個人情報保護に対する今後の検討課題と言える。

3 医療機関における個人情報の流失および紛失等

医療分野においては、大学病院等における患者情報の流出の事例が多く見られる。そしてまた、医

療においては、学術・研究においては個人情報保護法や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律の適用が除外されている。しかし、その代わり倫理指針が所管省庁から示されるとともに、

倫理審査委員会による承認が求められる。しかし、現実には、患者の個人情報の流失は研究を主体と

する大学病院で流出する事態が続出しているのが実情である。

大学病院からの患者の個人情報流失事件の事例としては、 2007年 1月 18日に A大学医学部付属病院

において、医師が個人で使用していたパソコンから、約 150人分の患者の個人情報が、ファイル交換

ソフトによって、インターネット上に患者の氏名、生年月日、病状や治療の経過等が流失した。

また、 2007年 2月 13日には B大学医学部の学生のパソコンから、やはりファイル交換ソフトを介し

て、患者の 69人分の個人情報、氏名、生年月日、病歴等がネット上に流れた。

さらに、 2007年 2月 21日には、 C大学医学部付属病院で同病院内の更衣室で、患者の個人情報 2024

人分が記録された USBフラッ、ンュメモリを紛失した。やはり、このメモリには患者の氏名、年齢、病

名等が記録されていた。これらの大学病院における患者の個人情報の流失および紛失においては、い
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ずれもデータに対する匿名化が施されていなかった。

このように、医療における個人情報は個人の人権性の高い情報でもあるため、流失して二次被害が

発生して被害者から損害賠償が求められこともあり得る。医療における個人情報は、他の業種に比べ

人権に係わる情報でもあることを十分に認識しておかなければならない。

また、患者の個人情報のネット上への流失以外に、医師のノートパソコンの紛失も続出している。

2007年 8月 1日に D大学病院で同大学病院の医師が患者の個人情報 417人分の氏名、年齢、病名等の

記録された医師個人のパソコンを紛失した。医師は学会発表のために 417名の患者のデータをパソコ

ンに保存していた。他の病院で非常勤の勤務終了後、同大学病院へ車で移動する際に、パソコンを紛

失した。同大学病院では院外に患者のデータを持ち出す場合は、匿名化を指導していたが、この件で

は匿名化はされていなかった。

2007年 8月 27日に、 E大学医学部付属病院で大学院の元研修医が患者の個人情報 85人分を記憶し

たノートパソコンを電車内で鞄に入れたまま置き忘れて紛失した。そのパソコンには、患者の氏名、

生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、病名、診療経過が保存されていたが、 一応、このパソコン

にはパスワードが設定されていて、容易にはファイルを開くことができないようにはなっていた。

最近では、患者のデータが保存されているパソコンには患者の匿名化とパスワードの設定の指導を

推し進めている。医療における個人情報の特徴は、 一つには、紛失したパソコンが個人所有のノート

パソコンである点で、患者のデータの保存された自分のノートパソコンを、診療にあたって複数の医

療機関の聞を持ち歩いている点である。二つめには、多くの医療機関では医療情報システムが、非常

勤務医に対して、情報システムにおいてあまり配慮、されておらず、さらに医療機関によって患者の個

人情報の管理体制がまちまちである場合が多く、例えばカルテが電子化されている病院もあれば、さ

れていない病院もある。

大学病院の医師にとっては、ノートパソコンに診療に関するデータを保存し、各医療機関聞を移動

し、移動中にデータの処理作業や仕事および研究をするには、ノートパソコンは確かに便利なツール

である。しかし、ノートパソコンには、重要な愚者の個人情報が詰まっていることから、情報漏えい

の点から見れば危険性の高いツールであることから、取り扱いにおいては、慎重さが求められる。

ノートパソコンだけではなく、 2007年 8月 23日に F医科大学付属病院の研修医が、自宅で医療の症

例の資料を整理作成するため、患者の個人情報を記憶した USBフラッシュメモリを鞄にいれて持ち出

し、レストランで、盗難に遭った。

また、 2007年 8月 10日の朝、国立がんセンターで出勤してきた職員が机上にワイヤーで固定してあ

ったノートパソコン l台が盗難にあっているのを見つけた。盗まれたそのノートパソコンには、がん

患者 1542件のデータとして、氏名、性別、生年月日、検診および手術の所見等が保存されていた。一

応、盗まれたノートパソコンには、パスワードの設定はされていた。

医療機関における個人情報の流失を完全になくすことは困難であるが、個人情報の流失に対する安

全対策を講じなければ、患者からの信頼を失し、かねなし、。医療における個人情報の流失は単に一個人

の責任だけではなく、チーム医療の観点から対処する必要がある。

このような医療における個人情報の流失やノートパソコンの紛失・盗難にたいして、 2007年 8月 30
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日に独立行政法人の情報処理推進機構セキュリティセンター(IPA/ISEC) は個人情報が漏えいした時

の対応策を公示している。個人情報の流失やパソコンの紛失・盗難の場合の対応策として、発見およ

び報告、初動対応、調査、通知・報告 ・公表等、抑制措置と復旧、事後対応の 6つの個人情報漏えい

事後対策を示している。

具体的には、 まず紛失・盗難にあった場合は、本人の事件の発見と報告が求められる。そして、紛

失・盗難を確認後、個人情報の内容と量、そしてアクセスの制限の有無や暗号化についても確認する。

また、ネットワーク上での個人情報の流失の場合は、パスワードの変更やアカウントの停止等の初動

処置をとることが必要である。個人情報の漏えいに関しては、特に事件後の初動処置の対応が重要で

ある。

医療における個人情報保護における管理対策として、まず、院内の事故の発生場所、発生時間、事

故の内容、例えば、個人情報の流失なのか、個人情報の保存されたパソコンの盗難なのか、そして、

セキュリティ対策がパソコンに施されていたのか等の確認と、施設の管理体制の見直しゃ防犯体制の

強化が求められる。パソコンの盗難による個人情報の流失は、何も医療機関だけの問題だけでなく、

多くの事業所や職場でも起こり得る事である。個人情報の管理責任者が普段から、情報管理の留意を

強く指導していても、あながち、徐々にマンネリ化、形骸化しがちであるが、 一旦、外部に個人情報

の流失事件やパソコン等の盗難事件がおきてから慌てても手遅れであるので、職員相互の啓発が必要

である。

4 個人情報保護法に対する医療機関の対応

2005年 4月 1日から個人情報保護法が施行され、同法には 5，000件以下の個人情報を保管する事業

者に対して、適用除外と明記されているが、医療機関にあってはほとんどの医療機関は同法の適用を

受ける。それは、厚生労働省が通達したこの[医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイドライン」には、医療機関にあっては、 5，000件以下であっても本ガイドラインを遵守

することを求めている。そして、医療における個人情報とは、診療録(カルテ)、処方筆、手術記録、

看護記録、紹介状等を含め、患者個人を識別できるもの全てをさしており、 1人の個人情報を 1件と

カウントされるとしている。

そして、厚生労働省は医療機関にあっては医療機関の対応として、個人情報保護法、本ガイドライ

ンや診療情報の提供に関する指針の内容に沿って、個人情報保護に関する「宣言」や「規則」を定め、

その「宣言」や「規則の概要」を院内に掲示し、患者本人から診療録等の開示要求があった場合は、

厚生労働省が制定した診療情報の提供等に関する指針に従って対応することを指示している。

厚生労働省は医療機関が掲示する「個人情報保護に関する宣言Jには、個人の人格尊重の理念の下

に個人情報を取扱うことと、本ガイドラインを遵守することを明記し、「個人情報取扱い規則」を策定

し、その概要を院内に掲示することを求めている。

「個人情報取扱い規則」には、下記の内容を含まなければならないが、各医療機関の実情に応じて

取捨選択しても良いとしている。
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-通常、必要と考えられる個人情報の利用範囲

.個人情報に係る安全管理措置の概要

-本人等からの開示等の手続き

-第三者提供の取扱い

・苦情への対応

更に、個人情報保護に関する安全管理措置として、

-個人情報保護に関する「苦情への対応を行う体制j を定める。

-個人情報保護管理者を定める(病院等では、個人情報保護推進委員会等を設置)。

亀田彰喜

-雇用契約や就業規則を整備し、個人情報保護に関する規定を整備する(離職後も守秘義務を課す)。

・アルバイトや派遣労働者も含め、職員への教育および研修を行う。

-個人情報の流失や盗難の予防対策など、個人情報保管物の安全管理措置を講ずる 0

.個人情報保管物に IDやパスワードによる認証などの技術措置を講ずる。

-本人の照会に対応できるような検索可能な個人情報の保管。

・不要な個人情報の廃棄と消去に際し、復元不可能な形での廃棄を行う。

-業務委託している場合、委託先に個人情報保護に関する安全管理措置も委託契約に入れる。

また、医療機関における個人情報の第三者への情報提供に関しては、患者の個人情報を提供する場

合は、原則として本人の同意を得なければならない。しかし、本人の同意を必要とする場合と、本人

の同意を得ずとも個人情報を提供できる場合とがある。下記に示してみる。

個人情報を本人の同意なくして提供してはならない場合として、法令で本人の同意が不要とされて

いる民間保険会社、職場、学校、家族などからの健康状態や既往症、職場復帰の見込みなどの照会な

ど以外については、本人の同意を得る必要がある。なお、医療機関内で掲示で示した範囲内で特段の

申し出がなければ、本人の同意があったものとしている。

本人の同意を得ずに個人情報を提供できる場合としては、薬剤師からの医師へ処方筆の確認や照会、

健康保険法や薬剤師法に基づくもの、医療法に基づく立入検査、介護保険の立入検査、介護保険の指

定基準や特養ホームの基準に基づくもの、訪問看護ステーションへの指示書やケアマネージャーとの

連絡などに関しては、本人の同意なくとも情報を提供できるとしている。このように上記のものは同

意を得る必要はないものの、法令に基づく場合であっても利用目的以外の目的で個人情報を取扱う場

合は、法令の趣旨を踏まえ、その取扱う範囲を必要な範囲内に限定することが求められる。

また、遺族への情報の提供などの対応については、患者の遺族からの診療記録の開示要求に対して

は、 「診療情報の提供に関する指針」に基づいて対応しなければならない。更に、個人情報の利用範囲

に関しては、利用範囲を院内掲示している場合において、患者から特別の申し出がない限り、同意が

得られたものと判断でき得る。院内掲示にない利用範囲においては、本人の同意を求める必要がある。
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5 個人情報保護の対応と日常診療

日常診療において、個人情報の保護における留意点としては、医療機関内での受付などでの患者の

呼び出しゃ、病室の名札の提示は、患者の取り違え防止のために常に留意する必要がある。

医療機関における診療情報とは、診療の際に作成される個人情報で、診療記録として作成されるカ

ルテ a情報である。すべての診療情報が記録されるわけではなく、例えば、紹介状などは診療情報提供

書に記録される場合もある。医療機関で取扱われる個人情報は、下記のものがあげられる。

-愚者基本情報として、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号など基本情報以外に、連絡先、勤務

先、世帯状況なども含まれる場合がある。

・健康保険・福祉情報としては、健康保険情報、公費医療情報、障害者手帳情報など

・診療管理情報として、受診診療科情報、適用保険情報、受診日、入退院日など

・医学的背景情報として、出生時情報、予防接種歴、既往歴、輸血歴、アレルギー情報、家族既往歴

など

・診療記録情報として、問診記録、現病歴、身体所見、経過記録など

・指示記録情報として、検査および結果、処方記録、手術記録、処置記録など

上記の日常診療の情報の他に、診療・手術時における同意情報や死亡記録情報などもあるが、さら

に看護記録などの情報も医療に関する情報として取り扱われる 3)。特に、医療機関においても最近は医

療情報システムの導入が進み、電子カルテとして管理され、診療記録の効率化を進めている。このよ

うにカルテの電子化は、従来の紙カルテの保管庫のスペースを縮小し、同時に複数の職員が院内ネッ

トワークにアクセスし、医療情報や診療記録の閲覧を可能にしている。場合によっては、愚者が自ら

のカルテの閲覧も可能である。電子カルテの導入により、紙カルテでは困難であった医療情報として

の診療記録に、レントゲン写真や動画の診療記録もマルチメディア医療情報として記録可能である。

このように診療記録を電子化することによって、情報の共有化が可能になる。そして、このカルテの

電子化以外にも医療機関においては、医療情報システムとして、診療記録管理システム、診療計画支

援システム、オーダーエントリシステム、医事会計システムなどを構築してきている九

このように、医療情報の電子化が進み、日常診療にも情報システムが導入される中で、この 「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」は「個人情報の保護に関す

る法律」に基づき、対象となる病院、診療所、および介護保険法に規定するサービス事業者等が個人

情報の適正に取り扱うためのガイドラインとして定められた。本ガイドライ ンの基本的な考え方とし

て、医療機関において個人情報の性質や利用方法において、適切かつ厳正な取扱いが求められる。ま

た、介護の分野においても介護事業者においては、多くの利用者とその家族に関する個人情報を知り

得る立場にあることから、医療分野と同様に個人情報の適正な取扱いが求められる。このようなこと

から、本ガイドラインでは個人情報保護法の趣旨を踏まえて、医療および介護関係事業者における個

人情報の適正な取扱いが確保できるように、具体的な取り組むべき事項を示している。また、本ガイ

ドラインが対象とする個人情報は、生存する個人に関する情報である。そして、医療・介護関係事業
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者が保存している生存者における個人情報は本ガイドラインの医療・介護の情報の対象であり、さら

に、診療録の形態で保存されていない個人情報も本ガイドラインの対象となる。

そして、本ガイドラインにおいては、患者や利用者の死亡後であっても、医療 ・介護関係事業者が

患者や利用者の情報を保存している場合は、漏えい、滅失および棄損の防止のための安全管理措置を

講じることが求められる 九

このようなことから、組織的安全管理体制が必要である。患者の個人情報に対する組織的安全管理

においては管理に対して従業員の責任と権限を明確にし、手順書を作成し、安全管理の実施状況を確

認しておく。組織的安全管理においては、まず個人情報保護に関する方針、組織体制の整備、個人情

報取扱い手順書の整備、組織的安全管理の評価、見直しゃ改善と漏洩事件に対する対処等に取り組ん

でおく。まず、組織内における個人情報の管理について役割を分担し、責任も明確にしておき、安全

管理のための組織体制を整えなければならない。また、個人情報を扱う情報システムについて運用の

責任者も設置する必要がある。さらに、個人情報保護の実現のために規程を置いて、そのためのマニ

ュアノレも整えておかねばならない。

日常診療において、医療機関内の個人情報管理者を設置し、規程を定めるとともに組織体制を整え

て、安全管理に対して技術的な措置を施すとともに、従事者に対する教育および研修が必要である。

教育および研修は従事者と正規の職員だけでなく嘱託職員、契約職員、派遣職員を含む職員に対して

も必要である。個人情報の漏洩事件が委託先の従事者による流出や取扱いのミスによって起こってい

ることもあるので管理体制が必要である。また、技術的な安全管理体制も必要である。技術的安全体

制とは、個人情報の漏洩や消滅および棄損の防止のために個人情報を取扱う情報システムに対し、個

人情報への不正アクセスの制御、個人情報の暗号化、個人情報を取扱う情報システムに対する管理体

制である 6)。

6 医療機関における個人情報の安全管理の対策

医療機関における個人情報の安全管理としては、院内における情報ネットワークシステムへのアク

セス権を限定することが必要である。職員のユーザーID、パスワー ドや、アクセスログを記録してお

き、不正アクセスに対する適切な管理体制が求められる。収集したアクセスログを定期的にチェック

し不正アクセスに対して、管理体制を強化し、アクセス制限、削除、などの対策が必要となる。また、

コンピューターウイノレスに対する保護対策も求められる。さらに、医療機関における管理者は個人情

報に対する施策が適切に実施されるように、職員の採用に当たっては、雇用および契約時に個人情報

保護に対する守秘に関する指導を行うとともに、定期的な個人情報保護に関する教育も行う。また、

退職後の元職員に対しても、個人情報保護の規定を定めておくことも必要である 7)。

個人情報の管理の保護体制を整えるためには、組織や人的な管理体制を整えるだけではなく、情報

システム等の技術的な管理体制も不可欠である。医療機関内で規定を定めても、完全に管理すること

は困難である。最近、医療機関におけるネットワークを介しての患者の個人情報の流失やノートパソ

コンの紛失、盗難による個人情報の漏えいが多発している。ノートパソコンのパスワードの設定やフ

ァイノレ交換ソフトやウィルス対策および、ファイアウオールによるネットワークのセキュリティ体制
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を整えることが重要である。医療機関内において、端末からのネットワークやサーバーへのアクセス

による患者の個人情報の取扱いに対する運用管理規定を作成し、医療機関内での医療情報システムの

管理責任も明確化して置くとことも需要であるぺ

医療における個人情報は医療技術の研究のためには欠かせない情報でもある。患者個人がその重要

性に納得し、医療機関もし、かにこれらの医療情報を進歩のために役立てることができるか、研究開発

のために活用できるかが重要だが、患者の個人情報は人権尊重という観点から取扱いに十分留意しな

ければならない。益々、専門分化の進む医療技術と体制の中で、患者の個人情報の活用も不可欠であ

る。しかし、これからの医療現場においては、従来からの医療現場の個人情報に対する意識から脱却

し、医療従事者の患者の個人情報に対する守秘義務等の意識を高める必要がある 9)。

医療機関においては個人情報保護の施策における責務を有するが、その方策としては組織内で統括

する個人情報管理責任者を選定し、各部署においては個人情報保護対策の担当者を選任する。個人情

報が管理体制の中でどのように流れているか、すなわち、個人情報の組織内での管理、利用、提供、

廃棄がどのように行われているのかを把握した上で具体的な対策をとる。そして、個人情報保護に対

する方針を定める。その方針としては、取得した個人情報の利用目的に関する方針、個人情報の管理

において開示の求め等に対する方針、安全管理措置に対する方針等を決めておく。個人情報を直接、

取扱う担当者に対する取扱いマニュアルの作成、又運営面での監査が求められる。実際に大事なのは、

医療従事者に対する個人情報保護に対する教育である。現実では、内部関係者による個人情報の漏洩

事件が多々あるからである 10)。

個人情報保護に関しては、特定の個人を識別可能な情報については全て保護しようというものであ

るが、そのため、医療機関において、個人情報の取扱いに対する基本原則を設けて、個人情報が個人

の人格尊重の下で、慎重に取り扱われなければならない。そして、その下に医療を遂行しなければな

らない。個人情報の利用目的の制限、適正な取得、安全性のもとに個人情報保護のために、適正な取

扱いをすべきである 11)。

個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護法の罰則によって、医療機関は厚生労働大臣から求

められた報告や命令に従わなかった場合に処罰されるが、個人情報保護法やガイドラインに反しただ

けで直ちに処罰されることはない。しかし、個人情報保護法やガイドラインに反して、患者の名誉や

プライパシーを侵害した場合は、民事的な損害賠償責任を負うことがあり、社会的評価も下がる。

7 おわりに

医療機関において、最近はネットワーク上でのファイル交換ソフトを介しての個人情報の漏えいや、

個人情報の保存された電子記憶媒体やノートパソコンの盗難や紛失が多く発生している。企業や行政

だけでなく、医療機関においてもこのような事件は社会問題となりつつある。そのため、個人情報保

護法や厚生労働省のガイドラインで示された趣旨に基づいて、医療機関においても患者の個人情報の

安全管理と適正な利用に関して、管理体制と指針を設けなければならない。特に、紙からデジタル化

されたカルテなどの個人情報の安全管理体制が求められる。それは、医療関係者と患者との信頼関係

を深めるためにも、また医療サービスの向上を図る上においても個人情報の安全管理は重要である。
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最近、社会では個人情報の保護に関する法律が完全施行されて以降、個人情報に対する意識が過剰

になったと言われているが、もし医療や福祉関係で蓄積された個人情報が、当事者の意思とは無関係

に売買され利用され、悪用された場合、個人の名誉や人権の侵害になることもある。

医療においては、患者の自己情報の権利を保障しなければならないし、医師をはじめとする医療関

係者に課されている患者に対する守秘義務を遵守しなければならない。患者の個人情報の取扱いと、

漏えい防止の安全管理体制の整備と強化が求められる。また、患者の個人情報におけるトラブルに対

する対応策も求められる。

パソコンの盗難による個人情報の流失は、何も医療機関だけの問題だけでなく、多くの事業所や職

場でも起こり得る事であるが、個人情報の管理責任者が普段から、情報管理の留意を強く指導してい

ても、徐々にマンネリ化、形骸化しがちになる。しかし、一旦外部に患者の個人情報の流失した場合、

後から慌てても手遅れであるので、日常診療において職員相Eの啓発が必要である。
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信号比を用いたブラインド画像分離法の拡張

An Improvement of the Method of Blind Image Separation Based on 

Signal Ratio 

但吉正英* 宮城茂幸 谷口義治*

Masahide TAJIYOSHI Shigeyuki MIYAGI Yoshiharu TANIGUCHI 

Abstract 

A method of blind image separation based on the signal ratio of observed images 

(SR method) was proposed by Diamantaras and Papadimitriou. The SR method 

does not require so complex numerical algorithms for the blind separation in 

contrast with techniques using independent component analysis. However， the 

SR method can be only applied to images which consist of linear mixtures of 

two source images. In this paper， we extend the SR method and show that the 

extended method can be applied to images which consist of linear mixtures of 

three source images. Since our simple extension may not often achieve a high 

performance in image separation， we propose a new modified algorithm by con-

sidering errors in estimating the mixture matrix. In some experiments， we apply 

the proposed algorithm to some mixture images with known properties and show 

that source images can be retrieved successfully. 

1 はじめに

ガラスや水といった透過物質の表面を撮影した際に，表面反射による画像が重なって撮影されることがあ

る.このような映り込み画像を除去する問題はブラインド信号分離の 1つの応用問題で、ある.例えばFarid

らは独立成分分析を，固定位置から撮影された偏光が異なる 2つの画像に対し適用し反射画像を自動的に

除去する方法を提案している[1]. 

このように独立成分分析(ICA)はプラインド信号分離，分解といった問題に対し強力な方法の 1つであ

る.これまで独立成分分析のアルゴリズムとして Comon法 [2]，Infomax法 [3]，最尤推定法など多数のア

ルゴリズム [4]が提案されてきた.これらの手法はいずれも汎用性があり n個の原信号が混合している場

合にも適用可能である.その一方で，実際の問題に適用する場合，アルゴリズムを解くための勾配アルゴリ

市滋賀県立大学工学部

147-



2 但吉正英 宮城茂幸 谷口義治

ズムや fasuCA[4]といった逐次的な数値解法も同時に検討する必要がある.

最近， ICAとは全く独立に，複雑な数値解法を必要としない反射画像分離のアルゴリズムが提案された

(以後 SR法と呼ぶ)[5]. SR法では，観測画像信号の比の最大値，最小値を探索することにより，混合行列

の要素を推定し，原画像信号を求めることができる.ただし，画像信号の重畳のみを扱っていると仮定し，

以下の条件を課している.

1.原信号は非負である.

2.原信号は 2個である.

画像信号の場合，個々の画素は非負の整数で表されることが多いことからの条件は妥当な仮定である.

単純な表面反射の場合， 2は妥当な仮定であるが，多重反射といった問題で、は必ず、しも有効な仮定ではない.

そこで，本論文では SR法を拡張し 3つの画像信号が混合している場合に適用できるよう修正を行った.

さらに推定誤差が含まれている場合に分離性能を向上させるための手法について提案する.また [5]で用い

られたアルゴリズムの導出方法とは異なり，数学的により明快な方法により提案アルゴリズムの導出を行

う.提案された手法を，既知の混合行列により生成された 3つの混合画像に適用し，画像分離実験を行い，

提案手法の有効性を示す.

2 信号比によるブラインド画像分離

以下の議論で必要となる補題を述べる.

補題 1p;(i=1，2，...，n)は実数であり，P1 < P2 < . . . < Pnなる関係があると仮定する.x;(i=1，2，...，η) 

は非負の実数であるとき

P1X1 + P2X2 + . . . + PnXn 
T=  

X1 +X2 +... + Xn 

の最小値は P1であり，最大値は Pnである.

[証明]T -P1はT- P1 = L~=2(Pi -P1)xd L~=l Xiとなり，仮定より T- P1三Oとなる.X1ヂ0，X2= 

X3 =... = Xn = 0のとき等号が成立する.逆に X1ヂ0，X2 = X3 = . . . = Xn = 0のとき T=P1となり，仮

定より最小値を取ることがわかる.同様に Pn-Tを考えると最大値は Pnであることがわかる. (証明終)

2.1 2つの混合画像からの分離

Diarnantarasらにより提案された手法 [5]をまとめておく. [5]における導出法とは異なり，上述の補題を

用いて導出を行うことにより，簡単にまとめることができる.

サイズMxNの2つの観測画像の画素を辞書順に並べ，それらをそれぞれY1(た)， Y2(k)(k = 0，1，.一 ，Mx

N -1)で表す.Y1(k)， Y2(k)として画像信号を想定しているので，通常 Y1(k)，Y2(k)三Oと仮定してよい.

このとき Y1(k)，Y2(k)の生成モデルとして 2つの原画像 81(k)， 82(k)三Oの線形混合，すなわち
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を仮定する.また混合行列並2の要素に対し， α11，a12主Oと仮定する.また行列宙2が逆行列をもっ条件

として α11α22 α12α21 i= 0であるとする.Xj(k)三α1j8 j (k) (j = 1， 2)と定義すると (1)は
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と書き直される.ここで観測画像の比 ry(k)三Y2(k)/Y1(k)を定義すると (2)より

b1X1(k) + b2X2(k) 
T官(k)= 

x1(k) + x2(k) 
(4) 

と表される.必要ならば添字を付け替えてもよいので，b1 < b2としても一般性は失われない.x1(k) i= 0， 

x2(k) = 0となる kが存在すると仮定し， (4)に補題を適用すると

bl=IIlin{Tu(k)}， b2=ヘ位{ry(k)}

となり，宣告が決定できる.tpiの逆行列を観測画像に適用すると xdk)，x2(k)が得られ，原画像のスケー

ル倍された画像が得られたことになる.また導出過程より，信号 X1，X2の位置の不定性があることは明ら

かである.これらの性質は独立成分分析の場合と同様である.

3 3つの混合画像からの分離

文献 [5]では 3つ以上の混合画像からの分離については触れられていない.ここでは上述の信号比を用い

た分離手法が， 3つの混合信号に対しても拡張できることを示す.

なお以下では画素の位置を示す添字 (k)は，特に必要でない限り，省略して記述をする.

3.1 問題設定

3つの元画像をそれぞれ 81，82，83三0，観測画像を Y1，Y2，泊三 Oと書き， (1)と同様な線形混合モデ、ルを

仮定する.
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ここで αり>0 (i = 1，2，3， j = 1，2，3)， det[並3]手Oとする.町三 α1j8j(j = 1，2，3)とおくと，
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となる.
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3.2 4パラメータの決定

w~ において未知ノ号ラメータは 6 個存在するが，これらを同時に求めることはできない.そこで， bj， Cjそ

れぞれの最大値と最小値の4つのパラメ←タをまず決定しよう.必要ならば添字をつけかえることができる

ので， b1 < b2 < b3と仮定しても一般性は失われない.YlとY2の信号比T百21 をrY21
三 Y2/Ylと定義すると，

b1Xl十 b2X2+ b3X3 

Xl + X2 + X3 
(8) rY21 

となる.(8)に補題を適用すると

bl=Hlin{TuJ，b3=mp{TuJ (9) 

が得られる.同様に Ylとめの信号比 rY31
をT官31== Y3/Ylと定義すると，

rY31 

CIXl十 C2X2+ C3X3 

Xl + X2 + X3 
(10) 

となる. Cl， C2， C3についての大小関係は不明なので，らくら <ew(u，v，ωε{1，2， 3}， u =1= v =1-ω)と仮定

し補題を適用すると

cu=IIIin{TvJ，CUJ=mp{TuJ 、‘.，
J

t
i
 

噌

E
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が得られる.添字 u，v，ωの決定方法は 3.3節で述べる.

この時点で b1，b3， Cu， Cwが得られたことになるので，これらを用い新たに以下の信号を定義しておく.

吋

E『
tBE'B12EIE」
「

III-Efati---4

可

BEZEl-EltBEtJ

1

h

I

F

W

1

ら

1
1
1」

I
h
-
-
1
1
4
1

ら

1

九

州

出

的

f
i
l
-
-
L

仇

加

「

|

l

i

r

i

-

-

L

r
i
l
l
-
L

一一一

r
i
l
l
-
L

一一一

一一
一

1
1
1
1
1
1
1
4

「I
l
l
i
-
-」
可
1
1
1
1
1
1」
「

ZI
B
E
l
-
-」
可

B
I
l
l
-
-」

B

D

B

D

F

H

F

H

F

H

 

や」
B

A

C

A

C

E

G

E

G

た

E

G

r
i
l
l
-
-
L
F
I
l
l
-
L
r
i
l
l
-
-
L

「
l
i
l
-
-
L

ま

f
l
i
-
-
L

一

一

一

一

一

一

-taBElli--EEEd

可

EEtEE'BEEEEa」

官

A

q

L

q

o

a

n

宝

z

z

z

z

 

「

tBEEt--t''''IL

「
『

111111Epit--L

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(12)と(14)に(6)を代入し，整理すると

吋

EEEE'lISBIB」
「
islhEggE'atJ

唱
A

q
e

守
J

V

A

U

Z

z

z

z

z

 

rEBEES-BEEBL
「

EEEBEE-EEEEL

[町+(川B)Z2|
(C + b2D)X2 + X3 I 

r(E+cF)Z l 
(G + evH)Xll + X山|

(17) 

(18) 
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「
』

'
'
E
E
E
E
E
E
E
E
E
'
E

，J

q

d

A

官

z

z

 

r
l
i
t
E
E
'
S
E
E
S
-
1
L
 

または

~ [ 九い川十刊山(

(G十 C白vH)μZり +Xu I 
(19) 

となる. (17)， (18)， (19)を導出する際に，定義 (13)と(15)あるいは (16)から得られる以下の性質を用い

ている.

A + b1B = 1 C + b1D = 0 E + euF = 1 or 0 G十 cuH= 0 or 1 

A + b3B = 0 C + b3D = 1 E十 ewF= 0 or 1 G + cwH = 1 or 0 
(20) 

また A+ b2B = (b3 - b2)/(b3 - b1)なので仮定より

0< A + b2B < 1 (21) 

である.同様に

0< C + b2D < 1 (22) 

(23) 0< E + cvF < 1 0 < G + evH < 1 

が成り立つ. (18)および (19)はb2および Cvを決める際に使い分けをする必要があるが，これについては

後述する.

3.3 添え字民肌ωの決定

(17)と(18)を用いて以下の信号比を考える.

rZijY三ヰ24ε {1，2}jε{3，4} 
ν1 

例として， i = 1， j = 3のとき (24)は具体的に

(24) 

r~._.. = ~1 + (A + b2B)X2 + Xu十 (E+ cvF)xv 
Z13Y 

Xl十 X2+X3 
(25) 

と書ける.もし u=lならば

T2Xl十 (A+ b2B)X2 + (E + evF)xv 
Z13Y 

Xl + X2 + X3 

となるので，性質 (21)，(23)を用いると添字 Uに関わらず補題より maxdrZ13Y}= 2となる.一方 u=J=.l

の場合，同様に性質 (21)，(23)を考慮すると vにかかわらず maxdrz13y}< 2である. したがって

噌

t
ム

噌

S
A

=

4

T

 

u

u

 

ワ
h
H
q
a

=

<

 

J
E
E
s
f
E
E
E

、

、ss'U
8
 

3
 

Z
 

T
 

F
J
B
t
 

位

km
 

(26) 

同様に

ーi

唱

i

=

4

f

 

ω

ω

 

n

L

q

L

 

=

<

 

r
E
E
J

、S
E
Z

、

、
弘
E
J

別
34

 
Z
 

T
 

F
J

，、
低・

k
m
 

(27) 
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2

2

2

2

 

=

<

=

<

 

/
'
E
p
t
E
E
E
、
〆
E
E
F

、EE
E
‘、

、‘r
J

、Er
J

"

M

V

"
。

'

J

v

d

鳴

門

4

n

，

a

z

z

 

T

T

 

F
J
B

、

r
J

、，、

出
-t

出

k

m

l

m

j

 

u=3 
(28) 

u:f:3 

ω=3 
(29) 

ω:f:3 

である.Tz刊の最大値が2に等しいか，あるいは 2よりも小さいかをそれぞれ判定し，それらの結果を組

み合わせることにより添字を決定することができる.組み合わせの種類については表 1に示す.

表 1:添字 (u，v，ω)の決定

(29) = 2 (29) < 2 (28) = 2 (28) < 2 

ド |(123) (1，3，2) (27) = 2 (3，2，1) (2，3，1) 

(26) < 2 I (2，1，3) N.A. (27) < 2 (3，1，2) N.A. 

3.4 2パラメータの決定

節 3.2および3.3から 4つのパラメータを求めることができた.これらの 4つのパラメータを用いて，残

りの 2つのパラメータを求める方法を述べる.ただし C3については添字の組み合わせが 6通りあるので，

以下ではそれぞれの場合に分けて順次述べる.

3.4.1 v = 1の場合

まず，添字の組み合わせが (u，v，ω) = (2，1，3)の場合を考える.このとき b1，b3， C2， C3がすでに求められ

ていることになるので，未知パラメータは b2，Clである.このとき (18)は

[:l=[::::;;:::::l (30) 

となる.信号 ZlとZ3の比 TZ31 をTZ31
三 Z3/Z1と定義すると， (17)と(30)から

T~_. = iE + c1F)Xl + X2 
z31 - Xl + (A + b2B)X2 

となる. ここで X~ = (A + b2B)X2とおくと

一(E+ c1F)Xl十耳bz;
Tι ー

Xl +x2 
(31) 

と書き直すことができる.性質 (21)，(23)に注意し，補題を (31)に適用すると

E+C1F=qn{TzJ， 一」一=m.ax{Tz31} A + b
2
B --k--v N31 

が得られる.上式より

b
2 =対話;プ Cl = 

IIiin{TzJ-E 

F 
(32) 
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である.A，B，E，Fはb1，b3， C2， C3により定義されているので既知である.従って b2，Clが決まる.

添字の組み合わせが (u，v，ω)= (3，1，2)の場合は Z3の定義として (19)を，E，Fの定義として (16)を採

用すると (32)により b2，Clが決定できる.

3.4.2 v = 2の場合

まず，添字の組み合わせが (u，v，ω)=(1，2，3)のときを考える.このとき b1，b3， Cl，匂がすでに求められ

ていることになり，未知パラメータは b2，C2である.

(18)は
「
E
E
I
'
a
E
E
E

，，」

内，
a

q

d

z

z

 

m
り
+

内
4

内，
a

c

z

 

M
m
 

'

ι

ι

η

4

 

f

t

γ

C

 

+

+

 

l

G

 

Z

/

l

 

r
E
E
E
E
E
E
E
E
'
E
'
t」

一一

を

『，，，，
a
'
'
E
I
I
I
-
J

2
 

3

4

4

 

z

z

九

「
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
t
I
L

ム』
-
3
 

Z
 

T
 

て、hv用をq
d
 

q
d
 

L』、lJ
吋
4
・

1
i
 

，，，
E

且‘‘、ヲ。よ
半
JL」

(33) 

r._. Z~/Zl = Xl + (E + C2F)X2 
ー '一-

Z31 ー吋/叫 Xl+ (A + b2B)X2 

r.oo zJ./z?一 (G+匂 H)X2十 X3ー ' ー '0

Z42 一叫/刊 一 (C+ b2D)X2十 X3

(34) 

(35) 

と定義し，補題を適用すると，

E+C2F (A+b2B)>(E十 C2F)

A+b2B 
ffi!1X{rZ31} (A + b2B) < (E + C2F) 

k 

G+C2H (C + b2D) > (G + c2H) 

C+b2D m眠 {rZ叫} (C + b2D) < (G + C2H) 
k 

(36) 

(37) 

が得られる.ここで (36)の場合分けを行うために Zl- Z3を計算する.(17)と(33)より Zl- Z3 > 0のとき

(A + b2B) > (E十 C2F)を， Zl - Z3 < 0のとき (A+ b2B) < (E + C2F)を意味することがわかる.これに

より r
Z31

の最大値あるいは最小値のどちらを採用すればよいか判定できる.同様に，(37)の場合分けを行

うためには Z2-Z4を計算すればよい.以上の手続きにより (E+ C2F)j(A + b2B)， (G + c2H)j(C + b2D) 

の値が信号比から得られたことになるので，これらを連立させて解くと C2，b2が得られる.

添字の組み合わせが (u，v，ω) = (3，2，1)の場合は，Z3， Z4の定義として (19)を，E，F，G，Hの定義とし

て (16)を採用すると上述の方法をそのまま適用でき C2，b2を求めることができる.

3.4.3 v = 3の場合

添字の組み合わせはい，V，ω)ニ (1，3，2)，(2， 3，1)の2通りある rZ42 を用い，3.4.1節で述べた方法と同

様に考えると，未知パラメータ b2，匂は，

b2 =刊誌}-c) G
 

、te
JM

一H

T

一

n
-

m
k
一一一q

d
 c

 

により求めることができる.
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3.4.4 分離実験

ここまで述べた方法に基づいて， 3つの画像が混合する画像から原画像を推定する実験を行った.

ディジタルカメラを用いてサイズ 800x 600の自然画像を撮影した.それらを図 l(a)，(b)， (c)に示す.

表 2に示す値を用いて 3つの混合画像，図 l(d)，(e)ベf)を作成した.上述の方法をこれらの画像に対して

適用し，得られた推定値を表 3に示す.なお，推定された混合行列の要素の添字は混合画像を作成する際の

並iとは異なるため，わかりやすさのために表 3の最下行にその対応関係を表示しておいた.またこれらの

推定値を用いて分離した結果の画像を図 l(g)ベh)，(i)に示す.

視感上，正確に分離ができているとはいえない b2，と3の推定誤差が他のパラメータに比較して大きいの

で，このことが分離を悪化させている原因の 1つであると考えられる.

b1 C3 

1.17 

表 3:混合行列叫の推定値

b1 b2 b3 Cl C2 C3 

推定値 0.55 1.04 1.43 0.56 1.58 0.56 

理論値との対応関係 b3 b1 b2 C3 Cl C2 

4 推定誤差を考慮した分離手法

4.1 推定誤差を考慮したみ

3節の推定方法では推定を 2段階に分け，最初の段階で 4つのパラメータを推定した.このときこれらの

推定値には誤差が含まれると考えられるが，その誤差を考慮せずに新たに信号 Zi(i = 1，2，3，4)を生成し，

それらを用いて残りの 2つのパラメータ推定を行った.これが3.4.4節の実験でb2，e2の推定誤差が大きく

なった原因の 1つではないかと考えられる.そこで推定誤差の影響を以下の形で (20)の中に取り込むこと

にする.

A + b1B = 1 + el C + b1Dニ e3 E+ら F= 1 + e5 or e5 G + cuH = e7 or 1十 e7

A+b3B = e2 C + b3D = 1 + e4 E + C凹 F= e6 or 1 + e6 G + cwH = 1 + eS or eS 

ここで eiは微少量を表す.A + b2B， C + b2D， E + evFおよび G+evHについては係数b2，evの値が ei

よりも十分大きいと考え推定誤差の影響を受けないと仮定する.

以上の条件のもとで (17)，(18)， (19)を書き直すと，

[ :: 1 ~ [ :い1廿同吋叫叫1ο巾仇)片h…Z町1

e3Xl + (C + b2D)片X2+ (οl+e臼4)片X3 I 
(38) 

-154一



信号比を用いたブラインド画像分離法の拡張 9 

一-

1
1
'
1
1
1
1
1
1
1
1
1

，J

「
l
i
l
-
-
B
E
'
1
1
1
1
4

q
d

必
ι

z

q

d

d

A

望

z

z

z

z

 

「
l
i
t
-
1
1
1
1
1
1
1
L

「
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1」

l(IH5)い (E+ cvF)…|  

ε7Xu + (G + cvH)xv + (1 + c8)X山|

または

[ 匂仇z九川川uけ川+刊叫(

(υl+c町7)Xu+ (G + c白vH )片Xv+c匂8X叩|

(39) 

(40) 

となる.

例えば (u，V，ω) = (2，1，3)の場合，信号比 rZ13は

r，._ = iE + c1F)Xl + (1 + c5)X2 + C6X3 
Z13一 (1+ cl)Xl + (A + b2B)X2 + C2X3 

( 41) 

と書き換えられる.X3ヂ0，Xl X2 0となる可能性があり，このとき補題を適用すると， ε6/c2

mink{rZ13}あるいは c6/ε2= maxk{rZ13}を計算する必要がある.しかし，これらの値は推定誤差の比であ

り，混合画像のパラメータを求めることに寄与しない.したがって b2，Clの推定値を求めることは不可能で

ある.

4.2 推定誤差を考慮した 2パラメータ推定

3.4節と同様 vの場合に分けて考えることにする.

4.2.1 v = 1の場合

まず (u，v，ω)= (2，1，3)の場合について考える.このとき (39)より Z3，Z4の定義は具体的に

[ :勾川3パ1~ [ : ……Xl +刊叶山一(υ糾1+

z九4I I (G + c1H)片)Xl町l+c町7X2+ (ρl+c匂ω8)μX3

と書ける.信号比rZ24Y1をrZ24Y1三 (Z2- Z4)/Ylと定義すると (38)，(42)より

T 一 {c3一(G+ c1H)}Xl + {(O + b2D)一ε7}X2+ε必 X3
Z24Yl 

Xl十 X2十 X3

(42) 

となるが，ここで G+ c1H>> c3， 0 + b2D>>ε7と仮定すると以下の式で近似できる.

トー(G+ c1H)Xl + (0 + b2D)X2十 c48X3
r7内".屯 Fミ=

づ唱。 Xl+X2十 X3
(43) 

ただし C48= c4 -c8である. (41)とは異なり，誤差の比が各項の係数に現れないので c48が十分小さい

と仮定すれば，性質 (22)，(23)に注意し補題を (43)に適用すると，

一(G+ c1H) = min{rZ24Y1}' 0 + b2D = max{rZ24仇}

となり，b2， Clは
mJUC{rZ24仇 }-O

b2 = κ Cl = 
-nl叫 T叫 J-G

H 
(44) 

により推定できる.

(u， V，ω) = (3，1，2)の場合は.Z3， Z4の定義として (40)を用いると，形式的に (42)と同形の式が得られ

るので (44)により b2，Clが推定できる.

Fh
d
 

「
「
υ

2
，ム
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4.2.2 v = 2の場合

まず (u，v，ω)= (1，2，3)のときを考える. (39)より信号 Z3，Z4の定義は具体的に

[ :: ] ~ […+……l Z4 I I C7X1 + (G + C2H)X2 + (1 +εS)X3 I 
( 45) 

となる.信号比 rZ13YlをrZ13約三 (Zl-Z3)/Y1と定義すると，

T-E15X1 + {(A + b2B) -(E +匂 F)}X2+ε26X3 
Z13Ylー

X1 + X2 + X3 
( 46) 

ただし ε15=ε1一ε5，ε26= C2 -c6である.ε15とC26は(A+ b2B)一(E+ C2F)と比較して十分Oに近い

と考えられるので， (46)に補題を適用すると，

、P
J

、与j

仏

制

約

q
u
 

3

1
 

h
a

Z

 

M
山

rv

b
:
M
t
 

m
J
m
j
 

，，
 ••••••• 

，，、、••••••• 

‘、

一一F
 

q
，u
 

p
し十E

 

r'a
‘、

、-h'J'B
 

内

4
vnu +

 

A
 

(A + b2B) < (E + C2F) 

(A + b2B) > (E + C2F) 
(47) 

が得られる.ここで (47)の場合分けを判定するために(45)および (38)より Zl- Z3を計算する.厳密にい

えばε15，ε26の影響があるが，ここではこれらの影響が少ないと仮定する.このときれ -z3c:::-{(A+b2B)

(E+匂 F)}X2なのでZl-Z3>0ならば(A+b2B)'> (E十白F)を， Zl -Z3 < 0ならば(A+b2B)< (E+匂 F)

を意味する.これにより (47)の場合分けを判定できる.その結果 (A+ b2B)一(E+句 F)の値が決定でき

る.その値を αとおく.

新たに ZA三 Zl-Y1+(Zl-Z3)/αを定義し，信号比 rzAy1三 ZA/Y1を求めると，

T {εz十ε15/α)Xl+ (A + b2B)X2 + (-1 +ε2 + c26/α)X3 
zAyl 

X1十 二C2+ X3 
( 48) 

となる.誤差項は Oに近いと考えると，上式の分子各項の係数の大小関係は，

(-1 +ε2十 C26/α)< (Cl +ε15/α) < (A + b2B) 

なので，補題を(48)に適用すると，A + b2B = m:x [rzAydが得られる.これより

m，ax [rzAyl] -A 
b2 = ~ー B

と推定できる.得られた b2を再度 (47)に代入すると，

A+b2B -E-α 
C2 =一一一予

により推定できる.

(u， v，ω)=(3，2，1)の場合，Z3， Z4の定義として(40)を用いると (45)と同じ形式の式が得られるので，上

述の方法と同様にして b2，C2を推定できる.

f
h
v
 

庁

Dl
 



信号比を用いたプラインド画像分離法の拡張 11 

4.2.3 v = 3のとき

v=lのときと同様に考えることができる.

(u， v，ω) = (1，3，2)の場合， (39)より Z3，Z4の定義は，

[ 勾川1~ [ :υ1+打旬吋叫叫一E匂ωψ仇い5)印山加)片知如…Z町U一…1け山品+村旬E匂6
z勾4I I c町7Xl+ (υl+c匂ω8心)X2十 (G+c匂:3H)片X3I 

となる.従って信号比 rZ13Yl は

(49) 

T-E15Xl + (A + b2B -C6)X2 + {c2一(E+匂 F)}X3
Z，3Y， 

Xl + X2 + X3 

で与えられる.ただし c15= Cl -C5である.

T~E15Xl + (A + b2B)X2一(E+匂 F)X3
13Yl 円 d

Xl +X2 + X3 

と近似し，補題を適用すると，

一(E+C3F)=nlin{TZ叫 1}3 A+b2B=mr中 Z，3Y，} 

が得られる.よって
m日 {rz叫 ，}-A

b2 = ~ h C3 = 
-nlin{TZ叫 ，}-E

F 

により推定ができる.

(u，v，ω) = (2，3，1)の場合，Z3， Z4の定義として (40)を用いると (49)と同じ形式の式が得られるので，上

述の方法と同様にして b2，C2を推定できる.

4.3 分離実験

本節で述べた分離手法を， 3.4.4節で用いた混合画像に適用し，分離実験を行った.

推定された b2とと3を表 4に示す.またこれらの係数を用いて分離された画像を図 l(j)，(k)， (1)に示す.

3.4.4節で得られた結果と比較して良好な分離結果が得られている.

5 むすび

[5]で提案された手法を 3つの画像信号が混合している場合への拡張を行った.また混合行列の要素を推

定する際の誤差を考慮した手法を提案した.実際の分離実験を行った結果，誤差を考慮した手法によりほぼ

正しい混合行列を推定でき，原画像が正しく再現できることを確認した.

今後は実画像に対する分離実験を行うとともに，一般の η 個の画像が重畳している場合への拡張も検討

する予定である.
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瞳謹
(a)原画像 1

(d)混合画像 1

(g)分離画像 1

(j)分離画像 1

(補正あり)

但吉正英 宮城茂幸 谷口義治

(b)原画像2

(e)混合画像2

(h)分離画像2

臨調
(k)分離画像 2

(補正あり)

(c)原画像 3

(f)混合画像3

(i)分離画像 3

(1)分離画像 3

(補正あり)

図 1:3つの混合画像からの分離実験
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ストックを用いたウォーキングがメタボリツクシンドローム

危険因子に及ぼす影響

Effects of Walking with Poles Metabolic Syndrome Risk Factors 

寄本明 坂手誠治 1，2) 分木ひとみ 1，3) 夏原善治 4) 布施治美 5)

Akira YORIMOTO， Seiji SAKATE， Hitomi BUNKI， 

Yoshiharu N ATSUHARA， and Harumi FUSE 

Abstract 

A study was conducted to investigate the effects of walking with poles on 

metabolic syndrome risk factors in middle-aged persons. 

The subjects were divided into two groups: a stock-walking (SW) group of 10 

persons [5 males and 5 females; mean age (SD)， 55.4 (12.2) years] who walked with 

poles while using the pole in a cross-country skiing-type motion， and a 

normal-walking (NW) group of 13 persons [8 males and 5 females; mean age (SD)， 

57.3 (10.1) years] who walked without poles. The subjects participated in a 6-month 

walking program (more than 50% aerobic capacity， longer than 30 minutes walk， 

more than 3 days a week). Their height， weight， distribution of body fat， BMI， waist 

circumference， blood pressure， total cholesterol (TC)， HDL-cholesterol (HDL-C)， 

arteriosclerotic index (AI)， triglyceride (TG)， fasting blood sugar (FBS)， HbAlc， 

bone structure and density (speed of sound， SOS; bone area ratio， BAR) were 

measured at the beginning of the program， and after 3 and 6 months. 

In the SW group， after 3 and 6 months， TC， TG， and AI decreased， while BAR 

increased significantly. These changes were greater in the SW group than in the N W  

group. These results suggest that walking with poles can reduce metabolic 

syndrome risk factors. 

1)滋賀県立大学大学院人間文化学研究科博士後期課程、 2)函館短期大学、 3)藍野大学医療保健学

部、 4)東近江市保険年金課、 5)東近江市健康推進課
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緒昌

内臓脂肪の蓄積が基盤となる高脂血症、高血

圧症、耐糖性異常もしくは糖尿病から構成され

るメタボリツクシンドロームが定義され 7)、そ

の健康へのリスクが注目されている。このメタ

ボリツクシンドロームの概念を取り入れ、生活

習慣病の発症数を低下(医療費の削減)さすた

め、平成 20年より 40歳以上の国民の特定健康

診査の義務化とその後の運動指導および食事指

導による特定保健指導が始まる。

この様に我が国における高齢化の進展や疾

病構造の変化に伴い、健康増進の重要性が増大

しており、健康づくりや疾病予防を積極的に推

進するための環境整備が要請されている。特に，

身体活動や運動の健康に対する効果についての

知識は広く普及しつつあるものの、運動を実際

に行っている者の割合は少ない現状にあり，多

くの人が無理なく臼常生活の中で運動を実施し、

身体活動量を増加する方法の提供や環境をつく

ることが求められる。その中で生活習慣病やメ

タボリツクシンドローム予防には、身近な運動

としてウォーキングが勧められる。Vuori14)は、

ウォーキングは身体的、精神的、また、社会的

健康のために最も適切で、非常に効果のある運

動であり、私たちの情報化と機械化に依存した

生活の中で、余暇、移動手段、趣味、仕事、家

事としてウォーキングを推進することは重要で

あると述べている。さらに、スキーのスト ック

などを使用するストックウォーキングはフィン

ランドでは、高齢者に人気があり、ストック利

用により安全で効果的な運動として推奨してい

る。このストックウォーキングはポーノレまたは

スト ックを利用して歩くウォーキングスタイル

であ り、ノ ノレディ ックウォーキングあるいはポ

ールウォーキングとも呼ばれ、近年、北欧から

世界各国へ急速に普及している。

ノルディ ックウォーキングはポールを持つこ

とによって、腕、胸、肩などの運動が加わるた

め、普通のウォーキングに比べると高い運動効

寄本明、他

果が期待できる 11，1::>)。さらに、支持点を増やし

た安定したウォーキングを行えることから、特

に高齢者に対する健康づくりに適した運動形態

であるとしている問。中川町は 10週間のスト

ックウォーキングにより健康関連体力および

糖・脂質代謝の改善を認めている。このように

ストックウォーキングは中高年者の運動として

その効果が期待されるが、通常ウォーキングと

の違いについて比較検討した研究は見られない。

本研究では地域住民を対象に生活習慣病およ

びメタボリツクシンドローム予防として 6ヶ月

間のウォーキングを実施した。その際、ノーマ

ルウォーキング(通常のウォーキング)とスキ

ーのストック様のポールを用いたストックウォ

ーキングを実施し、形態、機能、血液性状、骨

質等に及ぼす生理的な効果について比較検討を

行った。

方 法

1対象者

本研究の対象者は 2006年に滋賀県下 H市で

実施した住民健康診査において、メタボリツク

シンドローム(内臓脂肪症候群)の診断基準を

超えた危険因子を一項目でも有している中高年

者を対象とした。対象者は 31-72歳の 50名(男

29名、女 21名)であり、ウォーキングを主体

とした健康づくり教室に参加した。被験者は個

人の希望により通常のウォーキングを行うグル

ープ(ノーマルウォーキング群;NW) とスト

ックを用いたウォーキングを行うク、、ループ(ス

トックウォーキング群;SW)に分けた。本研究

の対象者は ウォーキングが期間中実施でき、

開始時・ 3ヶ月後・ 6ヶ月後の血液検査等のデ

ータ が得られたノーマルウォーキング群 13名

(男 8名、女 5名)、ストックウォーキング群

10名 (男5名、女 5名)とした。表 1にはウォ

ーキング、グ‘ループ別および性別に対象者の身体

特性を示した。なお、開始時の身長、体重、腹

囲、 BMI、体脂肪率には男女とも両群の聞に差

-160一



ストックを用いたウォーキングがメタボリツクシンドローム危険因子に及ぼす影響 3 

表 1 ウォーキンググルーフ。別および性別の被験者身体特性

人数 年齢 身長 体重 腹囲 BMI 体脂肪率

(人) (歳) (cm) (kg) (cm) (%) 

ストックウォーキング群 男性 5 51.2:t 15.6 167.9:t4.9 72.1 :t4.5 90.8:t2.7 25.6:t 1.6 25.8:t 3.3 

女性 5 59.6:t6.8 150.7:t4.8 60.2:t 10.5 91.9:t8.7 26.5:t4.0 37.8:t5.6 

ノーマルウォーキング群 男性 8 60.0土8.8 165.7:t 1 0.2 68.2:t 10.4 88.3:t6.5 24.8:t3.1 24.2:t3.8 

女性 5 53.0土11.5 158.5:t6.0 73.9土10.3 101.8:t10 29.4:t3.9 39.8:t6.6 

は認められなかった。

対象者には本事業の目的、 血液検査等の各種

の測定、 6ヶ月間のウォーキングプログラムを

事前に説明し同意を得た。

2 ウォーキングプログラムの内容

2006年 8月下旬から 2007年 2月上旬の 6ヶ

月間ウォーキングによる健康づくり教室を実施

した。実施にあたっては積極的な介入として、

集団で行うウォーキング実技、ストレッチ体操

等と個別の運動 ・栄養指導を 1ヶ月に 1回程度

の頻度で行った。教室でのウォーキングプログ

ラムは、両群とも運動強度は全身持久力の 50%

程度(主観的な速度は「さっさ歩き J)で、運動

時間は 1回 30-40分間、運動頻度は週 3-4回

を目標とした。各個人のライフスタイルに合わ

せ目標を微調整し、毎月の個別指導でその内容

を修正した。実施状況は運動の内容とその量、

1日の総歩数、さらに体重、腹囲を運動日誌と

して記録した。

ストックウォーキング群で用いたストック

(ポール)は 1本の重量が 230gで、スキーポー

ノレ(キザキ社製)にウォーキング用の石突(レ

'r
 

~ ョ，
側

キ社製)を装着したものである。ストックの長

さの調節はスライド調節が可能であり、肘角度

が90度程度になるようにした。また、ストック

ウォーキングの方法(図 1)については十分練

習を行った後、プログラムを実施した。

3.評価項目および測定方法

プログラム開始時、 3ヶ月後および 6ヶ月後

に形態、血液検査および血圧測定を行った。

形態測定は身長、体重、腹囲を測定し、 BMI

を算出した。体脂肪率はデュアノレ周波数体組成

計 (DC320、タニタ社製)を用いて測定した。

骨質の評価は腫骨にて超音波法 (MARK8800、

センサ社製)により超音波伝播速度 (SOS)、骨

梁面積率 (BAR)、骨質ランクを測定した。

血液検査は総コレステロール (TC)、高比重

リポ蛋白コレステロール (HDL-C)、 トリグリ

セリド (TG)、血糖値(FBS)、ヘモグロビン Alc

(HbAlc)、動脈硬化指数 (AI)の各項目である。

4.統計処理

検定には、 一元配置分散分析、 pairedt-testを

用い、いずれも有意水準は 5%をもって有意と

した。

!'t 喝

や翻

図 1 ストックウォーキング

スト ックの持ち方 ・肘が約 90度になるように長さを調節。ストラップを通して、軽くグリップを握る。

歩き方 ポー/レの着く位置は歩幅の中央。 身体を前方へ移動し、 ポー/レで、しっかり身体を支える。ポー

ルを後方へ押し出し、前進する。大きな歩幅で、腫から着地。腕は自然な振りで前方へ。背筋を伸ばし

て体重を移動する。

161一



4 

生土
1)‘ロ 果

本研究では各群における開始時の値を基準

に 3ヶ月後、 6ヶ月後の変化率からそれぞれの

検討を行った。

図 2には体重、腹圏、 BMI、体脂肪率の変化

を示した。体重は 3ヶ月後で両群とも有意に低

下し (SWpく0.001，NW  p<0.05)、その低下率は

ストックウォーキング群がノーマノレウォーキン

グ群より有意に大きかった (p<0.05)。腹囲では

ストックウォーキング群で 3ヶ月後 (p<O.OI)

および 6ヶ月後 (p<O.OOJ)で有意な低下を示し、

その低下はノーマルウォーキング群より有意に

大きかった (pく0.05)0BMIでは両群とも 3ヶ月

後 (SWp<O.OOI， NW  Pく0.05)および6ヶ月後

(SWpく0.05，NW  p<0.05)で有意な低下を示し、

ストックウォーキング群の方が減少率は大きく、

体重

102 
ゆも

100 

98 

96 

*** 94 

92 

開始時 3ヶ月後 6ヶ月後

BM  I 

102 '" 、
¥¥ ネ

キ

100 

98 

¥1# ー.

¥， 
ーー* 

96 

本*キ

94 

92 

開始時 3ヶ月後 6ヶ月後

寄本明、他

3ヶ月後では両群の聞には有意差が認められた

(p<0.05)。体脂肪率はノーマノレウォーキング群

では有意な変化は認められなかったが、ストッ

クウォーキング群では 3、6ヶ月後でそれぞれ

有意な低下を示した(各 p<0.05)。

図 3には血圧の変化を示した。最高血圧は両

群ともやや低下傾向にあるが、有意な変化では

なかった。また、最低血圧においても両群とも

増加或いは減少傾向が見られるが、有意な変化

は認められなかった。

図4には血液性状の変化を示した。TCはス

トックウォーキング群で 3ヶ月後に有意な低下

を示した (pく0.05)0 HDL-Cは両群で増加して

おり、ストックウォーキング群では 3，6ヶ月

後で(各 p<0.05)、ノーマルウォーキング群で

は 6ヶ月後に (p<O.OJ)有意な上昇を示した。

TGは両群で減少しており、ストックウォーキ

ング群では 3ヶ月後 (p<O.OOI)および 6ヶ月後

102千些
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98 

96 

94 

92 
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98 

96 

94 
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腹囲

*** 

開始時 3ヶ月後 6ヶ月後

体脂肪率

~ ー.
/ 
へ¥ # # 
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* 
.... 
* 

開始時 3ヶ月後 6ヶ月後

図 2 ウォーキングプログラム開始時・ 3ヶ月後・ 6ヶ月後における体重、腹囲、 BMIおよ

び体脂肪率の変化

開始時を 100とした時の変化率で表示.

・:ノーマノレウォーキング群(NW)、・:スト ックワォーキング群(SW)
開始時との差;会 pく0，05，付 pく0.01，付*pく0.001、群聞の差 #pく0.05
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図 3 ウォーキングプログラム開始時・ 3ヶ月後・ 6ヶ月後における血圧の変化

開始時を 100とした時の変化率で表示.

・:ノーマノレウォーキング群(NW)、.:スト ックウォーキング群(SW)

総コレステロール (TC)
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図4 ウォーキングプログラム開始時 ・3ヶ月後・ 6ヶ月後における血液性状の変化

開始時を 100とした時の変化率で表示.

・:ノーマルウォーキング群(NW)、 .:ストックウォーキング群(SW)
開始時と の差:女 pく0.05，付 pく0.01， 付 安 pく0.001

(P<O.OI)に、ノーマルウォーキング群では 6

ヶ月後 (p<O.ool)にそれぞれ有意な低下を示し

た。 AIは両群で低下しており、ストックウォー

キング群では 3ヶ月後および 6 ヶ月後で(各

p<O.OOl)に、ノーマルウォーキング群では 6ヶ
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月後 (p<O.OI)にそれぞれ有意な低下を示した。

血糖値および HbAlcは両群とも低下傾向が見

られるが、有意な変化で、はなかった。

図5には骨質の変化を示した。超音波伝播速

度は両群とも増加傾向にあるが、有意な変化で



6 寄本明、他
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図5 ウォーキングプログラム開始時 ・3ヶ月後・ 6ヶ月後における骨質の変化

開始時を 100とした時の変化率で表示.

.:ノーマルウォーキング群(NW)、.:ストックウォーキング群(SW)
開始時との差:合 pく0.05、群聞の差・ #pく0.05

はなかった。骨梁面積率はストックウォーキン

グ群で 3および6ヶ月後でそれぞれ有意に上昇

し(各 p<O.05)、6ヶ月後ではノーマルウォーキ

ング群より有意に大きな上昇となった (p<O.05)。

骨質ランクは対象者の同性、同年齢での 4段階

評価値であり、数値が低いほど評価が高いこと

を示している。この骨質ランクは両群とも低下

傾向が見られるが、いずれも有意な変化ではな

かった。

考 察

ウォーキングは日常生活における基本的な身

体動作で、誰にでも安全に行える有酸素運動で

あり、とくに中高年者の運動としてその有効性

が期待されている。ウォーキングの運動効果につ

いて著者らは中高年女性を対象に血清脂質や体

力値に及ぼす影響を報告してきた 17.18.19)。この

ことはウォーキングが生活習慣病やメタボリツ

クシンドローム予防に有効であることを示して

いる。 しかし、中高年者の中には膝、腰等に整

形外科的な原因や過体重により通常のウォーキ

ングが十分実施出来ない人達がいるのも事実で

ある。ストックを利用するストックウォーキン

グは上肢を積極的に使うことにより全身運動と

なり、さらに下肢への負担を軽減できる。通常

歩行よりも遅い速度で適切な運動強度が得られ、
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安全で安定したウォーキング運動になる ことが

期待される。

ストックウォーキングが形態値に及ぼす影響

は体重、腹囲、 BMI、体脂肪率においてプログ

ラム開始3ヶ月後から有意に低下を示し、 6ヶ

月後では維持或いは改善されていた。ノーマル

ウォーキングでは体重と BMIで3ヶ月後に低

下が認められたが、ストックウォーキングと比

べてその低下率は小さかった。我々は既に 3ヶ

月間の通常ウォーキングで体脂肪率の減少を報

告しているが、その際の体重の変化は認められ

なかった 19)。中川 10)は 10週間のストックウォ

ーキングで体重、体脂肪率、BMIに変化はなか

った報告している。本研究の対象者はメタボリ

ツクシンドロームのリスクがあ り、この様な人

たちにはストックウォーキングにより脂肪燃焼

を促進し、体重および体脂肪量の減少、特に腹

囲の減少に見られるように内臓脂肪の減少が大

きいものと考えられる。

ウォーキング‘が高脂血症や動脈硬化の予防に

効果があるかどうかはプログラム中の血清脂質

変化から考察できる。血清脂質において、ノー

マノレウォーキングは TG、AIで6ヶ月後から有

意な低下を示し、 HDL-Cでは増加した。ストッ

クウォーキングは TC、TG、AIで3ヶ月後から

有意な低下を示し、 HDL-Cでは増加していた。

さらにストックウォーキングではノーマルウォ
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ーキングに比べその変化率は大きく、通常のウ

ォーキングより血清脂質への改善効果が大きい

ことを示している。すでにウォーキングが血清

脂質レベノレを改善することは多く報告されてい

る 16，17.19)。ストックウォーキングに関しては TC

の減少、 HDL-Cの増加、 LDLlHDL比の減少を

認めている 10)。

TGにおいては運動強度が高いほど早期に減

少が起こり、 TG値が高いものほど減少が大き

く 16)、継続的に運動を実施している者は非運動

者に比べその値が低い 3.5)と報告されている。今

回の TGはストックウォーキング群で 3ヶ月後

に、ノーマルウォーキング群で 6ヶ月後に有意

な低下が認められ、ストックウォーキング群に

TG改善の適正な運動強度が確保されているこ

とを示唆している。HDL-CではTGと同様な変

化が見られた。HDL-Cは運動習慣のある者はな

い者に比べその値は高く 1，4)、有酸素的運動やウ

ォーキングの長期間実施で増加することが報告

されている。HDL-Cの増加は抗動脈硬化作用が

あり、血管系疾患の予防に有効である。一方、

AIは動脈硬化の進行を推測させる指数であり、

運動習慣のある者は低値を示し 4)、ウォーキン

グにおいては歩数と負の相聞を示す 1)とされて

いる。ストックウォーキング群では 3ヶ月後か

ら、ノーマルウォーキング群では 6ヶ月後でそ

の低下が認められた。すなわちウォーキング実

施は HDL-C値の増加およびAIの低下から抗動

脈硬化作用に有効に作用しており、さらにスト

ックを用いるウォーキングは早期(3ヶ月後)

からその効果は現れると考えられる。これらの

ことからストックウォーキング実施は通常のウ

ォーキングより脂質代謝レベルに改善効果が大

きいことを示している。また、糖代謝における

指標である血糖値および HbAlcではウォーキ

ングによって低下傾向にはあったが、有意な変

化ではなく、両群においても明確な差は認めら

れなかった。

骨質において超音波伝播速度 (50S) は腫骨

を透過する超音波の伝播速度であり堅い骨ほど

伝播速度は速い。骨質ランクは性別 ・年齢を考
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慮した骨の総合評価値である。両者とも改善傾

向にあるが、有意な変化で、はなかった。骨梁面

積率 (BAR) は骨断面に占める骨質の割合を示

し、その増加は骨量の増加を意味する。BARは

ストックウォーキング群で 3および6ヶ月後で

それぞれ有意に上昇し、 6 ヶ月後ではノーマル

ウォーキング群より有意に大きな上昇となり、

ストックウォーキングの骨密度の増加への優位

性を示した。

ストックウォーキングとノーマルウォーキン

グの生理学的な変化の違いはストックウォーキ

ングが通常のウォーキングに比べて腕、胸、肩

などの運動が加わるため、酸素摂取量が高まる

6引 1，12，13)ことに起因していると考えられる。今回

のプログラムは全身持久力の 50%程度の運動

強度で、心拍数を目安とし、主観的な速度感覚

としては「さっさ歩きJで、行った。実施に際し

ては参加者各自の歩行速度で、プログラム行うよ

う促した。このことは前川らめが述べているよ

うにストックウォーキングは通常ウォーキング

に比べて主観的な運動強度をそれ程変えずに、

同程度の歩行速度で高い運動負荷を身体にかけ

ることができるとしていることから、無理なく、

自然に運動強度が確保あるいは増加できたもの

と思われる。その結果、体組成、血清脂質への

改善効果が大きかったと推察される。Hardman

らめは活発な歩行 (briskwalking) という指示で

ウォーキングを行うとその際の血中乳酸濃度が

約 2nmol/Iの有酸素闇値であり、有効にエネル

ギーを消費し、長時間続けられると報告してお

り、主観的な強度での有効性と安全性を示唆し

ている。すなわちストックウォーキングは運動

強度が少し増加しても安全限界内での変化と捉

えられ、安全に運動強度を増加さす方法として

有効である。さらに、ストックウォーキングは

支持点を増やした安定したウォーキングを行え

ることから、特に高齢者にも適した運動形態で

あり 13)、下肢の関節への負担が少なく 15)、腰部

への過剰な負担を軽減していたへこれらのこ

とよりストックウォーキングは中高年者にとっ

て生活習慣病やメタボリツクシンドロームの危
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険因子を安全に改善する可能性のある運動と考

えられる。

要 約

生活習慣病およびメタボリツクシンドロー

ム予防として 6ヶ月間のノーマルウォーキング

(通常のウォーキング)およびスキーのストッ

ク様のポールを用いたストックウォーキングを

実施し、形態、血液性状、骨質等に及ぼす生理

的な効果の比較検討を行った。

ストックウォーキングは体重、腹囲、 BMI、

体脂肪率において有意に低下を示し、ノーマノレ

ウォーキングでは体重と BMIに低下が認めら

れたが、ストックウォーキングと比べてその低

下率は小さかった。

血清脂質において、ストックウォーキングは

TC、TG、AIで有意な低下を示し、 HDL-Cでは

増加していた。ノーマルウォーキングは TG、

AIで有意な低下を示し、HDL-Cでは増加した。

ストックウォーキングではノーマノレウォーキン

グに比べその変化率は大きく、血清脂質への改

善効果が大きい。

骨質において超音波伝播速度および骨質ラン

クには改善傾向が見られるが、有意な変化では

なかった。骨梁面積率はストックウォーキング

で、ノーマルウォーキングより有意に大きな上

昇を示した。

これらのことよりストックウォーキングは中

高年者にとって生活習慣病やメタボリツクシン

ドロームの危険因子を安全に改善する可能性の

ある運動と考えられる。
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全国マシンローイング大会をふり返る
-19年間の競技記録から一

岡本進

Susumu OKAMOTO 

1 .はじめに

ローイングマシン (CONCEPT-n )を用いた室内

でのボート競技(写真 1)が毎年世界的な規模で

開催されている。 一定距離あるいは一定時間を漕

ぎきる競技会はアメリカに端を発したが，この模

擬的漕力に対するボート選手の関心が高まり，欧

米各国に広く普及している。わが国でこの

CONCEPT-nを用いた競漕大会がはじめて開催さ

れたのは平成元年(1989)である。日本漕艇協会

(現在の日本ボート協会)が強化対策の一環とし

て，会場を関東および関西の 2会場に設け「エル

ゴメータ競漕大会」と名付けて開催された。現在

は第四回を数え， 9ブロックの大会 (A大会)と

8つのオープ9ン大会 (B大会)として全国17会場

で開催されている。第11回大会(1998)から名称

が，これまでの「エルゴメータ競漕大会」から「全

国マシンローイング大会Jに改められた。著者は，

初回開催時に日本漕艇協会強化部の一員 として

大会記録の全国集計作業に携わった関係から，本

稿ではとれまで、の全国マシンローイング大会の

19年間の

本来，シングルスカノレを除いて団体競技を主と

するボート競技にあって，客観的なデータに基づ

くクノレーの選抜編成作業は長年の夢で、あった。著

者らはオーストラリアで開発されたGamut型ロー

イングエノレゴ、メータ(図1)を導入し，負荷装置

に改良を加えるなどして， 1984年から1991年にか

けて延べ1，000名あまりのボート選手に対して模

擬的最大漕テストを実施し，ローイング・パワー

の評価基準を作成してきたい7l。出力信号をパ

ソコンに取り込むと同時に呼気ガス分析装置と

連結することによって，漕力とともに体力評価が

可能となった 8-11)。これにより 1985年のアジア

大会をはじめ1988年のソウルオリンピック・ナシ

ョナノレクルーの選抜に利用されるようになった。

しかし，この装置は重量も重く，大がかりな装置

となったため，全国に普及するには難点があった。

鋳
鉄
ド
フ
ム

フ
フ
イ
ホ
イ

図1.初代 Gamut型ローイング、エノレゴメータ

オールのバランス用スプリンク

アメリカでは 1981年に冬期のボート選手のト

レーニングマシンとして自転車型風車を負荷装

置にした簡易的なローイングエルゴメータ (A

型)が開発され，その後，精度の高い測定を可能

にしたB型が発売されるようになった。現在では

このローイングエルゴメータはさらに改良され

てC型として世界で一番普及している機種であ

1
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る。このローイングエルゴ、メータで得られる漕力

データは経験則に基づく推測値であって、根拠の

ある物理学的数値ではないが，ボート選手の運動

負荷装置としては簡便性と負荷の安定性，それに

コストパフォーマンスがすぐれていることから，

この CONCEPT社のローイングエルゴ、メータが一

気に世界に普及するようになった。毎年ボストン

ではこれを用いた世界大会が盛大に開催されて

し、る。

2. 大会運営の変遷

全国エルゴ、メータ競漕大会は1989年 2月に第

1回大会が開催されて以来，毎年ほぽ同時期に開

催されてきた。この大会の種目は，男子ではジュ

ニア，シニア重量級，シニア軽量級，ベテランであ

る。同様に，女子でもジュニア，シニア重量級，シ

ニア軽量級，ベテランである。軽量級は，大会時に

おける体重が男子では72.5kg，女子では57.0kg以

下としている。ベテランは， 30歳以上の選手であ

る。競技は， CONCEPTII型エルゴメータを2500m

距離表示にセットし， Om表示になるまでの時間

を競うのである。この大会は当初 2会場(東京都，

滋賀県)であったが，第 3回大会(1990)から 4会

場に，第4回大会(1991)から 8会場に，第 5回大

会(1992)からは 9会場となり，以後全ブロック

が定着した大会に発展している。当時，日本漕艇

協会では，ナショナルチームの選考会合宿に応募

できる基準を男子では重量級 :8分lJG秒'"軽量級:， 8~

分20秒であり，女子では重量級::9づか50秒 ρ轄量

級 :10分00秒以下と定めていた。第 7回犬会、

(1994)からは有力選手発掘'J:::v、う強化事業のi]

ステップにとどまらず，中学生や」般のu'@どが自

由に参加できることとし，観覧者もともに楽しめ

るオープンなコンペティションへと大きく方向

変換がはかられ，大会運営も強化部から普及部に

移管されることになった。また，参加・挑戦意欲

の高揚と大会の権威付けを図るためにカテゴリ

ー別の基準タイムを設けて，成績優秀者の中から

世界室内漕艇選手権大会(ボストン)に派遣する

という試みがおこなわれ， 2名の女子軽量級選手

が派遣されている。

第8回大会(1995)になって競漕距離がこれま

での2500mからボートの公式レースと同じ2000
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mlこ変更されることになった。この変更に伴い競

技種目立，年齢階層ごとに 8つのカテゴリーに分

けられ，さらに体重により重量級(オープン)， 

軽量級に区分されている。また，第11回大会

(1998)にはこれまで親しまれてきた「全国エル

ゴメータ競漕大会」は「全国マシンローイング大

会」へと名称変更された。これは， FISA (国際漕

艇連盟)がマシンローイングという名称で正式の

漕艇大会として規則で認めたことと，日本ボート

協会(日本漕艇協会から名称変更)による潜艇規

則改正に伴う変更であった。第12回大会(1999)

からは従来の 9ブロックのA大会に，オープン化

したB大会として 5会場が加わった。さらにB大

会は，第14回大会 (2001)には6会場，第15回大

会 (2002)には7会場，第18回大会 (2005)は8

会場へと拡大していった。

3. 大会参加者の推移

大会の参加者数について第18回大会までの推

移を図 2に示している。

3，日)()

3，α到。

ミZ剛

警2.000

異
繍 1，醐

2低X如、

1蜘「 園出!畳
間閣1'.盟E

19811' f91!1f 1'992 1994 1996 1998 2000 2002 2∞4 2006 

開催年度

図 2.大会参加者の推移

参加者は男女とも大会を重ねるごとに増加し，

第5回大会(1992)の参加者は2，000名を超える

までになった。男子では第 1回大会の 3倍強に，

女子では 6倍強になっている。その後，第 7回大

会(1994)までは1，500名程度に-Hは漸減した

が競漕距離がボートの公式距離の2000mに変更

された第 8回大会と時を同じくして漸増傾向を

示すようになり，第15回大会 (2002) は全国15

会場に延べ2，752名が集まり，これまでの参加者

記録を塗り替えた。しかしその後は2，500----2， 700 

人程度にとどまっている。全体に対する女子の割
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を会場別に平均値を求め，大会別に比較してい

る。 A大会では近畿 (387名)の参加者数が群を

抜いて多く，次いで北信越 (238名)，東海 (215

名)，関東(176名) ，九州、I(164名)の順とな

っている。B大会では戸田 (302名)が最も多く，

静岡 (209名)，大分(135名)が次いでいる。

大会記録の推移

競漕距離が 2500mで推移した第 l回大会

(1988)から第 7回大会 (1994)の競技種目はシ

ニア(重量級)，軽量級，ジュニア， 30歳以上 (男

子のみ)の 7種目で競われた。記録についてみる

と，記念すべき第 1回大会(1988)のベストタイ

ムは男子では阿部肇(シニア)が7分56秒1，女子

では太田信子(シニア)が9分7秒7で、あった。両

者ともオリンピック出場選手であり，競技力を反

映した結果であった。以降，ベスト記録を競技種

目別にみるといずれも上位をシニアが占めてい

た。

4. 

合は年々増加しており，最近 (2006年)では 3害IJ

を占めるようになっている。大会を統括する主催

者(日本ボー ト協会)によると選手登録数に対す

る大会参加者の割合に着目して大会参加率を求

め「月刊ローイングJに発表 している。第14回大

会 (2001)以降の参加率は29.90Io， 30 . 90Io， 28.6~ ，

29. O~ ， 31. 8~ ， 35. 4~ と漸増する傾向を示 して

いる。本大会の参加者がすべて選手登録者と は限

らないが， 一つの指標として興味深い。

全国マシンローイング大会をふり返る

表1. カテゴリー別にみた参加者数
(2001 ~2005 年度)

男 子 女 子
カテゴリー(歳)

重量級 軽量級 重量級 軽量級

0-12 14 9 

13-18 113 1，009 74 414 

19-29 164 601 30 151 

30-39 19 31 

40-49 17 9 

50-59 9 13 3 

60-69 12 7 

70-

1---:--:: 1 

07:00 

08:00 
柑
輔
旧
制
ム

a

代
て

表 1は第 14回大会(2001)から 18回大会(2005)

までの各カテ ゴリー別にみた参加者数の平均値

を示している。参加者の年齢階層は男女とも大半

が 13'"'-'18歳 (60%) と19'"'-'29歳 (3日)で占めら

れている。体重別では男女とも軽量級が重量級よ

りも多く，全体の 8割強を占めている。
る --6--・ー ム

b; 
09:00 

1994 1993 

開催年度

図4.2500m漕におけるベスト記録の推移

図4には2500m競漕の記録について，ベス ト記

録の推移を示した。第 1回大会(1988)チャンピ

オンの阿部，太田両選手は第4回大会(1991)ま

で連続優勝を飾る快記録を打ち立てた。 (実際は

第4回大会の阿部選手は外国人選手に1.1秒差で

2位)その後は男女とも他の選手に代わったが記

録的には停滞傾向が見られる。

著者らは第 5回大会(1992)まで、の2500mエノレ

ゴメータ競漕大会に参加した全選手の記録を収

録して記録集12) としてまとめている。これに第

7回大会(1994)までの記録を含めて，歴代のチ

B大会

1992 1991 1990 1989 1988 

北海道

東北

関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州
静岡

長野

岡 山

岩手

宮崎

大分

福岡

戸田

10:00 
A大会

400 

図 3には最近 5ヶ年 (2002'"'-'2006)の参加状況
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ャンピオンを競技種目別に表 2に示した。

表 2.2500m漕における歴代チャンピオン

態妓種目 肥録 氏名 年齢 所属 開催年

男子シ・~=l 08:17.1 来馬拓也 17 柳学園高校 1993 

男子軽量級 08:05.3 三好悟 27 美浜RC 1990 

男子重量級 07:48.8 ンユフー 26 RAF寸 1991 

男子ベテラン 08:02.0 林 康 裕 33 碧漕会 1994 

女子γュニ7 09:24.0 竹内忍 16 宇和島東高 1990 

女子軽量級 09:23.3 山下美幸 19 イン子ツヴ 1990 

女子重量級 08:57.1 太田信子 22 イン子ッウ 1990 

競漕距離が第8回大会(1995)からこれまでの

2500mから2000mに変更となったととから，どの

程度記録が短縮されるかに興味が持たれるよう

になった。その結果，第8回大会は男子l分50秒，

女子 2分程度短縮され，男子では6分10秒台が3

名，女子では7分20秒台が 6名ということになっ

た。この結果から今後，男子では 16分J，女子

では 7分10秒が新しい目標タイムとなった。

06:00 

06:30 

nu 
A
M
 

守，enu 

(2
・R4)一積回輯

07:30 

a 
08:00 

開催年度

図 5.2000m漕におけるトップ10平均記録の推移

図5には， 2000m競漕の記録について各カテゴ

リー別にトップ10の平均タイムについて， 12年間

の推移を示している。男女とも重量級(オープン)

の選手が軽量級のタイムを上回る傾向にある。男

子重量級のトップクラスの記録は6分23秒"-'6分

29秒の範囲で推移しており，最も好タイムを記録

したのは第8回大会(1995)の6分23秒0で、あった。

男子軽量級は平均すると 2秒8重量級を下回るが

第12回大会(1999)ではわずかではあるが逆転現

象がおきている。一方，女子における重量級トッ

プクラスの記録は7分27秒"-'38秒の範囲にあり，

年々向上している傾向が認められる。最近では第

19回大会 (2006)の7分27秒7が最も記録がすぐれ

ていた。軽量級の記録はやはり重量級より劣るが，

岡本進

その差は開催年によって異なり，平均すれば2秒7

であった。最近における軽量級のベストは第18

回大会 (2005) の7分30秒4であった。

図 6には2000m漕における個人記録の推移に

ついて示している。ことでは漕歴が長く，比較的

継続して本大会に参加している選手に着目して

いる。 F.S.は女性であり残りは男性である。大会

初参加の年齢は， 56歳"-'64歳の範囲にあった。し

たがって，加齢に伴う体力の変化を観察すること

ができる。多くの選手の記録は概ね年齢を重ねる

につれて漸減する傾向が認められる。 F.S.選手の

場合，第 8回大会(1995)の年齢は51歳であり記

録は7分40秒 7であった。ベストタイムは第11回

大会(1998年， 54歳)に7分16秒4を記録している。

その後は次第に低下を示すが，第四回大会 (2006)

ではこれまでの 3位に相当する7分23秒9と好成

績を得ている。同様にT.M.も最近になって記録の

向上が認められる。この両者は大会関係者でもあ

るが，日常的にエルゴ、メータを用いたトレーニン

グを今でも欠かさない習慣となっている。この成

績からは，適切なトレーニングを継続すれば， 60 

歳を超えても記録が向上するという事実を読み

取ることができる。
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図 6. 個人記録の推移

5. ワールドランキングからみた日本選手

図 7には，これまでの2000m漕における歴代日

本記録について世界記録と比較している。日本記

録は男子軽量級において武田選手(1997年， 24 

歳)が6分16秒5，重量級男子では児玉選手 (2003
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年， 32歳)が6分11秒0となっており，世界記録と

比べると，軽量級では13秒3，重量級にあっては

26秒下回っている。女子では軽量級において坂東

選手が7分16秒1，重量級で原田選手が7分10秒2

となっており，重量級では41.8秒，軽量級にあっ

ては19秒6下回っている。世界記録には及ばない

が，男女とも軽量級では世界との差が接近してい

ることがわかる。世界記録は全カテゴリーを通し

て男子では5分37秒o (Matthias Siejkowski，ド

イツ) ，女子では6分28秒4 (Sophie Balmary，フ

ランス)となっている。これらの記録保持者はい

ずれも重量級のカテゴリーによって占められて

おり，男子選手は1989年から2001年の聞に 7度に

わたる世界インドアローイングエノレゴ、メータチ

ャンピオンに輝いている。女子選手は世界選手権

大会シングルスカル4位の記録保持者 (2006)で

ある。また，2002年ワールドカップで 3位入賞を

果たした武田選手は第10回大会(1997) に6分16

秒5の記録を出しており，この年のワールドラン

キングでは2，436名中の36位にランキングされて

いた。

-
F
M
H
小円相

6.1 

00:00 02:00 08:00 04:00 06:00 

2000m漕ベストヲイム(分秒)

図 7. ワールドランキングからみた日本選手

Web(www.concept2.com)上で公開されている

2000年の資料をもとに国別のベスト 10の平均値

を求め，男女別に比較した。(図 8)男子ではア

メリカが 1位 (5分55秒8)で，次いでカナダ(5分57

秒5)，イギリス (5分59秒6)，オランダ(6分23秒8)， 

日本(6分23秒8)，ニュージーランド(6分28秒6)，

ドイツ，デンマーク，オーストラリアの順である。

5 

女子では 1位がデンマーク (6分35秒8)で，次いで

アメリカ (6分51秒6)，カナダ(6分55秒6)，イギリ

ス(6分58秒0)，日本(7分31秒7) ，オランダ，オ

ーストラリア，ニュージーランド，ドイツの順で

ある。日本の成績は男女とも 5位にランキングさ

れている。

匡ヨ 回
05:55.8 -・・・・・・・・・・・E家冨冒圃

05:57.5 

05:59.6 .軍圃

06:23.8 

06:23.8 

ベスト10による平均所用タイム(2000m漕)

図 8.世界における日本の水準

6. おわりに

全国マシンローイング大会は，オフシーズンを

楽しくするゲームであり，オアズマンの交歓の場

としたい旨の主催者の思惑がある。しかし，隠れ

た有望選手の発掘やわが国漕艇選手の漕力の実

態を知ることなど，強化事業の一環として機能し

てきた。現在，社団法人日本ボート協会ホームペ

ージ (http://www.jara.or.jp/)には，マシンロ

ーイング(第13回大会以降)の全記録が公開され

ている。ローイングマシンによる模擬的漕力は，

実際のボート競技の成績を色濃く反映しており，

今日においては世界規模で個人の漕力評価を可

能にしている。
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国際教育センター主催のセミナー

2006年度第2回セミナー

題目:

講師:

日時:

場所:

講師紹介:

高等教育としての『情報』のこれから

藤井康雄氏 (中部大学工学部教授)

2006年 12月 8日(金)10時 40分'"12時 10分

滋賀県立大学A2-202講義室

1939年岡山県に生まれる。1965年立命館大学大学院理工学研究科修了し、京都大学工学部電

子工学教室・計算センターに勤務、大型計算機センター、情報処理教育センターの設立に携わる。

1997年より総合情報メディアセンター、学術情報メディアセンターにて情報処理教育研究部に

所属、大学院情報学研究科知能情報学専攻併任、 2003年定年退官後中部大学工学部に勤務。こ

の間 1993年滋賀県立大学開設準備室専門委員を経て同大学他の非常勤講師を務め、現在放送大

学非常勤講師、イオン工学振興財団 .NPO法人再生医療推進センター理事、情報処理学会一般

情報処理委員会委員などを歴任。

共編著:大学生の新教養 「情報社会とコ ンピュータJ(昭晃堂)、共著 :FORTRAN77プログ

ラミング(培風館)ほか。

概要:

2003年 4月から高等学校の指導要領が変り、必修化された教科「情報」並びに情報科の制度

が発足した。そして、 2006年度以降に高校で教科「情報」を履修した学生が大学に入学してく

る。そのため、これら高校での教育状況を踏まえて、これまでに実施してきた高等教育機関お

けるリベラルアーツとしての「情報(処理)J教育の目標と現状をご紹介していただき、さらに

2006年度以降における「情報J教育に求められる方向は如何にあるべきか、をお話しいただい

た。

今後の大学での情報教育の特色としては、研究と学問の場であることから、必ずしも画一的

教育を行う必要はない。しかし、コンビュータの活用についての教育が必要で、あり、今や、現

代社会を動かす原動力となった』情報について認識させることも必要である。更に、高等学校の

情報教育の今後の方向については、高等学校の教科「情報」は教科書から判断すると、十分と

は言えず、各高等学校で独自に情報教育の内容を盛り込むことが望ましい。

今後、大学入試においては、情報を専門とする学科やそれに準じる学科等においては、入試

科目としての情報の設定も考えられる。

以上のように、変革の著しい時期の大学での教育・研究のあり方などについて実状と所感

を平易にお話しいただいた。
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高等教育としての『情報』のこれから

藤井康雄

(中部大学工学部教授)

現在、大学では情報処理教育を 2006年問題として捉えて情報処理教育について検討し、模索して

いる。それは、 2003年度から高等学校教育において教科「情報Jを新設し、 2006年度に高校で教科

「情報Jを履修した学生が大学に入学してくるからである。

そのため、大学では従来の情報処理教育の改訂を模索している。ここ 10年近くは、専らパソコン

を利用する教育に力点を置いてきた。すなわち、主としてMicrosoftのソフトのリテラシー教育を行

ってきた。しかし、これからは、新入生に対し、高等学校での情報教育の実態を把握する必要がある。

例えば、情報倫理教育を身に付けているか。また高等学校の情報教育の内容はどの程度なのかなどで

ある。

そして、新入生に対する情報倫理観の調査を、初回講義時間に実施してきた。調査期間は、平成 13

年~平成 18年で、調査対象は中部大学・京都産業大学・京都大学の理工系と文系の混在クラスで実

施してきた。

情報倫理観の調査項目としては、情報の特性、フ。ライパシー権、知的所有権(著作権・隣接著作権)

情報のセキュリティ観、パソコンや LANの利用について実施した。その結果、高等学校での情報教

育は一般的には、学習内容としては、情報化と社会、情報倫理、コンビュータ概論、情報活用、情報

発信、アルゴリズム、情報システムの概要、モデル化とシミュレーション、情報検索とデータベース、

ネットワーク、コンピュータデ、ザイン、図形と画像処理、マルチメディアで、あった。しかし、今後、

必要な高等学校での情報教育に必要な教育内容しては、常識的な知的財産権に関する教育、個人情報

保護法に関する基礎知識、一般社会的なセキュリティの知識、コンビュータ・ネットワークに関する

セキュリティの知識が求められる。

高等学校で重点的に実施されている教育内容としては、プレゼンテーション、著作権、インターネ

ット検索、情報社会、 2進数、情報と生活、ソフトウェアの基礎、アナログとディジタル等で、あるが、

高等学校で少ない教育内容としては、シミュレーション、モデ、ル化の意義とモデル、データ構造、論

理代数の基礎、情報処理システム、プロトコル、流れ図、データベースの仕組み、 3次元図形の考え

方も必要ではないか。

また、文部科学省・情報処理学会・情報処理教育委員会においても調査を実施している。

この調査では、全国の大学・短期大学・高等専門学校の 689校から回答を得ている。この調査研究の

趣旨としては、一般社会人にとっての'情報的素養の重要性の増大していることから、 2003年度に高等

学校に普通教科「情報j を導入したが、リテラシー的技能の広まりとともに、大学における情報の教

育の在り方の見直しを重要課題としていた。

調査研究の対象としては、情報処理教育の目的の明確化、実施の現状調査、カリキュラムの提案、

教育環境等について重点を置いていた。

180 



さらに、カリキュラムの提案や教育内容を検討するが、情報の専門性に過度に踏み込まない、情報

教育の柔軟性、および情報教育のコア部分を明確にする。

文部科学省・情報処理学会・情報処理教育委員会における調査としては、

-提案するシラパスの構成(コアとされる内容)

情報とコンピューティング・・・科学工学、システム、社会

情報とコミュニケーション・・・メディア、コミュニケーション、情報と社会

補完的内容

プログラミング基礎・・・動作理解を目的とする

システム作成の基礎・・・企画書を書いて設計

情報システム基礎・・・基本的な解説

情報倫理・・・議論をしながら学習

コンビュータリテラシー・・・パソコン操作の基本スキル教育

.リテラシー教育としての情報教育

学習者中心教育として、学習者に理解を深める教育

アセスメント中心教育として、フィードパックによって自ら学べる教育

情報知識をエキスパートとして、身に付ける

コミュニティの手法としての情報教育

-教養としての情報教育

情報に対する認識を深め、変化の激しい社会で生きる力を身に付ける。社会の変化に適応できるエ

キスパートになることを目標にする。状況変化に柔軟に対応できるような教養としての情報教育

-知識創造の実習としての情報教育

現代の大学教育にとって必要な知識の習得とそれに対する評価

について、調査を実施した結果として、今後の大学においても情報教育は必修として位置付けられ、

情報操作における操作を身に付ける必要があるという結論に達した。

さらに、高等学校における情報教育が不十分な場合は、専門科目との連携を深めるような情報教育

が、大学において必要になる。逆に、高等学校において効果的な情報教育がなされた場合、リテラシ

ー教育としての情報教育は不要になる。しかし、思考能力を深めるための教養としての情報教育は必

要である。また、知識を深め、知的創造としての実習としての情報教育は必要であるとしている。

そして、これからの大学における情報教育においては、情報処理教育から情報教育へ、すなわち、

社会と情報の関わりも含めたカリキュラムを検討し、コンビュータサイエンスを取り込んだ教育を行

わなければならない。例えば、

-計算機科学に関する基礎的な素養の習得

情報に対する認識、計算機の仕組みと動作、問題のモデ、ル化とアノレゴリズム
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-情報化社会の本質に関する基礎的な素養

社会的効果、ネットワークとセキュリティ

.リテラシー教育からの脱却

高等学校の情報教育を補完する情報教育

-各大学の教育環境に基づいた独自の情報教育

基礎教育においては文系、理系を区別しない

等が考えられる。

また、今後の大学におけるコンビュータの基礎教育としては、パソコンの各種の初期設定、統合ソ

フトのインストールと実習、および情報のディジタル符号化、アナログとディジタル化の違いとそれ

ぞれの特徴についても教育する。さらに、情報の伝達と通信における情報量、プロトコル、認証、イ

ンターネットに関する基礎知識も必要であろうし、データの扱い、情報システムの仕組み、コンビュ

ータの構造、論理演算、コンビュータの開発と進歩等も当然、教育しておかねばならない。

そして、コンビュータの活用については、コンピュータの基礎教育の履修者を対象に情報のディジ

タル化、計算モデ、ルやフ。ログラミング等についても教育するとともに、問題の解き方の手法やアルゴ、

リズム、計算のモデ、/レ化、 UNIX環境の活用についても教育する。

さらに、情報技術と社会に関しては、情報技術の進歩と知的財産権、個人情報保護法等についても教

育することが望ましい。

今後の大学での情報教育の特色としては、研究と学問の場であることから、必ずしも画一的教育を

行う必要はない。考えることを客体化できるツールとしてのコンビュータの活用についての教育が必

要であり、今や、現代社会を動かす原動力となった情報について認識させることが重要である。それ

は、現在では、知的活動全般が情報を中心に動いているためで、ある。

ソフトウェア科学や情報科学については、現在、研究は盛んであるが、まだ十分に学問にまで成熟

していないのではないか。場合によって、もっと別の考え方をしなければならないのではないか。

最後に、高等学校の情報教育の今後の方向については、高等学校の教科「情報Jは教科書から判断

すると、十分とは言えない。削減されている内容が多い。そのため、各高等学校で独自に情報教育の

内容を盛り込むことが望ましい。そして、教科「情報Jは1年次配当されることが望ましい。更に、

教員が他の教科と情報の教科との兼任している高等学校も多く見られるが、専任化が望ましい。また、

高等学校で情報の教科の複数の教員の配属も必要である。更に、同様に「情報」の指導主事の他教科

との兼務も避けたい。

情報を担当する教員の研修制度の充実も望まれる。そして、情報を担当する教員においても、教科

「情報Jのカリキュラムや授業内容についても今後とも検討の余地がある。

最後に、大学入試において情報を専門とする学科やそれに準じる学科においては、入試科目として

の情報の設定も望まれる。
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国際教育センタ--[こ関する研究費交付一覧

滋賀県立大学在外研修費交付一覧

-平成 19年度

種類 氏名 研修先 研修期間

長期 呉 凌非 アメリカ合衆国 平成19年7月20日
ニュー3-7州 '" 1 0月7日

短期 石田法雄 カナダ 平成19年8月2日
カルガリー市 '" 8月10日

アメリカ合衆国

川mニ7州
/¥' 07川市

短期 寄本明 タイ 平成19年10月18日
パタヤ市 '" 1 0月23日

文部科学省科学研究費補助金交付一覧

研 修 内 谷rチヲ

文法理論の研究はアナログ的な手法
からデ、ジタル的な手法に移行する流

れにあると考え、これまでに数々の
数学に見られる考え方を文法研究に
取り入れ、論文や学会で発表してき
たが、今回、理論研究が進んでいる
アメリカのニューヨーク州立大学で
関連分野の知識を勉強し、これまで
の考え方を検証、整理する。

国際真宗学会(カナダカルガリー市
にて開催)で論文を発表し、その後、
アメリカ・カリフオノレニア州スタン

フォード大学で CarlBielefeldt教授
と面談し、当大学仏教研究センター
で最近のアメリカにおける仏教研究
に関しての研修を行う。

アジアスポーツ医学会会議(タイに
て開催)へ出席し、現在取り組んで、い
る地域における運動によるヘルスプ
ロモーションに関する研究発表を行
う。さらに、アジアにおけるスポー
ツ医学研究の動向、運動による疾病
予防研究の状況を研修する。

-平成 19年度 (1件、合計 2， 600千円)

区分 氏 名 研 究 課 題 金

基盤研究 芳田哲也(代表) 現代日本人の水分摂取基準算定に関する調査的研究
(C) 寄本明

(他2名)
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支給額
(円)

1，467，960 

101，000 

101， 000 

額
(千円)

2，600 
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滋賀県立大学共同研究

-平成 19年度 (1件、合計 200千円)

共同研究先 氏 名 研究期間 研 究 課 題 支給額

(千円)

湖北電子(株) 寄本明 平成19年5月1S 「スト ック・ウォーキング」介護予防 200 
~平成20年3月31日プログラム適用調査研究(継続)
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平成 18年度短期在外研修報告

山本薫

研修課題:ケンブリッジ大学クレア・カレッジ図書館で資料収集の後、リヴァプール大学で開催され

るBritishAssociation ofVictorian Studiesの第 7回大会に出席する。

研修地:グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、

(ケンブリッジ市、ケンブリッジ大学;クレア・カレッジリヴァプーノレ市、リヴァプーノレ大学)

研修期間:平成 18年 8月 27日~平成 18年9月 13日(18日間)

研修内容:

British Association of Victorian Studies(以下 BAVSと略記)の第 7回年次大会は、 9月 7日から 9

日にかけてリヴァプール大学で、開催された。 BAVSは 2000年に発足したばかりの新しい学会である

が、 19世紀英国ヴィクトリア朝を軸とし、ますます学際化が進む現在の学問研究の多様なテーマに積

極的を積極的に取り上げている。扱う領域としては、伝統的な歴史研究や文学研究に加えて、今や主

流となった文化研究、美術研究、パーフォーマンス研究があり、言語芸術に偏らず、幅広く非言語芸

術もその対象としている。特に 2006年の年次大会はこれまでで最大の規模を誇り、領域横断的な内

容の研究発表が連日目白押しで、英国やアメリカ、カナダのみならず、 EUはもちろん、イスラエル、

ニュージーランド、台湾などから発表者が多数集まっていた。日本の発表者も多かった。今回の大会

のテーマは、‘VictorianCultures in Conflict'で、あり、ヴィクトリア朝のさまざまなテクストや現象を

「対立J関係から分析するもので、枚挙にいとまがないがほんの一部紹介すると、ジェンダー、科学、

階級、宗教、進化論、出版産業、犯罪、家族、社会主義、審美主義、舞台芸術、視覚芸術、オカノレト、

スピリチュアリズム、催眠術、ユートピアなどの問題が、都市/地方、大人/子供、美徳/欲望、聖

/俗、植民地/本国、過去/現在、文明/野蛮といった対立関係で論じられていた。ほとんどの研究

発表が明確な二項対立を軸に議論を進めていたため、時に単純化の傾向が見られないわけで、はなかっ

たが、全体として整理されていて理解しやすかった。一 日に 5つのセッションが平行して行われる中

での研究発表の数は相当なもので、聞を縫ってできる限り興味のある研究発表を聞いて回ったが、今

回最も刺激を受けたのは、昔からある正統派の作家による歴史的名著を新しい視点から読み直すか、

あるいは、伝統の影で埋もれてきたマイナーな作品を掘り起こし、新たな光を当てて分析しようとす

る、特に若手研究者たちの研究発表で、あった。実際、こういったいわゆる発掘作業はもう日本でもす

っかり定着していて特に珍しいわけではない。テクストに密着した伝統的な研究アプローチの場合、

ネイティヴの目線とネイティヴでない研究者の目線は微妙に(どころか時には随分)違うと感じさせら
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れることがあるが、本来主流や中心的位置からずれた研究材料(英文学の場合英国を中心とするなら)

や、埋もれたテクストの発掘作業に関しては、ネイティヴであろうとなかろうとある程度問題意識を

共有できるということを改めて感じさせられた。ただ、こういった文化研究のアプローチの場合、あ

らかじめ言いたいことやネタが決まっていてそれにあわせてテクストを調理するという(つまり、本当

にテクストをきちんと読んでいるかどうかがあやしいような)論文や研究発表も見受けられないわけ

ではない。しかし、今回逆に、マイナーな所謂「大衆人気小説」のおもしろさと歴史資料としての重

要性を痛感できたのは、やはり主流の大作家たちとマイナーな作家についてのトピックをバランスよ

く配置した今回の学会の構成によるところが大きいだろう。それによって、ディケンズやジョージ・

エリオットら従来のメジャーな作家とマイナーな作家の作品が相互に反響しあっているように感じら

れたので理解が深まったように思う。筋だけみると現代の感覚では吹き出してしまうようなメロドラ

マやセンセーション・ノヴェルといった文学史の中で埋もれたテクストを丁寧に「歴史化」するその

各発表者の手つきは見事だ、った。

研究発表の聞には、 「都市国家」としてリヴァプールの歴史的変遷をヴィクトリア朝時代から辿る

講演(‘Liverpool:culture and conflict in the Victorian city state')や、日本でも壁紙のデザインなどでよ

く知られているモリス(WilliamMorris)のデザインについてのスライドを駆使した講演が挟まれてお

り、これらは研究発表とは違って気楽に聞けて楽しめた。学会最後のディナーでもプロによるヴィク

トリア朝音楽の演奏があり、それらしい雰囲気に会場は包まれた。学会が終わって昼食後の“Heritage

Tour"で、は、工場や倉庫跡、ヴ、イクトリア時代から残る街並みなどをガイド付きパスで回った。学会

を通してリヴァプーノレ大学は、ヴィクトリア朝の産業・経済発展のプロセスにおいて重要な役割を果

たした都市リヴァプーノレという都市と、都市とともに発展してきた大学の魅力をうまくアピールして

いた。
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平成 19年度短期在外研修報告

石田法雄

研修課題:The 13th Biennial Intemational Association of Shin Buddhist Studies Conferenceでの論文

発表とスタンフォード大学での研修。

研修地 :カナダ、アノレバータ州・カルガリー市

アメリカ合衆国、カリフォルニア州パロアルト市

研修期間:2007年 8月2日"'8月 10日 (9日間)

研修内容 :

1 . 2007年 8月 2日中部国際空港を発ち、アメリカ合衆国、サンフランシスコ空港経由でカナ

ダ、カルガリー空港に到着した。空港で他の学会参加者達に出会し、グループに分かれタクシーでカ

ルガリー大学の寮に赴いた。寮でチェックインを済ませると、学会参加の前日受付が行われていたの

で、申し込みを済ませ、前もって提出された発表論文が纏められた冊子を受け取った。その後、寮の

部屋で発表論文の最終チェックをおこなった。

II. 8月3日から 5日までの3日間にわたりカルガリー大学、ローザセンターでThe13th Biennial 

Intemational Association of Shin Buddhist Studies Conferenceが開催され参加した。 Opening

Ceremonyで当大学の宗教学部の Dean等の歓迎をうけ、学会が開催された。学会のテーマは iNeither

Mo出 norLaypersonJで北米、日本、ヨーロッパ、ブラジル等から計 42名の発表があった。発表時

間は各自 45分与えられ、質疑応答には 15分与えられた。私は 8月 4日(土)の午前に“Amidaand the 

Time-Space Interforτnation in the Here and Now"のタイトルで論文を発表した。発表後 3点ばかりの

質問を受け、それについての討論が行われた。学会の終わりの Banquetでは、カナダ仏教団総長が参

加し、ローカルにおける仏教事情についての情報を得た。この度の大会では、大学院の学生の参加が

目立ち、若い研究者の発表が多くあった。学会中、希望者によるカナディアン・ロッキーを眺めなが

らの Banffへの一時のパスツアーが組まれていたので参加した。

m. 8月 6日、カリフオルニア州、パロアルト市スタンフォードにあるスタンフォード大学に移

動した。大学院時代の指導教員の一人である仏教学者で禅の専門家 CarlBielefeldt教授との面談を受

け、宗教学部に設けられた StanfordBuddhist Centerと大学図書館等を利用して最近の英文資料収集に

あたった。また同教授の TA(Teaching Assistant)とRA(Research Assistant)と共に漢訳仏典を読んだ

りした。 8月9日にサンフランシスコ空港を発ち、 10日朝帰国した。
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呉凌非

研修課題:デジタル文法論を探る

研修地: ニューヨーク州立大学 (StateUniversity of New York Stony Brook College) 

研修期間:2007年 7月 20日'"2007年 10月 7日 (80日間)

研修内容:

今回は 80日聞にわたりニューヨーク州立大学を中心に研修を行ってきました。研修課題は

デジタル文法論に関するものでした。デジタル文法論は文法研究に対し、言語現象の数量化モ

デルを探ることです。これまでは、私は動詞の分類に対し、 「周期j の概念を導入し、動詞を

「ゼロ周期動詞j、「単周期動詞J、「多周期動詞」に分けて、いろいろな言語現象を分析してき

ました。中国語の助詞 「的」に対し「集合j や「値域Jなどの概念を使いました。またアスペ

クトの分析にあたり「微分」、「積分Jの概念を導入しました。このように文法現象を分析する

際に、部分的には数量化モデルの応用は有効だと考えられます。しかし、考え方全体としては

理論的な裏づけが取れるかどうか探る必要があると思います。そのために、今回の研修を利用

し、 computationallinguistics分野の computationallexicologyおよび computational

semanticsを中心に資料を収集し、勉強してきました。 Computationallexicologyはおもに語

葉の意味を構成する意味素に関連する研究です。語棄の意味素を確立することで、辞書(おも

に電子辞書)を構築し、大型コーパスの構築にいたります。大型コーパスが構築されれば、大

量に蓄積された言語データから、統計などの手法を使い、さまざまな言語の数量化モデルの抽

出が可能になります。また、 computationalsemanticsはおもに言語に関連する知識表現

(knowledge representation)の手法、意味地図(meaningmap)の構築、意味空間(meaning

space)の確立、自動推理(automatedreasoning)などの内容が含まれています。この部分に関し

ては特に興味がもてたのが数量詞範曙(quantifierscope)の内容でした。この部分に関してはさ

らに深く研究していきたいと考えています。

今回の研修を通して、自分の専門分野の知識を広めたのみならず、さまざまな研究者と接す

ることで、関連知識をも身につけることができました。たとえば、ニューヨーク州立大学の

Peisen Huang 准教授から情報学分野のアナログとデジタルの考え方について聞くことができ

ました。PeisenHuang准教授によると、基本的には、アナログとデジタルという言葉は 「量」

という概念からみた情報の分類の仕方を表すものです。ものを 1つ、 2つのような個数、すな

わち離散量で量ったり(デジタル)、あるいはもの全体を一連の量、すなわち連続量で量った

り(アナログ)することができます。情報伝達の際、デジタル化された情報はアナログ情報よ

りはるかに伝達しやすいです。ピアノを運ぶに例えると、デジタル化はピアノを一定の大きさ

の部品に分解して、箱に入れて運べます。しかしアナログの場合は、そのまま運ぶので、部屋

のドアが小さければ、運びにくくなります。ことばもまた、語葉構成上の意味素のようなデジ

タル的な面と言語使用の際のメタファーのようなアナログ的な面とを両方持ち合わせていま

す。デジタルとアナログの考え方は言語分析にとって重要であると感じました。それもデジタ

ル文法論という名前を思いついた一因です。PeisenHuang准教授の話を聞いて、デジタルと

いう概念の本来の意味に対する理解をさらに深めることができました。

またいくつかの大学を訪問することで、アメリカの大学における教育の現状をすこし知るこ

とができました。 lつは、アメリカの大学は一生懸命に質のよい学生を探し求めています。そ

の質のよ い大学生たちが卒業しましたら、実績を上げれば、大学の宣伝効果が期待されるのみ

ならず、多くの場合、多額の寄付金をいただくことができます。ハーバード大学に勤めている

友人によ りますと、ハーバード大学が去年 1年間受けた寄付金は 300億ドルを超えているそ
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うです。ちなみにニューヨーク州立大学 StonyBrook校のキャンパス内の WangCentreも数

千万ドノレの寄付金によって建てられたものです。(写真 1) 

昨年から、滋賀県立大学でも学生支援センターという組織を作るという議論が学生支援セン

ター委員会で議論を重ねてきました。私も委員会のメンバーですので、訪ねた大学にも同じ組

織があるか探してみました。名前こそ違いますが、確かに学生支援センターのような組織が存

在していました。たとえば、 MITでは、名前は StudentServices Centerと言います。(写真

2) Stony Brookでは、名前は StudentActivity Centerといいます。(写真 3)いずれも大

学キャンパスの中心に位置し、大学生たちを大事にしていることが伺えます。また、学生たち

の活発さと活動力の高さにも感銘を受けました。このような活発な大学生たちの授業風景がど

のようなものか興味がありました。授業参観をしてみると(学生のふりをして授業を傍聴す

る)、姿勢や服装は様々ですが、私語をする学生は皆無でした。思ったより準かにまじめで、

勉強熱心でした。そしてアメリカの大学生たちに課されている課題の多さにも驚きました。

ほかにはアメリカ社会のいろいろな側面を観察し、さまざまな人と触れあうことができまし

た。国際化の最前線にあるニューヨークに滞在することで、真の国際化を体験し、自分の担当

している「異文化接触論」、 「現代生活論」、「ことばと人間」などの授業にとって、よい栄養剤

になったと思います。

最後に、今回のこの貴重な在外研修の機会を与えてくださった県立大学に感謝したいと思い

ます。

(写真 1 寄付金で建てられた WangCenter) 

(写真 3 Student Activity Centerが入って

いる建物)
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(前号以降)

著書、論文、発表、翻訳、その他(印刷物<監編修、教材、事典、書評、一般雑誌など>、

講演、社会活動、地域社会への参加・貢献など)

[石田法雄]

Hoyu Ishida:“The Seventh Step in This World of Duhkha: To Be in the World but Not of the 

World，" Academic Reports of the University Center for lntercultural Education， the Universi砂 of

ShigaPrφcture， No. 11， December 2006， 1-12 

Hoyu Ishida: Lecture ‘Japanese Culture and Religion，' Japan Center for Michigan Universities， 

Hikone， July 26， 2007 

Hoyu Ishida: Presentation ‘Amida and Time-Space Interformation in the Here and Now，' l3th 

Biennial Conference of the Intemational Association of Shin Buddhist Studies， Calgary University， 

Calgary， Canada， August 24， 2007 

石田法雄:講師「地域文化財の研究調査 多賀を世界に発信プロジェクト 」、多賀町生涯学習グ

ループ、多賀町教育委員会、 2006年3月22日、 12月l目、 12月14日、 2007年2月20日、 3月28日、 4

月18日、 5月30日

石田法雄 :講演 「ジョン・レノンー愛と平和J、放送大学特別講義、長浜文化芸術会館、長浜市、 2007年

2月10日

石田法雄:講師「英語で遊ぼう 」、子供を育む地域教育協議会推進事業に係る国際理解体験事業、

多賀町教育委員会、 2006年1月22日、 3月5日、 5月28日、 6月25日、 10月22日

石田法雄あなたが住んでいるから」、 『人と地域』心音第41号、滋賀県立大学外国人留学生有

志、 2007年6月

石田法雄今にとけこんでいる未来を生きる」、 『樹滴』、第59号、放送大学滋賀学習センター、

2007年11月5日

石田法雄:平成19年度長浜市国際化に対応する教育推進協議会委員長、長浜市教育委員会

石田法雄:財団法人国際仏教文化協会評議員・研究員

石田法雄:多賀町を紹介するプロジェクト 文化遺産、事業顧問

石田法雄:放送大学客員教授

[上村盛人]

上村盛人:論文「スイマーとしてのスウィンパーン」、 『溢賀県立大学国際教育センター研究紀

要』、滋賀県立大学国際教育センター、第11号、 2006年12月、 l3-22

上村盛人:翻訳 (共訳) ~ベイ シェ ンス 』 、 W.S .ギルパート著、渓水社、 2007年2月、 149
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Morito Uemura :川Diaphaneite':Pater's Enigmatic Term"， International Walter Pater Society 

Conference， Rutgers University， July 27-29，2006 

Morito Uemura : Conference Report， "'Diaphaneite': Pater's Enigmatic Term"， The Pater Newsletter， 

No. 51， Fa1l2006， pp.35・36

[小栗裕子]

小栗裕子:編著『高等教育における英語授業の研究一授業実践事例を中心に』、松柏社、 2007年

月 15日

小栗裕子:論文「英語習得において聴解力は読解力を助長するか:一年間の調査結果J、 『滋賀県

立大学国際教育センター研究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第11号、 2006年12月、 23-

32 

小栗裕子:Workshop.“English Speaking Activities." 第4回コミュニケーション英語教育セミナ

-J、滋賀県立大学国際教育センター主催、同交流センタ一、 2006年12月26日

小栗裕子:企画運営「第5回コミュニケーション英語教育セミナー」、滋賀県立大学国際教育センタ

一主催、同交流センター、 2007年8月7日、 8日、 9日

小栗裕子:Lecture & Workshop in English (9: 00-17 : 00) 実践的コミュニケーション能力養

成のための英語科授業力の向上ーコミュニケーション活動の指導から迫る授業改善の視点」、北

九州教育センター英語教員研修プログラム、 2007年8月17日

小栗裕子:企画と司会「授業学特別委員会特別企画一授業実践事例に学ぶ一J、第46回大学英語教

育学会全国大会、安田女子大学、 2006年9月6日

小栗裕子:大学英語教育学会関西支部事務局幹事

小栗裕子:大学英語教育学会「授業学特別研究委員会」関西支部委員長 (2004年9月一2007年9月)

[州ンYーウオlレト]

Walter Klinger:論文 "Kurosawa'sCensored Satori." Asian Cinema 17 NO.2， Fall/Winter 2006， pp. 

124-145 

Walter Klinger:論文 "SugataSanshiro's Satori." Academic Reports of The University Center for 

Intercultural Education， The University of Shiga Prefecture， No. 11. December 2006， pp. 33・52

Walter Klinger:ディスカッション rVOICEの活動と在住外国人市民」、聖泉大学、 2006年 12月2

日

Walter Klinger:英語教育学特講演 ACTIVITIESFOR THE EFL CLASSROOM. University of 

Tsukuba Foreign Language Center. March 5 -9 2007 

Walter Klinger:文部科学省検定済み教科書 ScreenplayEnglish Course II (その内担当:Topic 3: 

Human Rights: Driving Miss Daisy， pp. 69-99. Topic 5: Protection Under the Law: The Firm， pp. 

133-163). (株)スクリーンプレイ ISBN:978-4-89407-398-2. 2007年 3月 15日
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Walter Klinger:研究発表者司会&懇親会司会、映画英語教育学会第 13回大会、琉球大学、 2007年

5月 19日

Walter Klinger: Workshop.“English Speaking Activities." 第 5回コミュニケーション英語教育セ

ミナーJ、滋賀県立大学国際教育センター主催、同交流センター、 2007年 8月 7、8、9日

Walter Klinger:映画英語教育学会 ATEM.データーベース作成委員会&紀要投稿論文(研究論文)

の査読

Walter Klinger:彦根市外国籍市民施策懇談会委嘱予定委員 Hikone City Council of Foreign 

Residents 

[寺島姐子]

寺島姐子:論文「日本語音声構造と英語音声構造」、 『滋賀県立大学国際教育センター研究紀要』、

滋賀県立大学国際教育センター、第 11号、 2007年 12月、 53-63

寺島殖子:講演・実技指導「英語発音トレーニング講座」、 「第 4回コミュニケーション英語教育

セミナーJ、滋賀県立大学国際教育センター主催、同交流センター、 2006年 12月初日

寺島姐子:講演・実技指導「英語発音トレーニング講座J、 「第 5回コミュニケーション英語教育

セミナーJ、滋賀県立大学国際教育センター主催、同交流センター、 2007年 8月 7日、 8日、 9

日

[外狩章夫]

外狩章夫コンラッドの生きた三つの世界(2 )一「作家の世界J-J、 『滋賀県立大学国際教育

センター研究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第 11号、 2006年 12月、 65-73

[山本薫]

山本 薫:論文 IW陰影線』における超自然」、 『滋賀県立大学国際教育センター研究紀要』、滋賀

県立大学国際教育センター、第 10号、 2006年 12月、 75-86

山本 薫:翻訳(共訳) Wベイ、ンェンス』、 W.S.ギノレパート著、渓水社、 2007年 2月

[吉村淳一]

吉村淳一 :論文 I-/ichを語尾にもつ名詞派生の形容詞と付加語的 2格J、 『滋賀県立大学国際教育

センター研究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第 11号、 2006年 12月 25日、 87-100

吉村淳一 :日本独文学会データベース委員会委員

吉村淳一 :日本独文学会京都支部編集委員

吉村淳一 :京都ドイツ語学研究会会計担当
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[長島律子]

Ritsuko Nagashima : Bemanos lecteur de Michelet， Academic Reports of the University Center for 

lntercu/tural Education， the University ofShiga Prefecture， No.ll， December 2006， 101・115

[地蔵堂貞二]

地蔵堂貞二:論文「レニングラード紗本『紅楼夢』の言語J、 『滋賀県立大学国際教育センター研

究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第11号、 2006年12月、 117・134

地蔵堂貞二:論文「レニングラード本『紅楼夢』に見られる南方方言について」、 『中国語学Jl254、

199-219、2007年10月、日本中国語学会

地蔵堂貞二:学会発表「レニングラード本『紅楼夢』に見られる指示代詞‘只'をめぐって」、第

22回中国近世語学会研究総会、 2007年6月3日、愛知大学車道キャンパス

地蔵堂貞二:講演「中国白話小説の作者とことば一『西遊記』と『金瓶梅』を中心に一」、滋賀県

立大学春期公開講座、 2007年6月9日

地蔵堂貞二:日本中国語検定協会評議員

[呉凌非]

呉 凌非:論文「中国語文型“動調+了+x+了"について」、 『滋賀県立大学国際教育センター研

究紀要』、滋賀県立大学国際教育センタ一、第11号、 2006年12月、 pp135-146

呉 凌非:学会発表「微積分と中国語のアスペクト」、言語処理学会、 2006年 3月 16日、慶臆義

塾大学

呉 凌非:学会発表「微釈分与訳i吾的遊行吋恋」、第 5回国際漢語教学学会、 2006年 8月 8日、上

海復旦大学

呉 凌非:学会発表「“動詞+了十x+了"文型に見る動詞の最大周期と最小周期」、 2006年 10月

29日、愛知県立大学

呉 凌非:第 13回自治労連全国囲碁将棋大会・囲碁の部近畿ブロック代表 団体優勝、 2006年 7

月 8日

呉 凌非:第 13回滋賀青年の翼・事前語学研修講義、 2005年 11月 13日

呉 凌非:滋賀青年洋上大学・事前研修会講義、 2006年 8月 19日

呉凌非:滋賀青年洋上大学・事前研修会講義、 2006年 8月 25日

[亀田彰喜]

亀田彰喜・他 7名:著書「情報問題研究のあり方を問う」、晃洋書房、 2007年 6月

亀田彰喜:論文「ネットワークにおける個人情報保護の施策」、 『滋賀県立大学国際教育センター研

究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第 11号、 2006年 12月、 147・159

亀田彰喜:論文「個人情報の保護の施行後における諸問題」、情報問題研究、第 19号、 2007年 6
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月、 67-82

亀田彰喜:米原市個人情報保護審議会委員

[宮城茂幸]

但吉正英、宮城茂幸、谷口義治信号比を用いたブラインド、画像分離法の拡張」、画像の認識・理

解シンポジウム (MIRU2007)予稿集、広島市立大学、 2007年 7月 30-8月2日、 564・569

宮城茂幸、富永昌治確率パターンマッチングによる顔検出器の性能評価」、 『滋賀県立大学国際

教育センター研究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第 11号、 2006年 12月、 161・168

宮城茂幸、富永昌治:発表「確率パターンマッチングによる顔検出器の'性能向上の試みj 、信学技法、

SIP2007-8、2007年 4月、 43-48

宮城茂幸:電子情報通信学会 2007年度デ、イジタル信号処理研究専門委員会委員

宮城茂幸:システム制御情報学会 2007年度事業委員

宮城茂幸:滋賀県高度情報化推進会議運営委員会委員

宮城茂幸:びわ湖情報ハイウェイ再構築・運用保守委託業務提案評価委員会、滋賀県庁、 2007年 8

月 10日

宮城茂幸:電子情報通信学会 SpecialSection on Signal Processing for Audio and Visual Systems and 

Its Implementations英文論文小特集編集委員会編集委員、 2007年 6月一2008年 3月

[岡本進]

岡本 進:論文「高年女性の身体活動量と体力に関する研究」、 『彦根論叢』、滋賀大学、第364号、

2007年l月、 155-165

岡本進、坂手誠治、田中 孟、市橋正昭、平野十九蔵、吉}11周冶、古野宏、樫迫恒之:発表

「滋賀県におけるニュースポーツを通じた健康づくりの試み ディスコンの普及活動と今後の課

題一」、第37回滋賀県公衆衛生学会、滋賀県立県民交流センター、 2007年2月15日

岡本 進:講演「運動と心拍数一心拍数からみた各種スポーツの運動強度 」、滋賀県レイカディ

ア大学選択講座、 2007年1月9日(草津校)、 2006年11月15日(米原校)

岡本 進:講演「運動とからだの仕組み」、滋賀県レイカディア大学選択講座、 2006年10月23日

(草津校)、 2007年2月28日(米原校)

岡本 進:講演「ニュースポーツ概論一高齢社会におけるニュースポーツの役割一」、滋賀県レイ

カディア大学選択講座、 2007年5月10日(草津校)、 2007年6月26日(米原校)

岡本 進:講演「ニュースポーツのプログラム 学習発表会にむけて 」、滋賀県レイカディア大

学選択講座、 2007年5月15日(草津校)、 2007年6月19日(米原校)

岡本 進:講演「あなたの体力年齢は?一自分自身の身体を知ろう一」、淡海生涯カレッジ彦根校、

2007年6月30日

岡本 進:滋賀県トランポリン協会副会長
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岡本進:滋賀県デ、イスコン協会顧問

岡本 進:滋賀県スポーツ振興審議会委員

[寄本明]

寄本 明(主婦の友社編集著書「内蔵脂肪をぐんぐん減らす知恵とコツJ、主婦の友社、

2006年11月、 40-41

中井誠一、寄本 明、芳田哲世編著:著書「高温環境とスポーツ・運動」、篠原出版新社、

2007年9月

Akira Yorimoto， Naoko Nishikawa and Seiji Sakate :“The Danger of Dehydration and 

Heatstroke in the Walking of Middle-aged and Elderly Persons in the Summer"， 

Jpn.J.Phys.Fitness sports恥1ed.，55 Suppl.， 2006， 75・80

Tetsuya Yoshida， Hiromi Shinya， Seiichi Nakai， Akira Yorimoto， Taketoshi Morimoto， Tohru 

Suyama and Masao Sakurai :“Genomic and Non-genomic Effects of Aldosterone on the 

Individual Variation of the Sweat Na+ Concentration during Exercise in Trained Athletes"， 

Eur. J. Appl. Physiol.， 98， 2006，466-471. 

坂手誠治、寄本 明:論文「運動介入による体重およびウエスト値減少者に見られる歩行状況

の特徴」、 『ウォーキング研究』、第10号、 2006年12月、 119-123

坂手誠治、寄本 明:論文「地域におけるウォーキングを主体とした健康教育の効果」、 『滋

賀県立大学国際教育センター研究紀要』、滋賀県立大学国際教育センター、第11号、 2006年

12月、 169-175

中井誠一、新矢博美、芳田哲也、寄本 明、井上芳光、森本武利:論文「スポーツ活動および

日常生活を含めた新しい熱中症予防対策の提案一年齢、着衣及び暑熱順化を考慮した予防指

針一、 『体力科学』、第56巻第4号、 2007年8月、 437-444

寄本 明:発表「実験データに基づいたWBGT指針およびその他熱中症認知に関する課題J、

第2回熱中症予防研究会、 FKビノレ丸の内エデ、ワケーションスタジオ、 2006年11月3日

寄本 明:発表 rWBGTを指標とした身体活動時の生体応答と熱中症予防策j 、人間・生活環

境系学会第30周年記念シンポジウム、横浜国立大学教育文化ホール、 2006年12月3日

坂手誠治、寄本 明:発表「地域でのウォーキングプログラムにおけるセルフモニタリングの

有用性j 、第21回日本体力医学会近畿地方会総会、関西医科大学付属枚方病院講堂、 2007年

l月27日

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ、水谷名、岩田吉永、山岡健一、倉上茂、夏原善治、布施治

美:発表「メタボリツクシンドロ ームおよび介護予防としてのストック・ウォーキング導入

の可能性一産学官連携の取り組みからの検討ーj 、第37回滋賀県公衆衛生学会、ピアザ淡海、

2007年2月15日

坂手誠治、寄本 明:発表「地域でのウォーキングプログラムにおけるセルフモニタリングの
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有用性J、第37回滋賀県公衆衛生学会、ピアザ淡海、 2007年2月15日

寄木 明、坂手誠治、山本和代、野依恵子、岡部沙織、布施治美、夏原善治、田中 充:発表

「地域におけるウォーキング・プログラムの形成とその継続化への試み 東近江市愛東地区

での 3年間の実践 J、第46回日本公衆衛生学会近畿地方会、大阪国際交流センター、 2007

年5月24日

坂手誠治、寄本 明:発表「地域におけるウォーキング・プログラムの形成とその継続化への

試みープログラム終了後の運動習慣継続状況調査からの検討ー」、第46回日本公衆衛生学会

近畿地方会、大阪国際交流センター、 2007年5月24日

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ、水谷名、岩田吉永、山岡健一、倉上茂、夏原善治、布

施治美:発表「産官学連携によるストックウォーキングを用いた生活習慣病および介護予防

の試み」、第11四日本ウォーキング学会大会、東京都杉並区勤労福祉会館、 2007年6月23日

岩田吉永、山岡健一、寄本 明:発表「中高年者に適したウォーキング用ストックの開発」、

第11回日本ウォーキング学会大会、東京都杉並区勤労福祉会館、 2007年6月23日

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ、夏原善治、布施治美:発表 i6ヶ月間のストックウォーキン

グおよびノーマルウォーキングが血液性状・形態・機能に及ぼす影響」、第11回日本ウォー

キング学会大会、東京都杉並区勤労福祉会館、 2007年6月23日

水谷名、分木ひとみ、寄本 明:発表「ストックウォーキングの筋電図解析、ストック使用

が歩行時の筋活動に及ぼす影響」、第11回日本ウォーキング学会大会、東京都杉並区勤労福

祉会館、 2007年6月23日

分木ひとみ、寄本 明、坂手誠治:発表「呼吸筋力と運動機能との関係、」、第11回日本ウォー

キング学会大会、東京都杉並区勤労福祉会館、 2007年6月23日

寄本 明:発表「スポーツ・労働時における熱中症発生の危険性 WBGTからの検討ー」、熱

中症シンポジウム inKusatsu 2007、クサツエストピアホテル、 2007年7月l日

新矢博美、中井誠一、芳田哲也、寄本 明:発表「水泳練習時の発汗量と環境温度の関係一高

校水泳選手を対象として 」、第21回運動と体温の研究会、ノースアジア大学、 2007年9月

13日

中井誠一、南利幸、芳田哲也、寄本 明:発表「草津市における熱中症発生の実態J、第21回

運動と体温の研究会、ノースアジア大学、 2007年9月13日

分木ひとみ、寄本 明、坂手誠治:発表「高齢女性における転倒リスクと足踏みテストの関

係J、第62回日本体力医学会大会、ノースアジア大学、 2007年9月14-16日

坂手誠治、寄本 明:発表「労働者の体力傾向と体力評価基準値作成の試み」、第62回日本体

力医学会大会、ノースアジア大学、 2007年9月14-16日

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ:発表「積極的介入期と自立期を設けた6ヶ月間運動支援プロ

グラムの検討」、第62回日本体力医学会大会、ノースアジア大学、 2007年9月14-16日

寄本 明:記事「健康づくりは運動から」、 『広報ひこね』、彦根市、 2006年10月1日、 4頁
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寄本 明:講演「生活習慣病予防のための運動」、淡海生涯カレッジ彦根校理論学習講座、滋

賀県立大学、 2006年10月7日

寄本 明:講演 「子どもの体力・親の体力ーその現状と課題一」、彦根市立城北幼稚園講演会、

彦根市立城北幼稚園、 2006年11月21日

寄本 明:講演「生活習慣病・メタボリツクシンドローム予防のための運動」、生活習慣病予

防教室、安土町保健センター、 2007年3月22日

寄本 明:講演「命生き活き、ウォーキングで生活習慣病・メタボリツクシンドローム予防」、

おおっ熟年大学、大津市生涯学習センター、 2007年6月14日

寄本 明 :TV出演スーパーモーニング、スパモニ実験隊:検証・熱中症の恐怖」、テレビ

朝日、 2007年6月20日

寄本 明:講演「運動医学の基礎・健康づくりと運動」、安土町・日野町・竜王町健康推進員

養成講座、竜王町勤労福祉会館、 2007年9月6日

寄本 明:講演「運動医学の基礎・健康づくりと運動」、東近江市健康推進員養成講座、東近

江市みすまの館、 2007年9月12日

寄本 明:講演「健康づくりと運動」、甲賀市健康推進員養成講座、甲賀県事務所、 2007年9

月21日

寄本 明:講演「運動と健康について」、彦根市健康推進員養成講座、彦根市福祉保健センタ

一、 2007年10月4日

寄本 明:事業協力「東近江市国民健康保険ヘルスアップρ事業J、東近江市、 2006年7月一

2007年3月

寄本 明:事業協力「彦根市国民健康保険ヘルスアップ事業J、彦根市、 2006年8月一2007年3

月

寄本 明:日本体力医学会評議員

寄本 明:日本体力医学会近畿地方会幹事

寄本 明:日本運動生理学会評議員

寄本 明:日本生気象学会評議員

害本 明:日本生気象学会熱中症予防研究委員会委員

寄本 明:日本ウォーキング学会諮問委員会委員

寄本 明:京都体育学会理事

寄本 明:草津市熱中症予防対策に関する研究会委員
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1 はじめに
昨年度に引き続き，平成 18年度も自己評価委員会の形式に従ったアンケートを実施したので，そ

の結果を報告する.科目全体の傾向を調べるため，個別クラスの評価ではなく，年間を通じ科目全体

の結果を合わせて集計を行った.

全体の結果を見ると，傾向としてはほぼ例年と同じ結果が得られている.しかし英語系列において

は，総合評価等において昨年度の結果より 3ポイント程度評価が向上している.とれは単発的な事象

であるか，継続的な傾向であるかは現段階では不明であるが，今後ともアンケート結果を通じ推移を

見守って行きたい.

アンケー‘トの設聞は 15問あり，そのうち 1から 12までは共通の設問である.13から 15までが各科

目において自由に設定できる追加質問用に割り当てられている.以下に質問内容を示す.

- あなた自身の取り組み方について

(1) この授業にどれだけ出席しましたか.

(2) 予習・復習に毎週どれだけの時間を使いましたか.

・授業の内容について

(3) 興味のもてる内容でしたか.

(4) 内容は理解できましたか.

(5) 授業で扱った内容をより深く学びたい気持ちになりましたか.

(6) この授業は，履修の手引きと内容が一致していましたか.

・教員の教え方について

(7) 教員の声の大きさや話し方は，適切でしたか.

(8) 黒板やスクリーンの文字や図は，わかりやすいものでしたか.

(9) テキストや配布資料は，わかりやすいものでしたか.

(10)教員は，受講者の様子に注意しながら授業をしていましたか.

(11)質問への対応は，適切で、したか.

・総合評価

(12)との授業の総合評価は，どの程度になりますか.

・予備欄(追加質問)

(13)----(15) 

以上の設問に対する回答はすべてマークシート方式で行われた.(1)の設問に対しては選択肢として，

1 : 4回以上欠席， 23回欠席， 32回欠席， 4 1回欠席 5 すべて出席，の 5つを， (2) 

の設問に対しては選択肢として， 1 : 0時間， 2 : 0 ----1時間， 3 : 1 ----2時間， 4 : 2----3時間，
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5:3時間以上，の 5つを， (3)~ (1 5)の設問に対しては選択肢として 1 全くそう思わない， 2 

あまりそう思わない 3 どちらともいえない 4 ややそう思う 5 強くそう思う，の 5つを

用意した.

2 英語
英語授業に対する〈学生たち自身の取り組み方について)を分析してみると，全受講生の 68%が授

業に「すべて出席」したか 11回欠席」したという回答であった.欠席 3固までを許容範囲とするな

らば 91%の高出席率で、あった(質問 1) . しかし前回の平成 17年度後期のアンケート結果より約 3

ポイント下がっている予習復習に毎週どれだけの時間を使ったかJという質問 2には 13時間以

上」と 12~3 時間」 を合わせて 12 時間以上」と見なせる人が 5% と少数で、あったのに対して 1 0

時間」と 10 ~ 1時間j とを合わせて 11時間以下Jと見なせる人は， 77%に上ることがわかった(そ

れでも前回より約 2ポイント減少した) • 

(授業の内容について)は，およそ 55%の人たちが「興味の持てる」内容であったと答えていて(質

問3)，前回より 6ポイント増えている.また， 57%の人がだいたい内容が理解できていると答え(質

問4) ，こちらも前回より 3ポイント増えた.さらに「より深く学びたい気持ち」になった人(質問

5)が，およそ 43%で，前回より 5ポイント増えていることがわかった. 1 ~履修の手引き』と内容

が一致していたか」を問う質問 6に対してはそう思う」人が 9ポイントも増えたが，それで、も約

46%と半数以下にとどまった.

(教員の教え方について〉は，まず声の大きさや話し方J (質問7)は 66%の人が適切であっ

たと評価している(前回より約 4ポイント増). 1板書やスクリーンの文字やI@J (質問 8) につい

て，わかりやすかったと答えた人が約 5ポイント増えたが，それでもやっと半数である (49%) .ま

たテキストや 配 布 資 料」について尋ねると(質問 9) ，適切だ、ったという回答が 52% (前回より

7ポイント増)であった.教員が 「受講者の様子に注意していたか」という質問 10には， 55%の人が

「注意しながら授業をしてj いたと答えており(前回より約 3ポイント増) ，質問への対応について

(質問 11) は適切」であったという評価が 52%(前回より約 6ポイント増)であった.最後に授

業の(総合評価)をたずねてみると(質問 12) ， 58%の人が良かったという回答で、あった(前回より

約 3ポイント増) . 

上記の結果から，担当教員は前回同様，受講生の出席率は高いけれども予習・復習にかける時間は

多くないことを再認識して授業に臨む必要があるといえよう.また声の大きさや話し方」は 3人

のうち 2人が適切であると認めているものの， ~履修の手引き』と内容が一致しているという評価は

50%を下回っていた.この点については，担当者の側でさらなる対応が求められるところであろうか.

なお，前回の数字と比較してみて今回は，質問 3 から質問 12 の各項目について 3~9 ポイントの幅で

向上しているという，注目すべき事実がわかった.これは，今回の学生が前回の学生たちよりも甘く

評価したためなのか，あるいは担当教員側がそれだけ努力したからなのか定かではないが，今後を見

守りたい.
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表 1英語の集計結果

選択肢 選択肢

設問 2 3 4 5 設問 2 3 4 5 

全体 8.9% 10.3呪 13.2呪 22.6% 45 .00/~ 全体 2.1 % 5.7% 25.8% 42.6% 23.7% 

環境 10.3% 12.2% 14.4明 23.6% 39.6% 環境 2.6明 5.1% 27.7% 44.0% 20.7% 

人文 11.2% 13.9% 15.6呪 23.0% 36.2% 7 人文 1.3% 5.9% 21.4% 42.2% 29.2% 

工学 8.4% 6.2% 11.7呪 16.7% 56.9% 工学 3.4% 6.0% 32.1明 41.2呪 17.3% 

看護 2.0% 5.2号i 8.4% 29.2% 55.2% 看護 0.8% 6.4% 20.7% 42.6呪 29.5% 

全体 20.1% 56.4% 18.4% 2.6% 2.4% 全体 2.0% 7.9% 41.3% 32.6% 16.2% 

環境 25.0% 58.1% 12.5呪 2.6% 1.9% 環境 2.4% 9.7号i 41.4% 33.9% 12.6% 

2 人文 18.1% 53.0% 22.0呪 2.7% 4.2% 8 人文 0.8% 7.0% 34.l% 37.5% 20.6% 

工学 20.9% 60.2% 15.8呪 1.9% 1.2% 工学 2.9% 7.7呪 51.2% 25.1呪 13.2% 

看護 12.5% 53.6% 28.2呪 3.6% 2.0% 看護 2.4似 6.0% 39.8% 32.3呪 19.5% 

全体 2.5% 7.9% 34.9呪 43.0明 11.6% 全体 1.7% 5.9% 40.9呪 36.6呪 15.0% 

環境 2.6% 9.5% 32.7呪 44.8% 10.4% 環境 2.2似 6.2% 42.4% 36.5% 12.7% 

3 人文 1.7% 7.8% 35.0% 42.6% 12.9% 9 人文 0.6呪 5.1 % 36.0% 40.7% 17.6% 

工学 4.1 % 7.9% 41.1呪 36.4号i10.5% 工学 2.2呪 7.9% 48.3% 28.7呪 12.9% 

看護 1.6% 4.8% 29.l% 51.0% 13.5呪 看護 2.0% 3.2% 35.5% 41.0% 18.3% 

全体 1. 7% 7.0呪 34.3% 46.6% 10.4呪 全体 2.4% 7.1% 35.6% 36.3% 18.6% 

環境 1.6% 9.0% 34.6呪 45.0% 9.9% 環境 2.9% 8.6% 36.6% 37.7呪 14.1% 

4 人文 0.6% 4.9% 31.4呪 52.3% 10.8% 10 人文 0.6% 6.1 % 31.6% 36.0% 25.8% 

工学 3.3% 9.8% 40.7% 37.8% 8.4% 工学 4.1呪 8.9% 45.5呪 29.9呪 11.7% 

看護 1.6% 2.4% 29.1% 52.6% 14.3呪 看護 2.0呪 2.8% 25.5% 44.6% 25.l% 

全体 3.2呪 9.6% 44.0% 31.8% 11.5% 全体 1.6呪 4.2呪 42.l% 35.7% 16.5% 

環境 3.3呪 10.1% 44.6% 31.1% 11.0% 環境 1.8% 4.1 % 44.8% 36.1% 13.3% 

5 人文 2.3% 10.6% 40.5% 33.5% 13.1% 11 人文 0.4% 4.0% 37.7% 37.0% 21.0% 

工学 4.5呪 9.6% 48.3% 26.8明 10.8% 工学 2.4% 6.5ちi 46.9% 31.1% 13.2% 

看護 2.8% 6.4% 42.6% 37.8% 10.4% 看護 2.0% 1.2% 37.2% 40.0% 19.6% 

全体 1.4似 3.7% 49.1似 33.2% 12.5呪 全体 1. 9% 5.3呪 35.1呪 41.5% 16.2% 

環境 1.6% 4.6% 51.9呪 30.3% 11.5% 環境 2.1% 6.0呪 37.3呪 40.3% 14.3% 

6 人文 0.2% 2.1% 46.0呪 37.6% 14.1% 12 人文 1.6% 4.7呪 30.6% 42.8% 20.3% 

工学 3.1呪 6.0% 51.9% 28.0% 日.0% 工学 1. 7% 7.3% 41.6% 35.7% 13.7% 

看護 0.8% 1.6% 44.6% 39.0% 14.l 0/1 看護 2.4% 2.0呪 28.9呪 51.0% 15.7% 
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3 第 2外国語

項目ごとにコメントする.

・ 学生自身の取り組み方について

選択必修科目であるためと思われるが，出席率は極めて高い(設問 1:年間 26田中，欠席回数が 2

回までのものが全体の 78.8%) ものの，予習・復習に当てる時間は非常に少ない(設問 2:1時間未満

が 72.4%， うち全くしないが 18.8%) .ただ，予習・復習に 12"-'3時間J， 13時間以上Jを割く熱

心な学生も 2.5%ではあるが存在する.

・ 授業の内容について

設問 3(興味のもてる内容でしたか) ，設問 4 (内容は理解できましたか) ，設問 5(授業で、扱った

内容をより深く学びたい気持ちになりましたか)では強くそう思う J 1ややそう思う Jと答えた

学生は各々64.5%，46.8%， 52.1 %であったが，設問4では 19.5%，約 2害IJの学生が「内容が(あまり

又は全然)理解できなかった」と答えていることに留意する必要があろう.

・ 教員の教え方について(設問 6"-'11) 

総じて学生の評価は高いが，板書やテキスト・配布資料のわかりやすさ(設問 8，9) は他の項目に

比べ，評価はやや下がる(1強くそう思う J 1ややそう思う」と回答した学生は各々63.8%，63.9%) . 

・総合評価

「非常に良しリは 23.7%， 1良し、Jは 50.1%， 1普通」は 22%， 1あまり良くなしリは 3.8%， 1良

くない」は 0.4%で、あった.この数値をどうみるかは，先生方にお任せする.

表 2 ドイツ語の集計結果 表 3フランス語の集計結果

選択肢 選択肢

2 3 4 5 2 3 4 5 

11.3% 6.4% 11.3% 20.2呪 50.7% 12.8% 21.1 % 11.0呪 24.8% 30.3% 

2 24.6% 60.4% 12.1呪 1.1呪 1.8呪 2 11.2% 61. 7% 23.4呪 1.9% 1.9% 

3 2.1 % 2.8呪 20.8% 56.2% 18.0% 3 3.7呪 10.1 % 35.8% 45.0% 5.5% 

4 1.8呪 8.8呪 32.5呪 50.2% 6.7呪 4 11.0% 25.7% 32.1% 30.3呪 0.9% 

5 2.5今i 5.3% 33.6% 43.1呪 15.5% 5 7.3% 13.8% 40.4呪 35.8呪 2.8% 

設 6 1.1呪 1.8% 43.3% 35.8% 18.1 % 
圭E又凡

6 0.9% 2.8呪 51.4% 33.0% 11.9% 

問
7 1.4 % 1.4% 17.0% 44.2% 36.0% 問

7 3.7% 12.8% 22.9呪 45.9% 14.7% 

8 1.4呪 4.9% 27 .2% 36.7% 29.7% 8 4.6呪 16.5% 35.8呪 31.2% 11.9% 

q 1.1呪 1.8% 23.3呪 43.1呪 30.7% 9 1.8呪 11.0% 35.8% 33.9% 17.4% 

10 0.7% 2.8% 19.1呪 42.8% 34.6% 10 0.9% 6.4% 34.9呪 45.0% 12.8% 

11 0.7% 1.1% 23.6呪 41.1% 33.6% 11 0.9% 2.8% 38.5呪 41.3呪 16.5% 

12 0.7% 1.1% 19.6% 51.6呪 27.0% 12 0.9呪 11.9% 33.0% 43.1明 11.0% 
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表 4中国簡の集計結果 表 5朝鮮鰭の集計結果

選択肢 選択股

2 3 4 5 2 3 4 5 

7.2呪 9.0呪 17.7% 21.5% 44.6o/cJ 10.2% 6.8% 15.3% 18.6% 49 .2 o/~ 

2 31.0呪 60.7呪 5.7呪 0.5呪 2.1o/cJ 2 8.5呪 31.4明 9.3呪 0.8呪 0.0判

3 1.0% 4.8呪 37.2呪 45.9% 11.0o/cJ 3 0.0% 1.7呪 22.0% 54.2呪 22.0呪

4 2.8% 17.7% 40.0呪 34.6% 4.9o/cJ 4 0.0% 10.2% 30.5呪 45.8% 13.6% 

5 2.3呪 10.3呪 45.9% 29.5% 12.1o/cJ 5 0.0% 3.4% 27.1% 50.8呪 18.6呪

E生 6 0.0呪 0.5% 44.6% 40.4% 14.5o/cJ E宣 6 0.0% 0.0% 28.8呪 37.3% 33.9呪

問
7 0.3% 2.8呪 19.7呪 46.7% 30.5o/cJ 問 7 0.0% 0.0呪 5.1% 30.5% 64.4呪

8 1.3呪 13.6呪 32.6% 32.8呪 19.7o/cJ 8 0.0% 1.7似 5.1呪 40.7% 52.5% 

g 1.3呪 7.7% 33.1呪 39.7呪 18.2o/cJ 9 0.0呪 1.7呪 25.9% 43.1 % 29.3% 

10 0.3% 3.3% 30.3% 43.6% 22.6% 10 1.7% 0.0% 20.3% 45.8呪 32.2% 

11 0.0呪 1.8% 32.9% 39.3呪 26.0o/d 11 1.7% 0.0% 11.9% 42.4% 44.1 % 

12 0.0% 2.3% 28.5% 48.6呪 20.6o/d 12 0.0% 0.0呪 6.9呪 56.9呪 36.2% 

4 情報処理

2003年 4月から文部科学省の指導要領に普通高等学校にも，教科["，情報」が必修として導入された.

このような高等学校での教育状況を前提に，大学において，これまでに実施してきたリテラシーを中

心とした情報処理教育に対し， 2006年度以降に入学して くる学生に対して情報教育は如何にあるべき

かが求められる.本学では 1回生前期の情報処理演習 Iで本学の情報システムの扱いや，基本的な

情報のリ テラシーを習得させ，情報ネ ットワークの基本を習得させたうえで，昨年度からは図書の検

索システムについて図書の職員に指導していただいている.それは高学年で，専門的な研究やレポー

ト作成に情報検索の手法が必要されるためである.さらに，卒業論文の作成に際しては，専門図書の

情報検索や研究論文の検索も必要となるからである.前期の授業で，このように情報リテラシーや図

書や研究論文の検索とと もに，Webやメールなどを習得したう えで，レポートや論文を作成するため

の基礎についても教育している.

なお，情報のアンケートの追加質問としては，下記の項目を用いた.

(13) 授業の内容はあなたにとって有意義だと思われますか.

(14) 授業で学んだ技術は就職の際に役に立っと思われますか.

(15) 情報専門のコース，専攻，ゼミ等があれば進学あるいは受講したいですか.
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情報処理演習 I

この科目は免許法施行規則 66条の 6に定める科目であるため，教員免許を取得するためには必ず履

修しなければならない必修科目である.この授業では，本学の情報システムを今後 4年間利用するた

めのパスワードの設定と，図書情報の検索とインターネ ットよる将来の専門教育のための情報検索を

習得させている.この情報処理演習 Iでは高年次で開講される講義や演習及び実習に必要とされる情

報技術，すなわち， Webプラウザの操作と活用，電子メール，文書処理などを MSWindows環境で習

得させる.このように基礎を習得した上で，情報リテラシーや図書や研究論文の検索とともに， Web 

やメールなどを習得し，高学年でレポートや論文を作成するための基礎についても指導している.こ

のように，大学で学問をしていく上で，情報処理のリテラシーを習得しておくことは今や必須である.

しかし，前述のように，中学校，高等学校で情報教育が導入された今日において，大学における情

報教育もそれを前提にした情報教育を検討しなければならない.そのようなことから，この情報処理

演習 I必修 1単位の科目について，名称変更を検討している.新しい科目名称としては，情報処理ま

たは情報リテラシーとし，必修2単位とすることを検討中である.

情報処理演習 Iのアンケートの結果を図 lに示す. 1回生の前期で入学したばかりであるため，授

業の出席率は高い.また，授業に対する興味は， MS Windows環境におけるコンビュータの基本構成や

基本操作に始まり，コミュニケーションツーノレとしての電子メールや情報検索ツールとしてのインタ

ーネットの活用法を学ぶため高い.授業内容の理解についても，高等学校情報の基礎教育を受けてい

ることから授業内容の理解も早い.教員の声の大きさや黒板やスクリーンの文字などについて，ある

いはテキストや配布資料についてもわかりやすいとの結果である.

受講者の様子に注意しながら授業していたかについては少し評価は低い.授業の内容はあなたにと

って有意義だと思いますかと，授業で学んだ技術は就職の際役に立っと恩われますかについては強

くそう思う」とややそう思う」とを合わせると， 80%近くになる.

この情報処理演習 Iの授業は，高年次における講義，実験及び演習，あるいは特別研究などで必要

とされる文書処理や表計算についての基礎を習得するため，重要な科目でもある.

情報科学概論

1回生後期の情報科学概論必修2単位のこの科目も，前期の情報処理演習 Iと同様，教員免許を取

得するためには必ず履修しなければならない必修科目である.この科目においては，論文作成のため

の基本や，統計処理，データ処理，プレゼンテーション， Web関係などと，各学部各学科に即した内容

を少し取り入れている.インターネットや電子メールなどの情報技術の基本的な技術の習得の下に，

さらに高年次での講義や演習及び実習で必要となるデータ処理の手法について学ぶ.特にレポート作

成や研究活動に必要なデータ処理について，表計算ソフトを利用して関数による計算処理や統計的な

技法やプレゼンテーション等について学ぶ.

工学部では他の 3学部とは全く異なり， Unix系オペレーティングシステムの一種である Linuxによ

って， CUIによるコンピュータの利用方法に対する理解を深めることを目的として，コマンドラインに

一204-



平成 18年度授業アンケート報告

よる操作，文書フォーマッタによる文書処理 (LaTeX)を習得し，シェノレプログラミングの基礎を通し

てのデータ処理の手法を習得する.ここでは Linux環境を利用しているが，どの Unix系オベレーティ

ングシステムでも共通に利用できる技術の習得を目指している.

情報科学概論のアンケート集計結果を図 2に示す.この科目の出席状況については必修科目のため

比較的出席率は高い.しかし，授業に対する予習・復習については演習科目であることもあり，半数

程度の学生はやっていない.また，この科目に対しての興味に関しては「強くそう思う」と「ややそ

う思う Jを合わせると 60%以上の学生が興味をもっていると答えている.それは，今日のようにイン

ターネットが普及し，社会の情報化が進展する中で，学生も情報技術が必要であると認識しているた

めであろう.

授業の内容の理解については，前回のアンケートと同様に，約半数の学生がある程度理解できたと

の結果であるが，更に，理解を深めるためには，授業内容の工夫が必要であろう.また情報の授業に

ついてさらに深く学びたいか，については半数弱の学生が，さらに学んでみたいと答えている.

教育の指導に関して，教員の声や話し方などは，約 60%弱の学生が適切で、あったとし，黒板やスク

リーンを使つての指導については，ほとんどの教員の端末画面をスクリーンに投影しているため，過

半数の学生がわかりやすいとのことである.投影の手法によっては文字や図が見えにくい場合もある

と思われる.テキストや配布資料についても 60%以上の学生が適切と答えている.教員の学生への授

業の対応については，学生の様子に注意しているか，と質問への対応や総合評価については約半数の

学生が適切と評価している.

情報系授業の独自の追加質問である「授業の内容はあなたにとって有意義だとおもわれますかj に

ついては「強くそう思うややそう思う」を合わせると， 75%余りの学生が有意義だと評価し，ま

た「授業で学んだ技術は就職の際役に立っと思われますか」については，やはり 75%以上の学生が情

報の授業は将来，就職活動に役に立っと答えている. しかし情報専門のコース，専攻，ゼ、ミ等が

あれば進学あるいは受講したいですかj については比較的少ない.それは，まだ 1回生として志望し

て入学してきた各専門の学科，専攻に満足しているためと思われる.

情報処理演習E

この情報処理演習Hは，授業内容としてはプログラミングの演習で，人間文化学部と工学部につい

ては2回生の前期に，環境科学部と人間看護学部については 2回生の後期に開講している.この科目

は大学設立当時，工学部の初代学部長の意図で，工学部で、はフ。ログラミングの授業が必要である，と

のことで設定された科目である.工学部にとっては必須の科目であるが，他学部にとっては必要かど

うか疑問が残る.そのため，プログラミング(基礎)という名称に変更し 2単位の選択科目にする

ことを検討している.

現在，工学部では LinuxでFortran言語を，他の 3学部は WindowsでC言語を学習する.このよう

に学習する言語は学部によって異なるが，言語処理の概念と技法について学ぶとともに， プログラミ

ングの言語処理のアルゴリズム，関数の書式，演算処理，分岐処理等の技法について習得する.
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情報処理演習Eのアンケートの結果を図 3に示す.必修科目であることから，授業の出席状況につ

いては，比較的良いが，予習，復習については 76.6%余りの学生はしていないと答えている.また，

情報処理演習Eのプログラミングの授業に興味が持てるかどうかについては，全体的には興味を持つ

学生は少ないが，この科目は学部によって興味の度合いが異なると思われる.プログラミングの授業

は，やや専門性の強い授業内容であることから，工学部の学生以外の学生にとっては，授業の内容の

理解はやや困難なようである.また，同様にプログラミングをさらに深く学びたいかという質問に関

しては，希望者はかなり少なくなる.

授業における教員の声の大きさや話し方については，約半数の学生は適切であると答えており，黒

板やスクリーンの文字や表示や，テキストや配布資料については半数弱の学生は適切であるとことで

ある.教員は，受講者の様子に注意しながら授業していたかや，学生の質問への対応などについては，

約半数近いが適切と評価している.このプログラミングの授業は課題を中心とする授業であることか

ら，できる限り，教員と TAは学生の様子に注意しながら課題の解答を促している.また，教員も TA

とともに質問に対応している.このプログラミングの授業の総合評価はとしては「強くそう思う Jが

少なく「どちらとも言えなしリが多く専門性の強い授業内容であることから，すべての学生に必修科

目としてこのまま存続させるかは検討の余地がある.

最後にやや専門性の強いこのプログラミングの授業は「有意義だとおもわれますかjについては「強

くそう思う Jは25.8%でややそう思う」は 50.7%と評価は高い.また，この授業が「就職の際役

に立っと思われますかj については，前者の質問とほぼ同じ様な評価である情報専門のコース，

専攻，ゼミ等があれば進学あるいは受験したいですかJについては，希望は少ない.

高等学校で情報の授業が導入されたことによって，今後とも大学における基礎科目としての情報教

育も検討する必要がある.また 1回生で学ぶ情報処理演習 Iや情報科学概論は情報の基礎教育であ

るのに対し 2回生で学ぶ情報処理演習Eのプログラミングは情報の専門的教育内容であるため，各

学部，各学科との専門教育に照らし合わせて，その必要性を見直す必要がある.
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1 この録業にどれだけと百院しましfこか

V国欠席 '" 、

4 肉容は理解できましたか

?教員の声の大きさや話し方は 適切でしとか

w 教員'"受講者め悌子i二注意し'.がら侵震をしていました泊、

ややそう思う

，，'"豪の肉容はあなたにとって有意穫だとおもわれますか

ややそう思う

47.9・E

2 平首復習に毎週どれだ"の時間を使いましたか

0-'時間
3s仇

0時間日目

5 ，蚕業で限った内容をより濠〈笠びたい領符ち!こらりましたか

8 思緩やスクリ J の文字や図はわかりやすいものでしたか

" 貨問への釣応は適切でしたか

>4'受業で学んだ篠術'"就隠の際役"立っと恩われますか

ややそう思う

図 1情報処理演習 Iの集計結果
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3 興味の外でる肉容でしたか

どち勺とも君えは

ややそう思う

6 この夜ヨ震は履修の手引きと肉容がー蝕していましたか

どち勺とも君えな

ややそう恩ラ

9 子キストや配布資制はわかりやすいものでしとか

ややそラ思う

'"目目

"この授業の総合評価はどの砲座に訟りますか

会〈そう忠わた与

どちらとも君え与

>5惜絹専門のコス専攻 ゼミ等があれば進学あるし刈"受，.し

たいですか

ややそう思う

225'. 

強〈そう思う

94・目

どちらとも言えな

金〈ぞう恩わ伝

あまりそう恩わ
t..~ 、 220・h



1 二の侵集にどれだけ出席しましたか

4 肉容は寝前できましたか

ややそう思う どちらとも冨え芯

7 教員の声の大きさや"し方lま適切でしたが

w 教員iまー受講者の憾字に注量し与がら浸撃をしていましたか

>3 '受業の肉容はあなfこにとって有建纏どとおもわれますか

ややそう思う
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2 予習復習に毎週どれf::1すの碕間を使いましたか

。縄問<5，、

5 慢奥で彼った内容をより漂〈竿びたい賓待ちに右足りましたか

8 鳳阪やスクリ ンの文字や図はわかりやすいものでした治、

1下質問への対応は適切でしたか

，. 綬"で掌んfニ妓術l玄政砲の隙役!ご立っと恩われますか

金〈そう思わず，

ややそう思う

図 2情報科学概論の集計結果
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3 興疎の持てる肉容でしたか

全〈そう思わ信

どち勺とも言え右足
も、 266星、

6 この慢集は趨修の手引きと肉容が 致していましたか

どちらとも冨え与
L、458、

9 テキストや配布資科はわかりやす1いものでしたか

ややそう思う

422'. 

どちらとも言えむ

L、309'

'2 ζの優美の総合併価はどの程度に伝りますか

15 情締尊門のコ ス薦攻ゼミ当事があれば進掌あるいは受綱し

たいですか

ややそう思う

どちらとも君えは

金〈そう恩わ'"

あまりそう思わ

'"い 236'.
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1 この爆笑にどれだけ出席しましたか

4 肉容は理解できましたか

強くそう息う 金〈そう思わな

"、 L、90・h
ややそう思う / 鷲輔 /¥ 

2"・. ， 竃湯 / ¥ 

ljJ あまりそう忽わ

--y I/.，;L、286'，

どちbとも"え伝
L、35_4、

7 教員の声の大きさや絡し方はー適切でしたか

10教員，"，受偶者の梅干に注意し与がb禄獲をしていましたか

そう息わ

L、384'，

13 慢棄の肉容はあえよたにとって有意義だとおもわれますか

ややそう思う

2 予習復留に毎週どれだけの時間を使いましたか

2-3崎間 04'.

5 I受業で彼った肉容をよりa<掌びたい..待ちに与りましたか

強〈そう思う 全〈そう思わ匂

50山 い ，"・.
ややそう思う ノ/ tゑ泊 、¥

/ ト

l ノ 1あ制そう恩わ

ー …"

どちらとも書え伝

8'"緩やスクリ Jの文字や図版わかりやすL、ものでしたか

ややそう思う

300'目

11 質問への対応は適切でしたか

、4 慢"で学んだ筏Ili!;t銃砲の際役仁立っと思われますか

ややそう思う

図 3情報処理演習 Eの集計結果
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3 興味の待てる肉容でした必

1~(そう思う 金〈そう思わた弘

7.2、 t、90'目

一…
/ 噂 現 / あまりそう思わ

ややそう思う/ 宅謹 / ない 195'，

284'・一一
どち'0'も言えな

6 二の授業!志、趨修の手引きと肉容が 致していましたか

ややそラ思う

217・.

L、""目目

9 子キストや配布資料はわかりやすいものでしたか

12この傾象の総合野価1:'.どの程度に写りますか

ややそう思う

325九

全〈そう悪わは

あまりそう恩わ

''':L、'"、

L 、447'，

15情級車門のコース 専攻、ゼミ等がめれば進学あるいは受加し

たいですか

ややそう思ラ

213'， 

どちらとも冨えむ

あまりそう思わ

t":L、236'.
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5 健康・体力科学

平成 18年度の授業アンケートは全学統一の質問紙を用いて，健康・体力科学の全クラス(コース)

において実施した.前期間講科目の健康・体力科学II (2年次開講科目)では 20クラスから 514名，

後期開講科目の健康・体力科学 1 (1年次開講科目)では 21クラスから 496名の回答を得ることがで

きた.

「学生による授業評価アンケートJは平成 16年度後期に作成された全学統一用紙を用いた.その内

容は，学生自身の取り組み方について (2問) ，授業内容について (4問) ，教員の教授法について

( 5問) ，総合評価(1問)から構成されている.さらに，健康・体力科学では生涯スポーツと

して役立つ知識や経験が得られたかJ， I運動やスポーツの楽しさや喜びを体験できたかJ， I健康・

体力科学が必修科目として必要かJに関する質問 3間を追加し，回答を求めた.

表 6には平成 16年度後期から 18年度後期までの 15項目の質問に対する回答の平均評価点と平成

18年度のみ評価点内訳をそれぞれ示した.

学生自身の取り組み方として，出席状況(設問1)および予習・復習の時間(設問 2)を尋ねている.

出席状況はすべて出席(評価点 5) が平成 18年度前期 70%，後期 65%，1回欠席(評価点 4) が前期

14%，後期 19%であり， 80%以上が皆出席か欠席 l回と高い授業出席率であった.平均評価点はそれ

ぞれ4.47，4.50であり，過去の結果同様に高い出席率を維持している.これは健康・体力科学が実技・

実習科目であり，出席を重要視していることを反映した結果と考えられる. 一方，予習・復習の時間

はO時間(評価点1)が前期 76%，後期 75%，0-1時間(評価点 2)が前期 21%，後期 18%，平均評

価点で前期1.30，後期1.32とそのポイントは低い.この結果は調査開始時以降あまり変化していない.

各開設コースにおいてレポート等の課題は出されているが，各コース・担当教員によってその状況は

異なる.基本的には 30時間で 1単位を認定する教科なので，週 1時間の予習・復習時間(計 15時間)

が必要と考えられ，実技・実習にふさわしい課題を各コースで課すことを今後さらに検討する必要が

ある.

授業の内容について，興味の持てる内容で、あったか(設問 3) ，内容は理解できたか(設問 4) ，よ

り深く学びたくなったか(設問 5) ，履修の手引きと一致していたか(設問 5) について尋ねた.興味

の持てる内容で、あったかに関しては，強くそう思う(評価点 5) ，ややそう思う(評価点 4)が前後期

共に 84%で，平均評価点は前期 4.22，後期 4.29であり， 84%以上の学生が興味を持てる内容で、あった

と回答している.内容への理解度では，良く理解できた学生(評価点 4，5)が前期 75%，後期 78%，

平均評価点は前期 4.01，後期 4.06であり，適切な内容で、あったと思われる.授業で扱った内容を深く

学びたい気持ちになったかでは，強くそう思う(評価点 5) ，ややそう思う(評価点 4) が前期 66%，

後期 67%で，平均評価点は前期 3.89，後期 3.99であり， 70%程度の学生が今後も学びたいと考えてい

た.健康・体力科学で、扱ったコースは 20-21コースあり，多種のスポーツ種目に渡るが，どのコース

の学生もそれぞれ興味を示し，今後も学びたいと考えており，生涯スポーツへ繋がる内容であったと

評価できる.履修の手引きとの内容の一致については，一致している(評価点 4，5) と答えた学生が

前期 66%，後期 72%であり，平均評価点は前後期共に 3.99で、あった.これら授業の内容について尋ね
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た設問では過去の結果と比べて，特に変化は見られず良好な回答を維持していた.

教員の教授法については，声の大きさ・話し方は適切か(設問 7)，板書等はわかりやすかったか(設

問 8) ，テキスト・配付資料はわかりやすかったか(設問 9) ，受講者の様子に注意していたか(設問

10) ，質問への対応は適切であったか(設問 11)を尋ねた.声の大きさ・話し方は，適切である(評

価点 4，5) と回答した学生は前期 85%，後期 87%であり，平均評価点が前期 4.27，後期 4.33であっ

た.板書の表示法に関しては，適切である(評価点 4，5) と回答した学生は前後期共に 55%であり，

平均評価点は前期 3.79，後期 3.71で、あった.これは授業展開の場所が屋内外のスポーツ施設等であり，

授業環境や授業内容の影響と考えられる.テキスト・配布資料の適切性に関しては，適切である(評

価点 4，5) と回答した学生は前期 61%，後期 58%であり，平均評価点が前期 3.84，後期 3.76で、あっ

た.前設問同様，他の設問に比べてやや低い評価となっていたが，過去 2年と比べてテキスト・配布

資料の適切性に関しての評価点は上昇しており，テキストおよび資料への工夫が評価されたものと思

われる.受講者の様子への注意は，適切である(評価点 4，5)と回答した学生は前期 73%，後期 79%，

平均評価点は前期 4.03，後期 4.08であり，注意をしながら授業をすすめていたと評価していた.この

ことは講義科目とは異なり実技・実習系科目における安全配慮，運動技術獲得過程の評価等と言った

点から常に各担当教員が心掛けていることであり，そのことが学生から評価されたものと考えられる.

質問への対応は，適切で、ある(評価点 4，5) と回答した学生は前期 68%，後期 67%であり，平均評価

点は前期 3.98，後期 3.99であった.

この授業全体の総合評価は，良い或いは非常に良いとした回答は前期 84%，後期 86%，普通が前期

13%，後期 13%，あまり良くないが前後期共に 2%，良くないが 0-1%であり，平均評価点では前期

4.15，後期 4.22であった.過去の結果と比べてもあまり変化は見られず，授業全体の総合評価は，前

後期とも今まで同様に高い評価を得られた結果となった.

健康・体力科学独自の設問に関して，生涯スポーツとして役立つ知識や経験が得られたか(設問 13)

は平均評価点で前期 4.03，後期 3.98%あり， 75%以上の学生が得られたと回答した.運動やスポーツ

の楽しさや喜びを体験できたか(設問 14)では平均評価点が前期 4.27，後期 4.29であり， 85%の学生

がそのように体験できたと回答した.これらの結果は過去の結果と同様，健康・体力科学の教科目標

の一つで、ある生涯スポーツの定着化に関して，その目標を達成する授業内容，展開であったことを示

唆している.一方，健康・体力科学が必修科目 として必要か(設問 15) は平均評価点が前期 4.20，後

期 4.32であり， 80%以上の学生が必修科目として肯定し， 5%程度が否定的で、あった.過去の結果もそ

うであったように，多くの学生が身体活動の機会を授業に求めていることが分かる.

今回のデータは健康・体力科学 IおよびEの全クラス(コース)をまとめたものであり，その結果

から学生のとらえる健康・体力科学の全体像が把握できた.個々の授業へのフィードパックは各教員

(各コース)が各教員宛に配布された授業評価結果を真撃に受け止め，授業改善に活かす必要がある.

この点に関しては各教員任せであり，統ーした対応は行っていなし、.健康・体力科学全体としては実

技・実習という特質はあるが，教授方法および学生への課題の設定等若干の工夫が必要であるように

思われる.今回のまとめは前年度に準じてまとめ，一部過去の結果とも比較し検討した.今後はアン
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ケート結果を踏まえ授業改善，さらにフィードフォ ワードできるような授業展開へ発展させるよ うす

すめていく.

表 6健康体力における回答の平均評価点および評価点内訳

設 設 設 設 設 設 設 設 設 設 設 設 役 設 設

問 問 I1¥J 問 問 r"~ 問 問1 問 ml 間 問 rm r:日 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 I 。 1 2 3 4 

出席状 予習・ 内容へ 肉容の より深く 履修の 声の大 板書等 Tキス 受講者 質問へ 総合評 生涯ス 楽しさ 必修科
;兄 復習の の興味 理解 学ぴた 手引き きさ話 の表示 ト資料 への注 の対応 価 ポーツ 喜び 自

時間 L 、 と一致 し方 j去 意

平成16年度後期 4.43 1.35 4.30 4.07 4.01 3.97 4.24 3.69 3.63 4.11 3.97 4.18 3.94 4.31 4.16 

平成17年度前期 4.50 1.32 4.29 4.06 3.99 3.99 4.33 3.71 3.76 4.08 3.99 4.22 3.98 4.29 4.32 

平成17年度後期 4.41 1.37 4.29 4.10 4.04 3.99 4.27 3.66 3.63 4.13 4.01 4.24 4.02 4.36 4.27 

平成18年度前期 4.47 1.30 4.22 4.01 3.89 3.99 4.27 3.79 3.84 4.03 3.98 4.15 4.03 4.27 4.20 

評価点肉訳 (%) 76 。 。。 2 

2 5 21 2 2 6 。 2 2 2 2 3 

3 9 13 23 28 33 13 42 38 25 30 13 23 12 16 

4 14 。43 45 36 32 39 29 34 40 36 49 44 41 28 

5 70 2 41 30 30 34 46 26 27 33 32 35 31 44 50 

平成18年度後期 4.50 1.32 4.29 4.06 3.99 3.99 4.33 3.71 3.76 4.08 3.99 4.22 3.98 4.29 4.32 

評価点内訳 (%) 2 75 。 。 3 2 。 。。 2 

2 6 18 2 2 4 2 2 2 2 3 3 

3 9 3 13 19 28 27 12 40 38 18 31 13 19 11 12 

4 19 。35 43 29 34 34 26 29 37 29 38 39 27 27 

5 65 4 49 35 38 38 53 29 29 42 38 48 39 60 55 
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