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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 14号をお届けいたします。

本年度も外国語と健康・体力の二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}主催のセミナ一、研究費交付一覧、特別研究費報告、教員の学会

活動、担当科目に関するアンケート等のデ}タを記載するとともに、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。

本大学の創設時から国際教育センターの一員として、教育に携わってこられました健康・体力系列の岡

本進准教授が本年、定年により退職し、たしました。そして新たに、新進気鋭の南和広准教授をお迎えしま

した。センターの一員として力を発揮して下さるととを心から期待しています。

2008年は世界の政治、経済、そして社会そのものにも、震憾とさせられるようなさまざまな出来事に私

たちは胸を痛めました。 2009年もまた、それまでの時代には考えられないようなことが起こっています。

アメリカでは、 'Change'をスローガンに黒人初の大統領パラク・オパマ新政権が誕生いたしました。 1970

年初めにアメリカ滞在の折、この国は女性大統領、黒人大統領どちらの誕生が先になるのであろうかと考

えたことがあります。その頃からアメリカには人種差別、性差別をなくそうとする兆しを感じたからです。

およそ 40年後の実現を目の当たりにして感慨深いものがあります。女性大統領の誕生も夢ではない時代に

なってきました。日本に目を向けると、この国も'Change'を旗印に民主党への政権交代を経験しています。

民主党政権がどのようにこの国のかじ取りをするのか、私たちはみな注意深く見守っています。さて、当

センターについてはどうかと言えば、改編はまだまだ生みの苦しみの中ですが、これからも変動の世の中

を見据えながら是々非々で取り組んで、いきたいと思います。

当センターの活動について、また、本紀要についてご意見、ご質問等がございましたら何なりとお寄せ

下さいますようお待ちしております。

平成21年 12月25日

滋賀県立大学

国際教育センター長

寺島姐子



目次 (Tableof Contents) 

一研究論文一

石団法雄 (Hoyu ISHIDA) 

“Zazen-shin，" Admonition Concerning Sitting-Meditation....… 

上 村盛人 (Morito UEMURA) 

スウィ ンパーンとモーパッサンと「手J

(Swinburne and Maupassant台“TheRαnd") ..・H ・....…......・ H ・..… H ・H ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

小 栗 裕子 (Yuko OGURI) 

センター試験リスニングテストの波及効果:高校における指導法への提言

(陥shbackEffects 斤'Omthe Listening Section of the National Center Test for 

Universif)ノAdmissions:Suggestions for昂'ghSchool Class同 ..............................................3ラ

クリ ンガー ウオノレター (Walter KLINGER) 

lntroduction to Screenplαy金Gone with the Wind... ・・H ・H ・....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ラ

寺島姐子 (Michiko TERAJIMA) 

変化する英語一強調詞 thisとthat-

(均riαtionαndChange in Contemporary English 

-The lntensifiers This and Thatー)…H ・H ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6ラ

外狩章夫 (Akio TOGARI) 

‘Typhoon'論-CaptainMac Whirrに仮託されたもの

(Conrad's 刀phoon': What Is Embedded in Capt，αinMαcWhirr) ....・H ・.....・H ・...・H ・-…-….....・H ・-フラ

山 本薫 (Kaoru YAMAMOTO) 

Rescuing the Singular Plurality in Joseph Conrad.…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

吉村淳一 (Junichi YOSHIMURA) 

関係の形容詞の交換可能性について

(1nterchangeαbility between "Adjectives of Relation" and Other Structural 

Forms) ・…・・・…・・ ・・…・・・・・ ・… ・ ・ ・・・ ・・・…・・・ ・・… ・・… ・ ・ ・ ・・ ……・ ・… …・ 103



Academic Reports of the University Center for lntercultural Education 

長島律子 (Ritsuko NAGASHIMA) 

シャンタル・ド・クレルジュリーからアンプリクールの司祭へー

「ベルナノス的聖人」像の変遷

(De Chant，α1 de Clergerie au cure d 'Ambricourt-仰 nsformationdu仔 saint

bernanosien沙一)・・・・ …・・・ ・・・・ ・・・・…・ ............・… ....................................・H ・・ ・・ 123

地蔵堂貞二 (Teiji JIZODO) 

『拍案驚奇』と『型世言』の言語一明代呉語の言語的特徴を探る一

(On the Linguistic Features ofPaianjingqi(拍案憶奇)andXingshiyan(型世言)…… 13ラ

呉凌非 (羽巾 Lingfei)

美子劫河童畳与量

(An Analysis on the Reduplication of Chinese 防rbsand Quantum of Motion) ・・・・・ ."149 

南和広・寄本明・樫村修生 (KazuhiroMinami， Akira YORIMOTO & Osamu 

KASHIMURA) 

ずり応力に対する血管緊張調節機序検討のための摘出血管潅流曝露装置の

開発

(Development of the Blood 陪sselPerfusion System for Examination of Shear 

Stress Mediate 均scularTonus Control Mechanism) ..…… H ・H ・-… H ・H ・-… H ・H ・-…-・・ H ・H ・......・ H ・..… 1ラフ

寄本明(AkiraYORIMOTO) 

年齢階層別にみたウォーキング時における熱中症予防のための水分摂取基準

(A Standard for a Water Inωke for Prevention of Heαt Disorders during 

Walking by the Age Class)…・…………・ ……  ......…ー・・・ …………………………… 16ラ

一特別寄稿

西津裕一 (YuichiNISHIZAWA) 

自己学習を促す英語の多読教育について

(On Teaching Extensive Reαding to Develop Learner Autonomy}............................ .173 



Academic Reports of the University Center for lntercu/tural Education 

一 国際教育センターの活動の紹介-

国際教育センター主催のセミナー

深見 茂

祇園祭と山鉾行事の諸相- ・・ ・ 187 

ヘッドパーグ カー ル (KarlHEDBERG) 
学習者の自主性を促進する実用的学習プログラム

(A Practical Curriculum Model to Promote Learner Autonomy in Young 

Learners) 

国際教育センターに対する研究費交付一覧-

在外研修報告................................................... ・・ ・・・・・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・… ..............209 

石田法雄 ・ ・・・・ 209

呉凌非 ・ ・・ ・・ 210

上村盛人 .，.....................，........ ・・・・・ ・ 211 

呉 凌非・・ ・ ・ ・・ 212

教員による学界ならびに社会における活動・・・…・....….....・・…・・・ ・・・・・・・…・・・・・・…213

平成 20年度授業アンケート報告............…・・・・……...............・ H ・-….............・H ・...… .....…221 



研究論文



"Zazen-shin，" 
Admonition Concerning Sitting-Meditation 

Hoyu ISHIDA 

Non-Thinking in the Solemn-Solemn State 

“Zazen-shin坐禅簸"(“Admonition Concerning Sitting-meditation")，l a chapter of 

Shobogenzo正法眼蔵 (Eye-Store-houseof the Right Dharma) written by Dogen道元 (1200-

1253)， the founder of Soto曹洞 Zenin J apan， begins with an exchange of dialogue between 

Great Master Yakusan Kodo薬山弘道 andamonk:

When the great master Yakusan Kodo was sitting， 

a monk asked， 

“fu the solemn-solemn-state， what are you thinking of?" 

The master answered， 

“1 am thinking of the-not-thinking-bottom." 

The monk asked，“How do you think of the-not目 thinking-bottom?" 

The master answered，“Non-thinking.，，2 

Yakusan Kodo was sitting in the solemn-solemn state (gotsugotsuchi冗冗地).A monk then 

asked Yakusan what he was thinking (shiryo思量)of when he was sitting solemnly and still. 

Yakusan said that he was thinking of the-not-thinking-bottom (井lshiryotei不J思量底lThe 

1 Gudo Nishijima & Chodo Cross's translation for zazen-shin is "a needle for zazen." They 
explain the meaning of shin: 

Shin means a bαmboo needle that was used for acupuncture in ancient China. So shin 
means a method of healing body and mind， and the word cameωbe used for a maxim that 
has the power to cure a human being of physical and mental discomfort. Subsequently， the 
word shin wαs used to describe short ve目白 usefulin teaching the important points of a 

method of training. 
Gudo Nishijima & Chodo Cross， Master Dogen's Shobogenzo， Book 2 (London: Windbell Publications 
Ltd.， 1996) p. 91. 

“Zαzen-shin" was Tecorded， according to the colophon， in the spring of 1242 at Koshohorinji 
temple in Fukakusa， Kyoto， and was addressed by Dogen to his disciples at the end of the following year 
after he moved to Echizen. 

2 Dogen-zenji zenshu， vol. 1， ed. Okubo Doshu (Tokyo: Chikuma Shobo， 1969)， p. 90. Hereafter 
abbreviated DZZ. 

3 Nishijima & Cross's translation forルshiryoteiis “the concrete state ofnot thinking，" p. 91. 
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2 HoyuISHIDA 

monk asked Yakusan again how he was thinking of the-not-thinking-bottom. Yakusan said it 

was non-thinking (hishiηδ 非思量).

Dogen is here saying that in solemn-sitting one should neither think nor not think in an 

ordinary sense. Dogen refers to“non-thinking" as“thinking of not-thinking" which differs 

from ordinary thinking and/or not-thinking. If one thinks even for the sake of enlightenment， 

then one wiU not get it. It will not do if one does not think anything at all， either. At the 

moment of attaining “non-thinking，" however， only solemn-sitting becomes present， 

illurninates itself and continues to manifest itself. Or at the moment of attaining “non-

thinking" in “thinking of the-not-thinking-bottom" with the whole body and the whole 

universe， just the solemn-solemn-state of sitting manifests as enlightenment. 

In this work， Dogen admonishes his followers conceming proper practice of zazen坐

禅orsitting-meditation， stressing that zazen is the essential-instrument (yoki要機)or

instrumental-essence (kiyo機要)， which has been correctly transrnitted through the Patriarchs 

directly from Sakyamuni the Buddha釈迦牟尼仏.For Dogen， however， zazen is not merely a 

means by which enlightenment is attained. Dogen maintains that to the extent that one is in 

sitting-meditation， which is itself an expression or manifestation of enlightenment， one is the 

sitting-Buddha (zαbutsu坐仏)， being enlightened. 

Polishing a Tile 

In order to work out the relationship between sitting-meditation and the sitting-

Buddha， Dogen presents a dialogue between Zen masters Daijaku of Kozei江西大寂 and

Daie of Nangaku南岳大慧.Inp訂 ticular，in the dialogue conceming “polishing-a-tile and 

becorning-a-rnirror，" Dogen illustrates now sitting-meditation is equivalent to the sitting-

Buddha.4 In this dialogue， when Nangaku took up a tile and put it against a stone， and 

polished it， Daijaku asked，“Master， what are you doing?" Nangaku then said，“1 am polishing 

it to make-a-rnirror (sα旬。作鏡)."Daijaku asked again，“By polishing a tile， how can you get 

a rnirror?" Nangaku then answered，“In sitting-meditation， how can you make-the-Buddha 

(sabutsu作仏)?，，5

A tile is a tile， not a rnirror. In a strict sense， a tile never becomes a rnirror. Sirnilarly， 

according to what most people understand by the terms， a person is a person， not a Buddha. A 

4 Dogen also gives the same account at the end of “Kokyδ 古鏡."DZZ， 1， p. 188. 
5 Ibid， pp. 92・3.

q〆
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“Zazen-shin， " Admonition Conceming Sitting-Meditation 3 

person cannot become a Buddha like a tile cannot turn into a mirror. Just as one cannot make 

a tile a mirror no matter how hard one polishes it， one cannot become a Buddha by practicing 

zazen or sitting-mediation hard. Dogen here suggests， in his elaboration of the dialogue， that 

one is not able to make a mirror by means of polishing a tile. Dogen is suggesting that the 

relationship between a tile and a mirror is the same as that of a person and a Buddha. 

In enlightenment， one sees a real mirror in the very act of“polishing a tile" itself. 

Dogen understands that an ordinary person who cannot comprehend this does not see a real 

mirror， since such a person is limited by his or her common sense about the impossibility of 

the transformation of a tile into a mirror. Dogen says，“Know indeed that when you 

investigate as prescribed by the way of following， you negotiate the way through sitting-

meditation. The manifest point lies in the practicing-Buddha without seeking the making-

Buddha. Since the practicing-Buddha is no longer the making-Buddha." He means that one 

does not become a Buddha as a result of practice. But the practicing-Buddha (gyobutsu行仏)

itself is the Buddha. Dogen says that this has been handed down from Sakyamuni the Buddha 

or from time immemorial through the one-to-one transmission of the Patriarchs.6 

Kozei then says，“zusabutsu 図作仏" or“Striving-to-make-the-Buddha." Dogen 

expounds Kozei's saying. Dogen questions if“being made to make-the-Buddha by the 

Buddha is the making-Buddha." Is “the Buddha's manifesting in one phase or two phases" 

“the m此ing-Buddha?"“Isthe striving-to-make-the-Buddha casting-off， and is it the striving-

to-make-the-Buddha that has been cast-off?" Dogen continues to ask if“being continuously 

entangled with this striving is striving-to make-the-Buddha?" as“there紅 emany instances of 

the making-Buddha.，，7 Dogen then says: 

Know indeed that what Kosei is saying is that sitting-meditation is unfailingly 

striving-to-make-the-Buddha， and that sitting-meditation is unfailingly striving 

of the making-Buddha. Striving can be before the making-Buddha， or after the 

making-Buddha， or at this very moment of the making-Buddha. The question is 

how many making-the-Buddhas this one striving entangles. This entanglement 

gets twisted with further entanglement. At this moment， each and every 

entanglement of the exhausted making-Buddha， unfailingly， is all toge 

6 Dogen says，“Y akusan' s single transmission of this is already the thirty-sixth generation， directly 
from Sakyamuni the Buddha. In tracing upward from Yakusan， we find Sakyamuni the Buddha thirty-six 
generations previously. There has thus been correct transmission of thinking of the-not-thinking-bottom 
[between Sakyamuni and Yakusan]." Ibid， p. 91. 

7 Ibid， p. 92. 
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4 HoyuISHIDA 

and every striving， which shows itself， of the exhausted making-Buddha. You 

must not evade a striving. When you evade a striving， you lose body and life. 

When you lose your body and life， it is entanglement of a striving.8 

Dogen says that enlightenment of “casting-off-body-rnind" (shinjin-aαtsuraku身心脱落)

cannot be attained without sitting. But simply sitting quietly does not necessarily guarantee 

that a man will attain enlightenment. Dogen insists that“though there is a-person-trying-

making-the-Buddha， every person is not making-the-Buddha. A Buddha is not every person. 

Since every Buddha is not simply every person， a person is not always a Buddha. A Buddha 

is not always a person. The sitting-Buddha is also like this.，，9 One thus needs to practice 

(kl{が工夫)in order to negotiate the way (bendo弁道)of attaining enlightenment. Dogen 

says that when one investigates as prescribed by the teaching， one negotiates the way through 

sitting-meditation， not through a simple sitting. One practices (sits) and simultaneously 

becomes the Buddha without seeking to make-the-Buddha in zazen. When in sitting-

meditation one reaches the state where one is no longer practicing for the sake of 

enlightenment， one casts off one's body-rnind， becomes totally free and experiences things as 

present (ge紛現成)before him. But without any negotiation of the way-entanglement-， 

even if one sits， one is merely sitting still (zaga坐臥).Though sitting still resembles sitting-

meditation in form， it is not sitting-meditation， the essential instrument of enlightenment. 

While zazen penetrates to the sitting-Buddha， zaga or sitting still in an ordinary sense without 

understanding the principle is mere sitting. In this ordinary sitting， a person is a person， not a 

Buddha， no matter how hard he or she sits: a tile never becomes a rnirror without 

understanding the principle of polishing a tile. 

It is not that one achieves enlightenment as a result of striving hard. Enlightenment 

does not take place following practice， but enlightenment and practice are the same， a doctrine 

called shushふittδ修証一等.Thus， one is enlightened just as one sits in the solernn-solernn-

state in zαzen， and one is not yet enlightened as long as one sits in order to attain 

enlightenment. As long as one is stuck with questioning how one can make a rnirror by 

polishing a tile， one still does not understand the principle of polishing or practice of 

enlightenment. In realizat 
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“Zazen-shin， " Admonition Concerning Sitting-Meditation 5 

crystal clear in one's seated-meditation j山 tas a clean rnirror reflects things clearly. 

Whipping an Ox-Cart 

When one casts off one's body-rnind， one escapes from a little， fixed and bound world. 

One no longer gets stuck within a lirnited or delirnited view and is able to see and experience 

things freely. In order to show a v紅白tyof different interpretations of any incident and to 

break our conventional views， Dogen presents and elaborates several accounts. Dogen first 

introduces Nangaku's saying which states“when a person is riding in an ox-c訂 t，if the cart 

does not go， then is it right to whip the OX?，，10 In a conventional sense， no one thinks that one 

should whip the cart when the ox-cart does not go. In order to understand the relationship 

between sitting-meditation and the sitting-Buddha， however， Dogen is suggesting that one 

should understand the meaning of this question and broaden one's view by becorning flexible 

to the unlirnited possibilities of seeing the way things are. 

Dogen tells us to investigate what is meant by the cart's going and the cart's not-going. 

Regarding “should he whip the cart or the ox?" Dogen says that in the ordinary world there is 

no principle of whipping-the-cart， but that in the way of Buddhism this whipping-the-cart is to 

be investigated. Dogen then tells us to think whether whipping-the-cart is the same as 

whipping-the-ox or not. Referring to whipping-the-ox， Dogen further says that one: 

. must further seek for and learn in practice whip-the-ox in the Buddha way. Is 

it an-ox-whipping a water buffalo， or is it an-ox-whipping an iron-bull， or is it 

an-ox-whipping a clay-ox? Should we whip with a whip?" Should we whip with 

the whole world? Should we whip with the whole rnind? Should we whip until 

marrow gushes out? Should we whip with our fist? There should be a fist-

11 whipping-a-fist. There should be an ox-whipping-an-ox. 

By presenting the account of whether one should whip the ox or the cart and of how one 

should whip the ox， Dogen tries to make us leave our common sense views and our 

conventional attitudes. Dogen seems to be suggesting that， otherwise， we would not 

understand the principle of polishing a tile: a tile that we polish never becomes a rnirror. 

Dogen continues to break down our conventional views glvmg another account of 

water's flowing. According to our view， the river does not move but water flows and goes. 

10 Ibid.， p. 93. 
11 Ibid.， p. 94. 

「
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6 HoyuISHIDA 

Dogen， however， suggests that it is possible to see that water is not going. To a person who 

stands at the bank and watches the river， water is flowing while the river remains there. But to 

water itself， the river is the one that is actually moving， if we see water as the center of the 

whole world. Dogen gives a similar example in“Ge吋okoan現成公案"(“Things as They Are， 

Manifested in the Present"). He says，“If one looks around at the shore when he is traveling in 

a boat， he mistakenly sees that the shore is moving. But if one closely keeps one's eyes on the 

boat， one comes to know that the boat is going forward.，，12 Although Dogen here rather 

affirms a conventional view， he is suggesting that things look different or the principle of 

things changes depending on how and under what condition one sees them. Dogen says again: 

For example， when one boards a boat， sailing in the wide open sea， and looks 

around， he sees the ocean only as round. He does not see any other aspect of it. 

However， this great ocean is neither round nor square. Its potential possibility 

and forms of ocean cannot be exhausted. It is like a palace. It is like a bead 

ornament. Only to one's eyes， one sees it as round for the time being.13 

Fish and Birds 

Dogen， toward the end of “Zazen-shin，" provides other accounts of fish and birds， 

elaborating W anshi' s Zαzen-shin. Dogen says，“N 0 matter how much distance swimming 

takes place， this is un-measurable， un-limited. There is no shore for measuring， no sky for 

floating， or no bottom for sinking. Therefore， there is no one who can measure it. If we try to 

discuss measuring， there is only the wαter clean through to the bottom.，，14 Dogen is here 

saying that no matter how far a fish goes， we cannot measure the distance in an ultimate sense， 

since there is no absolute standard of measuring. Dogen would say that even a fish goes a mile 

and we say it swims a mile from place A to place B， this is only one way of measuring 

distance in our system and rule. The earth is moving and the whole universe is also moving. 

Therefore， we cannot know accurately how far a fish goes in an absolute sense. Through this 

understanding， however， one further comes to realize that wherever a fish goes， it is a place of 

profound and unlimited space. Dogen then refers to a bird and the sky: 

What it means by the sかisextensive is not that it is suspended in the heaven. 

The sky which is suspended in the heaven is not the extensiνe s匂1，much less 

12 Ibid.， p. 8. 

13 Ibid.， p. 9. 
14 Ibid.， p. 99. 
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“Zazen-shin， " Admonition Conceming Sitting-Meditation 

whatever is suspended in here and there， that is not the extensive sか That

which has no front-or-back regardless of hidden or revealed is the extensive s勾.

When birds fly in this sky， flying in the sky is one Dharma way. The action of 

flying the sky cannot be measured.15 

7 

Dogen continues to say that“the flying the sky is the whole world， since the whole world is 

the flying the sky.，，16 In this understanding of the extensive and unbound sky， it can be further 

said that “when the birds fly away， the sky also flies away.，，17 Wherever the birds go is always 

the unlimited and extensive sky， and the birds are fully exhausting their flying. At every 

moment only flying-solernnly is spontaneously taking place in their unbound space. Similarly， 

if a person sits-solernnly in his or her extensive space， he or she will be the Buddha， a free 

person， as only sitting-solernnly continues on to manifest itself. 

Dogenぜ1'Smessage in 

ms幻trumen凶1t0凹rthe instrumental essence of the Buddha and Pa低tria征rchsおs.Zazen is not， however， a 

means for the attainment of enlightenment， but is the practice of enlightenment itself. In order 

to attain this， one must negotiate the way through zazen as the practice of enlightenment. One 

just has to sit-solernnly without questioning how one can attain it， since the moment one 

questions， one separates oneself from actual experience. Enlightenment takes place just in 

one's practicing itself. There still remains the question， however， as to how one can then reach 

a state of practice equal to enlightenments as one's intention for enlightenment is regarded as 

an obstac1e to real experience and is to be rejected. Although this question can be raised and 

there seems to be a dilemma， this is precisely the type of question that Dogen wants us to 

surmount as a condition of final realization. And Dogen' s message is presented on the basis of 

one's actually being engaged in the practice of sitting-meditation: this type of question cannot 

be answered by the intellectual pursuit of enlightenment. Enlightenment is revealed only in 

one's actual practice. 

15 Ibid.， pp. 99・100.
16 Ibid.， p. 100. 

17 Ibid.， p. 100. 
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8 Hoyu ISHIDA 

“Zazen-s hin，" 

"Admonition Concerning Sitting-meditation" 

(DZZ， 1， pp. 90-101) 

Zazen-shin 

at Kannon-dori Kosho-horin-ji temple 

When the great master Yakusan Kodo was sitting， a monk asked，“In the solernn-

solernn-state， what are you thinking of?" The master answered，“1 am thinking of the-not-

thinking-bottom." The monk asked，“How do you think of the-not-thinking-bottom?" The 

master answered，“Non-thinking." 

Y ou must authenticate such words of the great master and learn in practice solernn-

sitting. Y ou must correctly transrnit solernn-sitting. This is the investigation of solernn-sitting， 

transrnitted in the Buddha-way. Yakusan is not the only person referring to thinking in the 

solernn-solernn-state， but his saying is one example; that is， thinking of the-not-thinking-

bottom. Thinking manifests as skin， flesh， bone， and marrow， and the-not-thinking-bottom 

manifests skin， flesh， bone， and marrow. 

The monk said，“How do you think of the-not-thinking-bottom?" The-not-thinking-

bottom is indeed ancient; yet the thing is how then one thinks of it? How can one say that 

there is no thinking in the solernn-solernn-state? How can it be possible that being beyond the 

solernn-solernn-state can be penetrated? Unless one is a fool who deprecates things that are 

ne旺， anyone has an ability of questioning the solernn-solernn-state and thinking of it. 

The great master answered，“Non-thinking." That is， although it is crystal-clear to use 

non-thinking， non-thinking is certainly used as long as the-not-thinking-bottom is thought of. 

There is someone in non-thinking， and someone maintains and sustains I. Although “1" is the 

solernn-solernn-state， it is not just thinking， but raises the head of the solernn-solernn-state. 

Even though the solernn-solernn-state is the solernn-solernn-state， how can the solernn-

solernn-state think of the solernn-solernn-state? 

Therefore， the solernn-solernn-state is not a measure of the Buddha， or of the Dharma， 

or of enlightenment， or of comprehension. Y akusan' s single transrnission of this is already the 

thirty-sixth generation， directly from Sakyamuni the Buddha. In tracing upward from Yakusan， 

we find Sakyamuni the Buddha thirty-six generations previously. There has thus been correct 

transrnission of thinking of the-not-thinking-bottom [between Sakyamuni and Yakusan]. 
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However， recently foolish， careless fellows said，“In practicing sitting-meditation， if 

one comes to attain no anxiety in mind， then it is a peaceful state." This view does not 

measure up to the scholar of Hinayana and is inferior even to manas and deva yana. How can 

such a fellow be called a person who is following the Buddha-Dharma? In the present great 

Sung dynasty， there are many such practicers. It is very sad to say that the way of the founder 

has been dilapidated. 

There are some people who say，“Negotiating the way through sitting-meditation is the 

essential-instrument for beginners and late learners， and it is not necessarily the Buddhas' and 

Patriarchs' acts. Walking too is meditation and sitting too is meditation; in speaking， keeping 

silent， moving and， being still， the body is peaceful. One should not be concerned in this 

[sitting-meditation] practice only." Those who claim to be a branch of the Rinzai school 

mostly have this view. Since the transmission of the true life of the Buddha-Dharma has been 

negligent， they claim such a thing. What is a beginner? Is there anyone who is not a beginner? 

Where do they locate a beginner? 

Know indeed that when we investigate as prescribed by the way of following， we 

negotiate the way through sitting-meditation. The manifest point lies in the practicing-Buddha 

without seeking the making-Buddha. Since the practicing-Buddha is no longer the making-

Buddha， koan manifests in the present. The embodying-Buddha is no longer the making-

Buddha. If we break out of the basket， the sitting-Buddha no longer prevents us from the 

making-Buddha. Just at this very moment， from time immemorial to now there has existed the 

energy of entering into [the world of] Buddha and [that of] demons. Going forward or 

backward， there is an ample amount of filling ditches and valleys. 

The Zen master Daijaku of Kozei in passing learned in practice under the Zen master 

Daie of Nangaku. Ever since he intimately received the heart-seal of sitting-meditation， he had 

always been sitting. Nangaku one time went to Daijaku and asked，“Most virtuous one! What 

do you strive for by sitting-meditation?" 

This question should be calmly worked on and investigated. That is: is there further 

striving beyond sitting-meditation， is there a further path， which should be striven for outside 

sitting-meditation， or should everything not be striven for? Should it be asked what kind of 

striving becomes pres 
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rain. One should not think that distant things are valuable or distant things are lowly. One 

should become familiar with， and let ripen， distant things. One should not think that near 

things are lowly or near things are valuable. One should become familiar with， and let ripen， 

near things. One should not think too little of eyes nor think too much of eyes. One should not 

think too much of ears nor think too little of ears. One should make one's ears and eyes sharp 

and c1ear. 

Kozei said，“Striving-to-make-the Buddha." 

This saying should be c1e旺 lyunderstood and realized. What should he mean by saying 

the making-Buddha? Is he saying that being made to make-the-Buddha by the Buddha is the 

making-Buddha? Is he saying that making-the-Buddha the Buddha is the making-Buddha? Is 

he saying that the Buddha's manifesting in one phase or two phases is the making-Buddha? Is 

the striving-to-make-the-Buddha casting-off， and is it the striving-to-make-the-Buddha that 

has been cast-off? Although there are many instances of the making-Buddha， is he saying that 

being continuously entangled with this striving is striving-to-make-the-Buddha? 

Know indeed that what Daijaku is saying is that sitting-meditation is unfailingly 

striving-to-make-the-Buddha， and that sitting-meditation is unfailingly striving of the making-

Buddha. Striving can be before the making-Buddha， or after the making-Buddha， or at this 

very moment of the making-Buddha. The question is how many making-the-Buddhas this one 

striving entangles. This entanglement gets twisted with further entanglement. At this moment， 

each and every entanglement of the exhausted making-Buddha， unfailingly， is all together 

each and every striving， which shows itself， of the exhausted making-Buddha. You must not 

evade a striving. When you evade a striving， you lose body and life. When you lose your body 

and life， it is entanglement of a striving. 

Kozei then takes up a tile， puts it against a stone， and polishes it. Taijaku finally asks， 

“Master， what are you doing?" 

Indeed， who could not see this as polishing-a-tile， who could see this as polishing-a-

tile? However， polishing-a-tile was thus questioned-what are you doing? What-are-you-

doing is certainly polishing-a-tile. Although this land and the other land are different， there is 

a never-ending doctrine of polishing-a-tile. You should not only be completely convinced that 

what you see is your view， but 
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cannot cornprehend it， so also you do not know water though you see it， nor do you know a 

rnountain though you see it. The hasty conclusion that there is no further way to penetration of 

every dharrna before our eyes is not the study of Buddhisrn. 

Nangaku said，“1 am polishing it to rnake-a-rni町or."

The point of these words is to be rnade clear. In polishing-to-rnake-a-rnirror， there is 

certainly a reason. There is a koan of becorning present， and it is not an ernpty provision. 

Although a tile is a tile and a rnirror is a rnirror， in investigating to the utrnost of one's power 

the principle of polishing， you rnust know that there are rnany indications. The permanent 

rnirror and the clear rnirror are rnirrored out of polishing-a-tile. One who does not know that 

various rnirrors are derived from polishing-a-tile， does not have the words of the Buddha and 

Patriarchs， does not have the opening rnouth of the Buddha and Patriarchs， and does not see 

and hear the breathing of the Buddha and Patriarchs. 

Daijaku said，“By polishing a tile， how can you get a rnirror?" 

Although sorneone who is good at polishing-a-tile indeed does not use other's force， 

polishing-the-tile is not becorning-a-rnirror. Even though becorning-a-rnirror is that， [a tile] 

swiftly becornes [a rnirror in polishing-a-tile]. 

N angaku said，“In sitting-rneditation， how can you rnake-the-Buddha?" 

It is clearly known. There is a principle to the effect that sitting-rneditation does not 

wait for rnaking-the-Buddha. The doctrine that rnaking-the-Buddha has nothing to do with 

sitting-rneditation is not hidden. 

Diajaku said，“What should 1 do here and now?" Although these words sound like the 

imrnediate question now， they also inquire about the other question here. For exarnple， you 

rnust know the occasion when an intirnate friend rneets an intirnate friend: one who is組

intirnate friend of rnine is an intirnate friend of his [as if sitting-rneditation rnet making-the-

Buddha]. What-should-I-do-here-and-now?-that is the sirnultaneous rnanifestation [of the 

two]. 

N angaku said， 

right to whip the cart or is it right to whip the ox?" 

In saying if-the-cart-does-not-go， what does it rnean by the-cart-goes? Or what does it 

rnean by the-cart-does-not-go? For instance， is water-flowing the-cart-goes? Is water-not-

flowing the-cart-going? Flowing can be said as not-going of water. Going of water also can be 

not flowing. Therefore， in investigating the words of if-the-cart-does-not-go， you rnust follow 
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12 HoyuISHIDA 

that there is also not-going， you must follow that there is also no not-going， because it is 

[each] time. The words of if-not-going do not merely refer to not-going. In saying that“is it 

right to whip the cart or is it right to whip the ox?" should there be whipping-the-cart as well 

Oas whipping-the-ox? Are whip-the-cart and whip-the-ox the same? Or are they not the same? 

There is no principle of whip-the-cart in the ordinary world. Although there is no principle of 

whip-the-cart to ordinary people， we know that there is a principle of whip-the-cart in the way 

of the Buddha， which is eye of learning in practice. Even though we learn that there is a 

principle of whip叩 the-cart，[it is] not the same as whip-the-ox. Investigating in detail， we must 

practice it. Although the principle of whip-the-ox is common in our world， we must further 

seek for and learn in practice whip-the-ox in the Buddha way. Is it an-ox-whipping a water 

buffalo， or is itan-ox-whipping an iron-bull， or is it an-ox-whipping a clay-ox? Should we 

whip with a whip?" Should we whip with the whole world? Should we whip with the whole 

mind? Should we whip until marrow gushes out? Should we whip with our fist? There should 

be a fist-whipping-a-fist. There should be an ox-whipping-an-ox. 

Daijaku did not answer; and we should not miss a chance carelessly. There is the fact 

that one gains a jewel by throwing away a tile. There is the fact that one shifts onピsface by 

turning one's head. We should not plunder this not-answering. 

N angaku again， expounding， said，“Y ou learn sitting-meditation for the sake of 

learning the sitting-Buddha." 

In investigating these words， we should understand the essential-instrument of the 

Patriarchs. We did not know what that which is learning-sitting-meditation is， but we have 

understood [that it is] learning-the-sitting-Buddha. Unless one is a truly legitimate descendant， 

how could we say that learning-sitting-meditation is learning-the-sitting-Buddha? Know 

indeed! A beginner' s sitting-meditation is the initial sitting-meditation. The initial sitting-

meditation is the initial sitting-Buddha. 

In understanding sitting-meditation， [Nangaku] said，“If you learn sitting-meditation， 

then meditation is not sitting-lying." 

What he means by his saying is that sitting-meditation is sitting-meditation， not sitting-

lying. Ever since it was singly transmitted that [sitting-meditation] is not sitting-lying， 

unlimite 
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N angak:u said，“If you learn the sitting-Buddha， the Buddha is a non-fixed-form." 

Referring to [Nangaku's] words， [the idea] is as follows. The fact that the sitting-

Buddha manifests as one Buddha and a next Buddha is because it is adorned with the non-

fixed-form. What he says by the Buddha-is-non-fixed-form refers to the Buddha-form. Since 

it is the Buddha of the non-fixed-form， [the form of] the sitting-Buddha can hardly be avoided. 

Therefore， since it is the adornment of the Buddha-is-norトfixed-form，if-you-learn-the-sitting-

meditation is the sitting-Buddha. Who could， in the non-abiding-Dharma， select whether it is 

not the Buddha or the Buddha? It is because selection has already been cast-off， it is the 

sitting-Buddha. 

N angak:u said，“If you do the sitting-Buddha， which is killing-ーthe-B uddha." 

Namely， in investigating further the sitting-Buddha， there is a merit of killing-the-

Buddha. The very moment of the sitting-Buddha is killing-the-Buddha. In looking for the 

phases and light of killing-the-Buddha， the sitting-Buddha is always present. Even though the 

word killing is used sirnilarly by an ordinary person， it should not be solely equal to that of an 

ordinary person. We should also investigate what kinds of shapes and steps the sitting-

Buddha's killing-the-Buddha has. In working hard to understand that the Buddha's merit 

already includes killing-the-Buddha， we should learn in practice our killing-a-person and not-

yet-killing-a-person. 

“If you are attached to the sitting-form， then you never reach this principle." 

This being-attached-to-the-sitting-form means to discard the sitting-form and to come 

in contact with the sitting-form. This principle shows that when we have already practiced 

sitting-Buddha， we do not obtain not-attached-to-the-sitting-form. Since we do not obtain not-

attached-to-the-sitting-form， though being-attached-to-the-sitting-form is crystal clear， we 

never-reach-this-principle. Practicing like this is called casting-off-body-anιrnind. This 

cannot be said to those who have never sat before. It is present at the very-sitting-time， with 

the very-sitting-person， with the very-sitting-Buddha and with following-the-sitting-Buddha. 

But a person's sitting in terms of mere sitting-lying is not this very-sitting-Buddha. Although a 

person-sitting appe紅 Sto resemble the sitting-Buddha and the Buddha-sitting， it is like an 
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The excellence and splendor of Nangaku and Kozei， master and disciple， are like this. 

The sitting-Buddha authenticates making-the-Buddha， which is [the claim of] Kozei. It is 

Nangaku who shows the sitting-Buddha for the sake of making-the-Buddha. In Nangaku's 

understanding there is such a practice. In Yueh-shan's understanding there is the already-

mentioned-saying. Know indeed! It is the sitting-Buddha that the buddhas and the patriarchs 

has had as the essential-instrument. Those who have already been called the buddhas and the 

patriarchs have used this essential-instrument. Those who have not [used this] have never seen 

it even in dreams. 

The fact that the Buddha-Dharma has been transmitted in India and China means that 

the sitting劃 Buddhahas certainly been transmitted. It is because [the sitting-Buddha is] the 

essential-instrument. Unless the Buddha-Dharma has been transmitted， sitting-meditation has 

never been transmitted. What has been correctly transmitted from master to disciple is the 

principle of only this sitting-meditation. Those who have not singly transmitted this principle 

yet are not the Buddha and Patriarchs. Unless this one dharma becomes clear， ten thousand 

dharmas do not become clear， nor do ten thousand practices become clear. Unless one makes 

clear each and every dharma， one is not called [a person of] clear-eye， nor does one attain the 

way. How could one be the Buddha or the Patriarch of present and past? Because of this， it 

should be firmly settled that the Buddha and Patriarchs without fail have singly transmitted 

sitting-meditation. 

What it means by being illuminated by the light of the Buddha and Patriarchs is to 

practice and investigate this sitting-meditation. Foolish fellows by mistake think the Buddha's 

light is like the light of the sun and the moon and like the radiance of gem and flame. 

Radiance of the sun and the moon is the mode of karma in rebirth in the six realms. It cannot 

be compared with the Buddha's light. The Buddha's light means receiving， retaining and 

hearing one phrase， maintaining， trusting， protecting， and retaining one dharma， and singly 

transmitting sitting-meditation. Without being illuminated by the light， there is no 

mamtenance-trust， nor any entrustment-acceptance. 

Because of this， there are only a few who know sitting-meditation as sitting-meditation， 

even from time immemorial. Among chief priests of great temples at various m 
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sitting-meditation the essential duty. In convincing learners， they recommend sitting-

meditation to them. However， chief priests who know are rare. Therefore， although， from past 

to present， there were a few high priests who wrote the Zazen-mei， and there were a few high 

priests who composed the Zazen-gi， and there were a few high priests who wrote the Zazen-

shin， [these works] as well as the Zazen-mei are of no account， and as for the Zazen-gi its 

actual practice is dubious. They do not know sitting-meditation. [These works] were written 

by fellows who did not singly transrnit sitting-meditation. They are “Zazen-shin" in the 

Keiteki-dentoroku，“Zazen-mei" in the Katai-futoroku， etc. 

It is pitiful-even if one has spent one' s life visiting temples all around， one has not 

practiced [even] one sitting. The very-sitting does not become a p訂 tof the self. Furthermore， 

practice and the self do not meet each other. This is not because. sitting-meditation dislikes 

one's body and rnind， but because one is deluded and drunken in confusion without having 

any intention to the true practice. Their compilations only indicate retuming to the source and 

tuming to the origin， and [only expound] the business of meaninglessly ceasing thought and 

concentrating quietly. They do not even amount to the ranking of practice on [Tendai's 

gradual teaching of] seeing-refining-acquiring-practicing， or amount to the doctrine [which 

teaches the gradual step of] the ten stages and bodhisattva enlightenment. How could they 

singly transrnit the sitting-meditation of the Buddha and Patriarchs! Recorders of the Sung 

dynasty were wrong to have written them down. Late learners should discard and never pay 

any attention to them. 

As for the Zαzen-shin， the one that the Zen master Wanshi Shokaku of Tendo-Keitoku-

ji temple composed is only [the work of] the Buddha and Patriarchs-“admonition conceming 

sitting-meditation." It has stated matters correctly. This alone is the light which [illurninates] 

the front and back of the Dharma world. He is the Buddhist Patriarch among the Buddhist 

Patriarchs of past and today. The prior buddhas and the later buddhas continue to be 

admonished by this Zazen-shin， and the current patriarchs and ancient patriarchs become 

present from this Zazen-shin. That Zazen-shin is as follows: 

Zazen-shin Composed by the Zen master wcαnshi Shokαku (name given by the 

Imperial Court) 

The Buddhas' essential-instrument， 

The Patriarchs' instrument，αl-essence. 
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Without touching things， yet sensing， 

Without coη介ontingthe object. yet illuminating. 

Without touching things， yet sensing， 

This sensing is subtle itself. 

Without cOf1:斤ontingthe object. yet illuminating， 

This illumination is profound itself. 

This sensing is subtle itse抗

There has been no thought of distinction. 

This illumination is profound itself， 

There has been no sign of eνen a hair. 

There has been no thought of distinction， 

This sensing is peerless and mysterious. 

There has been no sign of even a hair， 

This illumination is un司.grαspαbleand is grasped. 

The water is clean through to the bottom， 

Fish are swimming unhurriedly. 

The s付 isextensive and unbound， 

Birds are jlyingαway，fiαr away. 

HoyuISHIDA 

What shin (admonition) of zazen-shin refers to is that the great working manifests 

before US， and it is the dignified manner beyond sound and form and is a knot before our 

parents were bom. It is good not to slander the Buddha and Patriarchs. It still does not 

escape from losing one's body and mind. It is a head with a length of 3 shaku (about 3 feet) 

and a chin with 2 sun (about 2.2 inches). 

“The Buddhas' essential-instrument": 

The Buddhas always see the Buddhas as the essential-instrument and the manifestation 

of this essential-instrument is sitting-meditation. 

“The Patriarchs' instrumental-essence": 
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The late master did without these words， and this principle is the Patriarchs. [Without 

words] Dharma has been transmitted， so has the robe. Each face， as one tums one's head one's 

face tums， is the Buddha's essential-instrument. Each head， as one tums one's face one's head 

tums， is the Patriarchs' instrumental-essence. 

“Without touching things， yet sensing": 

Sensing is not perceiving-sensing. Perceiving-sensing is a small quantity. [Sensing] is 

not sensing of comprehending-sensing. Comprehending-sensing is creating-working. For this 

reason， sensing is without touching things， and without touching things is sensing. [But] we 

should not understand it as universal-sensing， nor should we qualify it as self-sensing. This 

without touching things is “to act with one's head c1ear when one's head becomes c1ear， and 

to act with one's head becomes confused when one's head becomes confused." Sitting breaks 

the skin that our mothers brought forth. 

“Without confronting the object， yet illuminating": 

This illuminating is not the illumination of illuminating-comprehension or spiritual 

illumination. Without con斤ontingthe object is referred to as illuminating. lllumination does 

not manifest into the object， since the object itself is illumination.日lithoutconjトontingmeans 

that the whole-world has never been hidden， and that the ripped-world has never disc10sed its 

head. It is subtle and profound， which is related to each other and not-related to each other. 

“This sensing is subtle itself; There has been no thought of distinction": 

Thought is sensing， and it is not necessarily reliant on other source. This sensing is 

form， and form is mountains and rivers. These mountains and rivers are subtle， and this 

subtlety is profound. When we use it， we find it lively. In our makinglbecoming a dragon [as 

we are in sitting-meditation]， we are not concemed with whether it is [a c紅 pwhen it is] in the 

lower reaches of the Wu-men rapids or whether it is [a dragon when it is] in the upper reaches. 

If we merely use this single sensing， then we draw near the whole-world and mountains and 

rivers， and sense them with our whole-might. Without our sensing in our becoming intimate 

with mountains and rivers， there can not be a single sensing or half-realization. We should not 

lament over distinguishing thought arriving late. Buddhas that have already gone through 

distinction have already manifested totally. Ever-none 
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this reason， it is as if it were never brought about before. Do not doubt the eyes， nor trust the 

ears.“One should immediately clarify the principle beyond the rneaning. One should not seek 

a law in words." This is what illurnination is about. For this reason， it is non-cornparative. For 

this reason， it is non-grasping. Although 1 have corne to rnaintain it as rnysterious and corne to 

rnaintain and trust it as grasping， 1 instead question all the rnore. 

“The water is clean through to the bottom; Fish are swimming unhurriedly": 

What it rneans by the wαter is clean is that water suspended in the sky is not clean 

through to the bottom， rnuch less is water that is clear in the vessel world， which is not the 

water of the water is clean. That which has no bound of the shore edge is the water that is 

clean through to the bottom. If fish go in this water， it is not that there is no swirnrning: No 

rnatter how rnuch distance swirnrning takes place， this is un-rneasurable， un-lirnited. There is 

no shore for rneasuring， no sky for floating， or no bottorn for sinking. Therefore， there is no 

one who can rneasure it. If we try to discuss rneasuring， there is only the wαter clean through 

to the bottom. The virtue of sitting-rneditation is like this swirnrning of fish. Who can rneasure 

a distance of a thousand or ten thousand? The course of through to the bottom is the whole 

body not going (flying/swirnrning) through the way of birds. 

“The sかisextensive and unbound; Birds are flying away， far away": 

What it rneans by the sかisextensive is not that it is suspended in the heaven. The sky 

which is suspended in the heaven is not the extensive sか， rnuch less whatever is suspended in 

here and there， that is not the extensive sか.That which has no front-or-back regardless of 

hidden or revealed is the extensive s付.When birds fly in this sky， flying in the sky is one 

Dharrna way. The action of flying the sky cannot be rneasured. The flying the sky is the whole 

world， since the whole world is the flying the sky. Although this flying is not known how far 

it can go， in stating it with words that are other than rneasuring， it is referred to as flyingαwαy， 

farωvay. That is“one should immediately leave without a thread under one's feet." When the 

sky flies away， the birds also fly away. When the birds fly away， the sky also flies away. It is 

said in a saying of investigating flying away that it is only at this very place. This is 

adrnonition of the solernn-solernn-state. Thousands and thousands of distances are telling us， 
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lives. We cannot find its like through all directions today. There is only this singular 

admonition. 

When my late Teacher preached in the Dharma Hall， he used to say，“Wanshi is the 

permanent Buddha." He had never said this in referring to other people. When we have eye to 

know a person， we can know the sound of the Buddha and Patriarchs. We have known indeed 

that there are the Buddha and Patriarchs in Tozan. It has been eighty-some years or so after the 

Zen master Wanshi. Contemplating on his Zαzen-shin， 1 have written the following Zazen-shin. 

Today is the 18th day of the 3rd lunar month in the 3rd ye紅 ofNinji (1243). Counting the 

events from this year to the 8th day of the 10th month in the 27th ye訂 ofShoko (1159)， we 

have only eighty-five years. The Zazen-shin that 1 have written is this: 

Zazen-shin 

The Buddhas' essential-instrument， 

The Patriarchs' instrumental-essence. 

Not-thinking， yet manifesting， 

Not-relating to each other， yet becoming. 

Not-thinking， yet manifesting， 

This manifestation is itself intimate. 

Not-relating to each other， yet becoming， 

This becoming is itself authenticating. 

This manifestation is itself intimate， 

There has been no stain. 

This becoming is itself authenticating， 

There has been no rightness or inc1ination. 

There has been no stain of the intimacy， 

This intimacy is without entrusting， yet casting off. 

There has been no rightness or inc1ination in the authentication， 

This authentication is without calculation， yet practicing. 

Since this manifestation is intimate itself， 
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20 HoyuISHIDA 

Fish are swimming just like fish. 

The sky is extensive through to the heaven， 

Birds are flyi時 j山 tlike birds. 

1t is not that the Zazen-shin by the Zen master Wanshi has never been said enough， but 

it should be expressed like this. 1t is a matter of great importance that those who are 

descendants of the Buddha and Patriarchs should learn in practice sitting-meditation. This is 

the right seal of single transrnission. 

Recorded at Kosho-horin-ji temple in the 18th day of the 3rd lunar month 

of Ninji (1242). 

Addressed to monks at Kippo-shoja of Yoshida in Echizen Province， in 

the 11th lunar month of the 4th year of Ninji (1243). 
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スウィンバーンとモーパッサンと「手J1 

Swinburne and Maupassant's“The Hand" 

上村盛人

Morito UEMURA 

I 序

モーパッサン (Guyde Maupassant， 1850・ 1893) は、代表作『脂肪の塊~ (Boule-de-Suij， 1880)や『女

の一生~ (Une Vie， 1883)を書いたフランスの自然主義作家として知られているが、短編小説の名手でもあ

り三百篇もの作品を書いている。その短編の一つに「手J(“La Main") と題された作品がある。モーパッ

サンは 1875年に「皮を剥がれた手J(“La Main d' ecorche") と題する処女作品を地方紙『アルマナ・ロラ

ン・ド・ポンタ=ムーソン~ (Almanach lorrain de Pont-a-Mousson)に発表したが、その後、修正を加えて

「手」と改題し、 1883年に『ゴーロワ』紙 (LeGaulois)に掲載した。この作品はその後、『昼と夜の物語』

(Contes dujour et de la nuit) と題する短編集に収められて 1885年に出版されている。 2

モーパッサンは故郷のノルマンディで、スウィンパーンおよびその友人と歓談したことがあったが、そ

の歓談の折にイギリス人の家で目に触れた奇怪な手にヒントを得て、上記の短編小説を書いたとされてい

る。 3ノルマンディ海岸におけるスウィンパーンの遊泳中の事故にまつわる情況、そしてそーパッサンとス

ウィンパーンの出会いについて論じ、さらに短編小説「手」との関わりを考察するのがヱド稿の目的である。

E 溺れかかったイギリス詩人

スウィンパーンがノルマンディ海岸のエトルタの沖合で、溺れかかった折に、たまたま現場近くに居合わ

せたモーパッサンも詩人の救助に向かおうとした。そして、そのことがきっかけとなって両者が出会うこ

ととなった。それは 1868年の夏のことであり、その時スウィンパーンは 31才、モーパッサンは 18才で

あった。これに関して、モーパッサン側の文献に、両者の出会いの年を正しく記したものが見当たらない

I 本稿の執筆に際し、フランス語の文献に関して種々ご教示くださいました内田茂先生に厚く御礼申し上げます。

2 本稿における「手Jの原文は、 Guyde Maupassant， Contes dujour et de la nuit (www.elibron.com: Adamant Media 
Corporation， 2006)， pp. 79・84に拠り、原文の後の数字は本書の頁を示している。日本語訳は青柳瑞穂訳、『モーパッサ
ン短編集 III ~ (新潮文庫、 197 1)、 243・255 頁に所収の「手J に拠った。 また英語訳として、 The Complete Short Stories 

ofGψ deMaupαssant (New York: Walter J. Black Co.， 1903)，“官leEnglishman，" pp. 930・934があるが、タイトノレが
“TheHand"ではなく、“百leEnglishman"となっているのは、本稿の観刺もすれば、興味深いことである。
3 Guy de Maupassant， 
ρ876・1890)(p訂is:Le Livre de Poche， 1993)， p. 467， n2.以下で、本書からの引用は、“L'Anglais，"467， n2のように略
記する。
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2 上村盛人

のはどのような理由によるものなのか、不可解である。例えば、モーパッサン著、『さまざまなことども』

を収めているリーヴノレ・ド・ポッシュ版では両者の出会いを 1866年ころとし、『昼と夜の物語』を収めて

いるガルニエ=フラマリオン版の年譜では 1864年夏としている。 4また、《新潮世界文学 22))の『モーパッ

サン』や集英社版《世界文学全集 58))の『女の一生 他』の年譜では 1864年夏となっているし、村松定

史著、『モーパッサン』では 1866年 8月となっている。 5

北フランスで夏を過ごそうという友人パウエル (GeorgePowell， 1842-1882) の誘いに応じた手紙の中

で、「海に対する渇望(これは極めてサッフォー的で、かつより一層サド的なものなのですが)を思う存分

に癒すことJ("to satiate my craving (ul仕aSapphic and plusquam-Sadic) lust after也esea") 6を望んでいる

とスウィンパーンが書いたのは 1868年 7月28日であった。そして 9月 14日には、「当地に無事に着き、

海の景色と香りのおかげで、とても元気いっぱし、ですJ(“1 am here safe and so well and企esh，白anksto the 

mere sight and smell ofthe sea'円) 7と母親に宛ててエトノレタ発の書簡を書き送っている。

エトルタは、波の浸食作用によって、象が鼻を海中に突っ込んで、いるようなアーチ型をした奇岩が先端

にあり、背後はそそり立つ白い崖になっていることで有名な保養地である。 20年ほど前に筆者もとの地を

訪れたことがあるが、英仏海峡に臨む大きな港町ル・ア}ヴノレから北北東に向かつてパスで約一時間の、

海峡を一望できる風光明婦なところである。前に海が広がり、背後に崖がそびえるという点では、スウィ

ンパーンが幼時から泳ぎを楽しんだワイト島のボンチャーチ海岸に似ているが、ボンチャーチのように遠

浅で穏やかなたたずまいの浜辺ではなく、深い海の潮が北東に向かつて早く流れている様相を呈していて、

このようなところでスウィンパーンが遊泳を楽しんでいたのかと少し驚いたもので、あった。遊泳中の詩人

が溺れかかって救出された事件のあらましについて、これまで、書かれたものの中で最も詳しく描かれてい

るとルックスビーが指摘するゴスの記事 (1912年 10月、『コーンヒル・マガジン』誌、「エトルタのスウ

インバーンJ)8を参照しながら、以下でこの事件のあらましを纏めておきたい。

E 遊泳事件の詳細

当時のエトノレタは、後にファッショナブノレな保養地として知られる以前の小さな漁村で、あったが、地元

のノルマンディ様式の家に数年前からパウエルが住んで、いて、上述のようにスワインパーンを招いたので、

4 “L' Ang1ais，" 41; Guy de Maupassant， Contes du jour et de la nuit σ紅is:G副首er-F1叩 nnarion，1977)， p. 5.以下
で、このガノレニエ=フラマリオン版からの引用は、 Garnier-F1annn訂ion， 5のように略記する。
5 青柳瑞穂、新庄嘉章、田辺貞之助、杉捷夫、共編、『モーパッサン~ (新潮社、 1969)、810頁;斎藤昌三、手塚伸一、
共訳『女の一生他~ (集英社、 1977) 、 365 頁;中地定史、『モーパッサン~ (清水書院、 1996)、26頁。以下で、キ、j松
氏の上記の著作からの引用は村松、 26のように略記する。
6 Cecil Y. Lang ed.， The Swinburne Letters， 6 vo1s. (New Haven: Ya1e University Press， 1959)， vol.1， p.305.以下で、本
書からの引用は、 Swinburne，Letters， 1，305のように略記する。

7 Swinburne， Letters， 1，308 
8 EdmundGo凶ss民巴久'“噌Sw也bぽnea侃tI並~t仕reta紙t，" Co伊'rn肋?仇hi，幻'llMα暗gα必mωzi.的!詰fne，3，d series， 33 (October 1912)，457・68included in Rikky 
Rooksby ed.， Lives 01 Victorian LiteraηFigures VI: Lewis Carroll， Robert Louis Stevenson and Algernon Charles 
Swinburne by Their Contemporaries.'・防lume3:・AlgernonCharles Swinburne (London: Pickering & Chatto， 2008)， pp. 
139・152.以下、本文中の括弧の中の数字は、本書からの引用ページを示している。
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スウィンパーンとモーパッサンと 「手J 3 

あった。この家には、サド(Marquisde Sade， 1740・1814) の小説『閏房哲学~(La Philosophie dans le boudoir， 

1795)に因んで「ドソレマンセの藁葺きの家j にhaumierede Dolmance)としづ名称が与えられたが、その

ような命名をしたのは 「し、たずら好きJ(farceurs)のパウエルかスウィンパーン、あるいは二人の仕業で

あるとゴスは推測している。(142)休暇で帰郷したモーパッサンは、との家の前を通るたびに、奇抜な名

前が記された家の住人に興味をもったことと思われる。

夏の終りのある金曜日の午前十時頃、ポノレト・ダモン (Ported'Amont:り11上の扉」の意)と呼ばれる

東側の浜辺に下りてきたスウィンパーンがいつものように服を脱いで、海に飛び込んだ。(143) しばらく

して、船に信号を送るために崖の下で見張り番をしていたコクレノレ (CoquereD という男が、助けを求め

る叫び声や鋭い悲鳴を聞いた。ル・パンカ・キューヴ (LeBanc a Cuve : i桶状のベンチ」の意)と呼ばれ

る白亜質の岩によじ登ってみると、 一人の遊泳者が潮に運ばれているのに気付いた。そこは潮の流れが早

く、遊泳者は必死になって手足をばたつかせていたが、ますます沖合に運ばれていった。救助の入手を集

めようとコクレノレは海岸沿いに村まで、走り出したが、一般の漁船が出てくるのが見えた。コクレノレは船長

に合図を送り、今はかすかに聞こえる程度になりつつあった叫び声の方角に注意を促した。船長は直ぐに

情況を読み取り、流されている詩人のあとを追いかけた。このときにはスウィンパーンはもがくのを止め、

潮に流されるままになっていた。早い潮流に運ばれたので、エトノレタの東の端からさらに一マイル(約 1600

メートル)離れた東北東の地点で詩人は救出された。この事件から 40年以上も経過していたが、その船長

の名前がテオデ、ューノレ・ヴァラン (TheoduleVallin)であることを突き止めることができたのは大きな喜

びであり、偉大なイギリス詩人を救助した船長の名前を文学愛好者は感謝をこめて記憶すべきであると、

ゴスは記している。(144)ここまではゴスがエトノレタで集めた情報によるものである。

との事件の後、まもなくして直接スウィンパーンから聞いたこととしてゴスはさらに次のように伝えて

いる。ポルト・ダモンから泳ぎ出してすぐに底流につかまってアーチ型の岩の聞をくぐり抜けて沖に運ば

れた詩人は、泳ぐときには潮流に注意するようにと漁師たちから警告されていたことを思い出したが手遅

れで、あった。何とか流れから抜け出して引き返そうとしてみたがとても無理で、木の葉のように運ばれて

いったという。(底流を抜け出て早く遠くまで泳ぎ切るには彼の腕力では無理であり、流れに身を任せて漂

うしかなかったのだろうと、ゴスは付け加えている。)抜け出すことが無理だと分かって、大声で叫ぶこと

にしたが、静かに速く流れる潮流の中で自分の声が異様に恐ろしいものに聞とえたが、やがて叫ぶのも止

めて、力なく漂っていると、まもなく死ぬのだろうという思いに捉われた。(144)

このときの溺死寸前の体験に基づいて後年、スウィンパーンは、以下の引用部分を含む“Ex-Voto"(i奉

納物J、つまり、母なる海へ捧げられたもの)と題する詩を書いて、 『詩とバラード~ (第二集)に収めてい

る。(151-152)

When thy salt lips well-nigh 

Sucked in my mouth's last sigh， 

Grudged 1 so much to die 
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This death as others? 

Was itno伺 seto think 

The chalice from whose brink 

Fate gave me death to drink 

Was社lIne-my mother's? 9 

貴女の塩辛い唇が僕の最後の息を

ほとんど吸い込んでしまったとき、

このような死に方をするのを僕は、

他の人たちのように、残念に思っただろうか?

飲み込むようにと

運命が僕に与えた死の杯が

貴女一つまり僕の母なる貴女のものであると

考えることに安らぎがなかっただ、ろうか?

上村盛人

死を前にしたその時の思いについてゴスから尋ねられたスウィンパーンは、人々がよく言うような、こ

れまでの人生の思い出が走馬灯のように匙るといったようなことはなく、詩集 『日の出前の歌』を完成で

きないことを残念に思ったり、溺死したロマン派の詩人シエリー (PercyBysshe Shelley， 1792・1822)と同

じ年なのだというあきらめの気持ちを抱いたりしていたと応えている。それから多分、意識が少し薄れた

詩人は、浜に残してきた服のことが気にかかり、上着のポケットに入れたままになっている未完成の詩に

ついて混濁した意識で考えたりしたという。そこで多分、意識を失ったので、スウィンパーンは漁船がや

ってきて引き上げられたことを覚えていないのだろうと、ゴスは推測している。

救い上げられたスウィンパーンはすぐに意識を取り戻し、詩人を救出したマリー=マノレト号

(Marie-Marthe)はイポーノレ (Yport)港へと向かった。船の中で船長と乗組員たちに共和国思想について

説き、ヴィクトノレ・ユゴーの詩を一時間に亘って朗請したと誇らしげに詩人が語ったとゴスは伝えている。

詩人には食べ物が与えられ、午前中のうちにマリー=マノレト号はイポール港に着いた。(145)

一方、詩人の友人パウエノレは浜辺にいたが、スウィンパーンがアーチ型の岩の下を急速に運ばれて沖に

流され、視界から見えなくなると不安が募ってきた。10分くらい経過したころ、「人が溺れているぞ」と

いう叫び声が頭上の崖の上から聞こえてきて、不安が恐怖になった。パウエノレは詩人の服を両手に抱えて、

浜に小船が並べてある方に向かつて、足首まで海水に浸かりながら砂浜を駆けていった。それらの船が一

斉に救出に向かったが、数分後に、東のほうからエトノレタに入ってきた小船によって、マリー=マノレト号が

イギリス人を救出し、イポーノレ港に向かうところが目撃されたという吉報がもたらされた。それでパウエ

9 Algemon Charles Swinbume， The Poems 01 AIgernon Charles Swinburne， 6 vols. (1904; rpt. New York: AMS Press， 
1972)， vo1.3， p. 82. 

一24



スウィンパーンとモーパッサンと 「手J 5 

ルは馬車に乗り、スウィンパーンの服を抱えたまま疾走させてイポールにたどり着くと、ちょうどマリー=

マルト号が入港するところに間に合って、舟の帆に体を包まれたスウインパーンが元気に甲板で、手を振っ

ているのが見えた。 (146)

スウィンパーンとパウエルは馬車を返し、イポールで、昼食をとり、マリー=マルト号に再び乗ってエトノレ

タに戻ってきたが、詩人のこのような行動は現地の人々を驚かせた。海であのような恐ろしい経験をすれ

ば、海はもうこりごりだという思いで、馬車などで、陸地を通って戻ってくるのが普通の人の反応であるか

らだ。「あれはまったくイギリス人じゃなかったねJ(“C'eut ete trop peu anglais.") とヴァラン船長も認め

たという。救助に関わってくれた人々に手厚い謝礼が支払われ、少なくともその日一日の問、二人のイギ

リス人はエトノレタで、最も人気のある住人となった。(146)

ここからはモーパッサンとの関わりであるが、自分のヨットに乗ってスワインパーンを救出したとする

複数の説に対して、彼自身はそのようなことを一度も言っていないとゴスは指摘する。事件発生の時たま

たま近くにいたモーパッサンも、パウエルの要請で救出に向かった小型漁船に乗り込んだが、マリー=マル

ト号によって救出されたとの報を受けて漁船はエトルクに引き返した。その日の夕刻になってモーパッサ

ンは、遊泳事故を引き起こした人物が、自分の好奇心の対象であり、散歩中に時々立ち話をしたことのあ

る奇妙な家に住むイギリス人の客であることを知った。「パウエノレ氏は・・・一人ぼっちで実に風変わりな

暮らし方をしていたので、イギリス人の気まぐれや奇行に慣れていない村人や漁民の目には驚異の的だ、っ

たJ(“Ce Monsieur Powel1 ... etonnait le pays par une vie extremement solitaire et bizarre aux yeux de 

bourgeois et de matelots peu accoutumes aux fantaisies et aux excentricites anglaises.") とモーパッサンは

述べている。(146-147)

救出活動に加わってくれたことへの感謝のしるしとして、翌日彼はイギリス人の家での昼食に招待され

た。その家について彼は、「燈石で造られた藁葺き屋根のノノレマンディ風のごく普通の家J(''une toute basse 

maison normande cons加 iteen silex et coi民ede chaume") と記している。この時のモーパッサンは文学

に興味をもつまだ無名の学生で、あったが、鋭い観察力を備えていた。後年、彼は、堕落した悪魔のような

イギリス人を描くことによってフランスの人々にショ ックを与えたいという気持ちも働いて、事実に尾ひ

れの付いたエピソードを伝えるようになっていったので、ついには晩年のスワインパーンを怒らせるよう

なことになったがそれも当然であるとゴスは述べている。(147)

モーパッサンはこの時に出会った詩人の印象として、 「ムッシュー・スウィンパーンは小柄で、やせていて、

驚くほどほっそりして異様な幽霊みたいだ、った。初めて彼を見たとき、エドガー・ポウ CEdgarAllan Poe， 

1809-1849)のことを思い出した。長髪の下の額はとても大きく 、顔は下に向かってだんだんと細くなり、

小さなあごはうっすらと口ひげに覆われていたJ(“M. Swinburne was small and也in，amazingly也inat 

frrst sight， a sort of白ntasticapparition. When 1 looked at him for the自rsttime， 1せ10Ughtof Edgar Poe. 

百leforehead was very 1紅 geunder long hairヲ and出eface went narrowing down to a tiny chin， shaded by a 

白血印ftofbeard.ララ)と記しているが、当時のスウィンパーンの容貌を忠実に描写したものといえる。(147)

詩人は文学と芸術について熱っぽく活々と語ったが、モーパッサンは詩人の博識、想像力、大胆さ、倒

-1司
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6 上村盛人

錯性 (perversity)に目も肱むばかりで、あった。マッツィーニの信奉者で、あったスウィンパーンは共和国主

義者としての政治的信条を語り、ナポレオン三世を罵倒したが、貴族階級の詩人がこのような思想を持つ

ことにモーパッサンは違和感を覚えた。モーパッサンがユゴーに関する話題に転じると、いつものことな

がら、詩人はこの上なき情熱をこめて崇拝するユゴーについて語りだした。しかしモーパッサンは全面的

にスウィンパーンに共感してはいなかった。文学と人生に対する詩人の見解にはどこか「薄気味悪しリ

(macabre)ものがあり、精神が病んでいて、詩人の魔法のような想像力には倒錯した気質が混ざっている

と思ったので、ある。(148・149)

N rエトルタのイギリス人」

遊泳事件から 14年が過ぎた 1882年 11月にユゴーに会うためにスワインパ}ンが渡仏した折に、フラ

ンスのジャーナノレ各紙がこのイギリス詩人に関する記事を掲載したが、 11 月 25 日の『フィガロ~ (Le 

Figaro)紙の記事は、ポワ、ボードレーノレ (CharlesBaudelaire， 1821・1867)、サドの系譜に連なる堕落し

た悪魔的詩人としてスウィンパーンを位置づけた。この記事はモーパッサンの話に基づいてその友人によ

って書かれたものであった。この記事のことが 11 月 29 日のイギリスの『ワールド~ (1百eWorz'め紙にパ

リ通信員便りとして紹介されたことに対して、スワインパーンは『フィガロ』の記事がまったくでたらめ

であるとしづ反論を 12月6日の『ワールド』に寄稿した。 10

一方、 モーパッサンは約十五年前のエピソードとして、「エトノレタのイギリス人J(“L' Anglais d'E仕e匂t")

と題する作品を 11月29日の『ゴーロワ』紙に発表した。f1867年か 1868年のことだと思うが、よそか

らやってきた若いイギリス人がエトルタで藁葺きの小さな家を買ったJ(“L'Anglais，勺80)という出だしで、

パウエルと思われる人物の描写から作品は始まり、以下のように書かれている。

風変わりな一人暮らしをしていた、「この気まぐれなイギリス人は、茄でたり、焼いたり、妙、めたり、漬

物にしたりしたサノレしか食べないと噂されていたJ(“on racontait que cet Anglais fantaisiste ne mangeait 
que du singe bouilli， roti， saute， confit，"“L' Anglais，"180)と続け、さらにこの人物は、 家の中を自由に動き

回る大きなサノレと一緒に住んで、いたと書いている。通りで会えば話をする程度の間柄であったが、野蛮人

の趣のあるとの小柄で小太りの人物は博識で、ポウを思わせる夢幻的な世界に生きているようであり、世

間の慣習や道徳観を無視するような倣岸な態度をもっていたと、モーパッサンは書いている。このイギリ

ス人の友人が溺れかけているところに救助の手を差し伸べたととで昼食の招待を受けた時に初めて彼の家

の中に入ったと述べて、翌日、二人が住む家に出向いたとモーパッサンは書いているが、このあたりは上

のゴスの説明と一致する。

「その友人というのは三十歳ぐらいの若い男で、子供のような体一つまり胸幅も肩幅もない小さな体ー

10 Swinbume， Letters， 4， 318-319、およびTerry1. Meyers， ed.， Uncollected Letters 01 Algernon Charles Swinburne， 3 
vols. (London: Pickering & Chatto， 2005)， vo1.2， pp.312・313.Meyers編の書簡集からの引用は、以下、 Meyers，2，
312・313のように略記する。
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に大きな頭をもっていたJ(‘'L'ami eta社ungarcon d'une仕entained'annees qui portait sur un co中sd'enfant， 

--un∞中ssans poi出neet sans epauls， -・.une tete enorme，"“L' Anglais，" 182)と述べて、上のゴスの記事の

中でモーパッサンが述べている印象と一致するような当時のスワインパ}ンの風貌を紹介している。体を

小刻みに震わせて歩いたりするなど、異様な印象を与える詩人ではあるが、一旦彼が話し始めるとたちま

ち変貌して、かくも人を惹き付けるような、雄弁で、鋭く、魅力的な話し方をする人物に出会ったことは

ないと、モーパッサンはスウィンパーンの話術を絶賛する。

二人のイギリス人が住む家は小奇麗ではあったが、正常なものではなかった。至るところに絵が置いて

あり、素晴らしいものもあれば、異様なものもあり、狂人が構想したようなものもあった。ある一枚の水

彩画には、ばら色の貝殻に乗った死者の頭が人の顔付きをした月の下、果てしない大海を浮かんでいくさ

まが描かれていたことを思い出したと、モーパッサンは書いている。またところどころに骨が置いてあり、

とりわけ、「皮を剥がれた恐ろしい手J('¥me affreuse main d' ecorche，"“L' Ang1ais，"182)に注目したと語

り、その手の干からび、た皮膚の部分は残っていて、黒ずんだ筋肉はむき出しになり、雪のように白い骨に

は、血壌がついていたと述べている。

出された食べ物は謎のようなもので、おいしかったのか、まずかったのか分からないと書いているが、

どうやらモーパッサンはサノレの焼肉をご、馳走になったらしい。「サノレの焼肉のおかげでこの動物を食べたい

というような気持ちはなくなってしまったJ(“Un roti de singe m' ota l'envie de manger ordinairement de 

cetan出lal，"“L'Anglais，"183)とすぐあとで述べているからである。そして、グラスの飲み物を飲もうとす

ると、家の中を自由にうろついていた大ザルがふざけてモーパッサンの頭を突付くので、こんな動物を一

日中仲間にして暮らしたいなどとはまったく思わなかったと、サノレに対する憤憩ゃるかたない思いを述べ

ている。

二人のイギリス人は驚異的な独創的精神の持ち主であると同時にまったく風変わりであり、ポウやホフ

マン (EmstTheodor Anladeus Ho缶nann，1776-1822)のような幻想、の世界に住む人種に数えられるべきだ

とし、また独創性をもち、さまざまな詩形を駆使する天才的な才能があるこの詩人は当代の第一人者であ

るが、フランスの芸術家たちが現在、執槻に忍耐強く追求しているような、地道で真撃な善き真実をテー

マとして考えることには興味がなく、独特の高揚した精神に熱情を捧げる詩人であると述べている。

(“L' Anglais，"183) 

それから二年が経過すると、イギリス人の家から住人が立ち去っていて、家も閉ざされ、家具が競売に

かけられたが、イギリス人たちの思い出の品として、「皮を剥がれたおぞましい手J(“la hideuse main d' 

ecorche，"“L' Anglais，" 183 )を買ったと、 モーパッサンは書いている。残された家の庭には、四角の大きな

花闘岩が置かれ、《ニップ))(Nip)という文字が彫り込まれていて、その花閥岩の上には中を穿った石が置

かれ、鳥たちが飲むための水が湛えられていた。それは、家に雇われていた若い黒人の召使が復讐のため

に絞首刑にしたあのサルの墓で、あった。激怒した主人にピストノレを突きつけられて、その凶暴な召使はそ

の後、逃走したとのことであるが、住むところも食べるものもなくなって舞い戻り、数日間、路傍で大麦

糖を売っていたが、客と口論をして相手を絞め殺そうとしたために、結局、国外に追放されたとしづ。あ

η''
 

ワ
u



8 上村盛人

のイギリス人が住んでいたような家の中を時々覗き込むようなことができれば、この世界ももっと楽しい

ものになるだろうと述べて、モーパッサンは作品を結んで、いる。(“L'Anglais，" 184) 

v r手」

モーパッサンの 「手Jは、原文で 6頁、日本語訳でも 12頁の短い作品であるが、日本語訳に基づいて、

ストーリを述べると以下の通りである。

大勢の婦人たちにとりカかミ〈こまれていた「予審判事ベルミユチエ氏J('“‘'M. Bermu凶l託凶t討ie釘r，J知ug伊ed'也凶stn回1応則附ctio∞n，'

79)は、証拠不十分でで、破棄しなければならなかつた「真lにr川こご寸』怪|歪談めいたある事{件牛J(“unea宜白arre珂eoω也vrain立m児en凶1t t 

s田emblai江tse meler quelque chose de fantastique，" 79)について、彼女たちの求めに応じて、語り出す。復讐

事件が頻繁に発生するコノレシカ島の「美しい入江の岸に寝そべっているといった、白し、小さな町アジャク

シオJ(“ Jaccio， une petite ville blanche， couchee au bord d'un admirable golfe，" 80)で、彼は二年間、予

審判事を務めたことがあったが、ある日、 「ある英国人が、入江の奥にある小さな別荘を、数年間の約束で

借り受けたJ(''un Anglais venait de louer po町 plusie町 sannees une petite villa au fond du golfe，" 80)こと

を知った。その男は 「サー・ジョン・ローウェルJ(“Sir John Rowell")と称し、猟や釣りをする以外は、

一歩も外に出ず、 一人家に引きこもるという奇妙な人物で、いろいろな風説がたった。この男の情報を得

るためになんとか近づきたいと思っていたが、ひょんなことから男の家に行くととができた。会ってみる

と、頭髪もひげも赤毛の大男で、英国人のいわゆる堅苦しさがなく、英語くさいフランス語を話した。親

しくなってから、彼の家の庭でビールをご馳走になって話をする機会があり、彼の生活や計画について質

問してみると、「アフリカや、インドや、アメリカなど、諸方を旅行したJ(“il avait beaucoup voyage， en 

A企ique，dans les Indes， en Am剖que，"81)と語り、 「イエス、わたくし、ずいぶん、いろんなことをやり

ましたよJ(“J'ave eu bocoup d'aventures， oh! yes，円 81)と付け加えた。猟の話になって、河馬や虎や象や

ゴリラの狩りなどについての詳しい話をしたあとで、彼は、 「わたくし、人間狩りも、たくさんしました」

(“J'ave beaucoup chasse l'homme aussi，" 81)と言った。

それから彼は判事を家の中へ招じ入れて、いろいろな型の鉄砲を見せてくれたのだが、ある物体が予審

判事の目を惹いた。それは 「人間の手で・・・真っ白い、きれいな、骨になった手で、はなくて、干からび

た、黒ずんだ手で・・・古い血が、垢のようになった血が残っていたJ(“une main d'homme ... [n]on pas une 

main de squelette， blanche et propre， mais une main noire dessechee ... avec ... des仕acesde sang ancient，" 

81-82)。その手は、頑丈な鉄の鎖に巻きつけられて、壁に結わえられていた。それは何かと問われて、 「こ

れ、わたくしのいちばんの敵です。アメリカから持ってきました。軍刀で断ち切られ、とがった石で皮を

剥ぎ取られ、一週間、天日にさらされましたJ(“C'ete ma meilleur ennemi. Il vene d'Amerique. Il ave ete 

fendu avec le saber et arrache la peau avec une caillou coupante， et seche dans le soleil pendant hu江jours，"

82)と英国人は平然と答えた。こんなに皮を剥ぎ取るとは、「なにか猛悪な復讐J(“quelque vengeance du 

sauγuge，"82)によるものだろうと、予審判事は思った。まさか手が逃げることはなし、から鎖はいらないの
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ではないかと閉し、かけると、いつで、も逃げようとするので鎖は必要なのだと、ローウエノレが大真面白で言

った。この男は狂っているのか、それとも悪ふざけしているのだろうかと、予審判事は内心思ったが、そ

のうち彼の家には行かなくなってしまった。

それから一年後、サー・ジョン・ローウェノレが殺されたという報が入札予審判事は彼の家に駆けつけ

た。絞め殺された英国人の恐ろしい面相は、言語に絶した恐怖を表明しているように見えた。歯のあいだ

に何物かをかたくくいしめ、首には鉄釘ででも穿たれたような穴が五つもあって、血みどろになっていた。

検死に来た医者は、「まるで骸骨にでも絞め殺されたようですなJ(“On dirait qu'il a ete e仕組glepar un 

squele仕eJラ 83) と奇妙なととを言った。予審判事は背筋が寒くなり、壁の上に眼をやると、皮を剥がれた

手はそこにはなく、鎖が切れて垂れ下がっていた。死人のほうにかがんでみると、くいしばった口の中に、

あのなくなった手の指が一本、くい切られたようになっているのが見えた。

犯行後三ヶ月がたつたある夜に、予審判事は、あの恐ろしい手が、搬のように、蜘妹のように、部屋や

壁にそって走り回っているような怖い夢を見た。その翌日、サー・ジョン・ローウェノレの墓の上にあるの

が発見されたといって、判事のもとにあの手が届けられたが、その手には食指が欠けていたのだった。事

件についてこのように語ったベルミュチエ氏は、手の正当な所有者は死んでいるのではなく、自分に残っ

ているほうの手で、あの手を探しにきたのだと思うと述べてから、「まあ、これも一種の復讐でしょうかね」

(“c' est la une so巾 devendetta，" 84) と言った。

羽 かたり手としてのモーパッサン

エトルタにおけるモーパッサンとの関わりについて、スワインパーンやパウエルの側からの記録や手紙

等の文献は見つかっていないので、これまで上で述べてきたものを手がかりにして考察を進めることにす

る。すでに述べたように、後年、モーパッサンがエトルタで、の出来事についてパリの作家仲間たちに虚実

の入り混じったエピソードを語り、それを聞いた文人たちがさらに尾ひれを付けて、呪われた詩人として

のおぞましいスウィンパーン像がフランス側に広がっていった。エトノレタで実際にどのようなことがあっ

たのかを考察する必要がある。

溺れかけたスウィンパーンの救助に向かおうとしたモーパッサンを翌日、イギリス人たちが昼食に招い

たのは事実であろう。「二人のイギリス人が住む家は小奇麗で、はあったが、正常なもので、はなかった。至る

ところに絵が置いてあり、素晴らしいものもあれば、異様なものもあり、狂人が構想したようなものもあ

った」というモーパッサンの言葉も真実を伝えているといえよう。芸術作品や工芸品の収集家で、あったパ

ウエルの家には、ラファエノレ前派の作品をはじめとする多くの絵に混じって、おそらくサドの小説の世界

を連想させるような異様な絵もあったと思われる。そして、スウィンパーンは自作の詩を朗読し、崇拝す

るユゴーについて熱っぽく論じると同時に、サドやサッフォーについても酒々とモーパッサンに語ったこ

とであろう。パウエノレへの手紙の中で、 「海に対する渇望(これは極めてサッフォー的で、かつより一層サ

ド的なものなのですが)Jとスウィンパーンが書いていたことは上で指摘したが、サッフォーが身を投じた
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とされる海で、サド的な荒波に全身を叩かれるようにして泳ぐのが楽しみだということだけではなく、ス

ウィンパーンは、同胞の目が届かないとの異国の地、エトノレタでの休暇中、大いに羽目を外して、サドや

サッフォーの芸術についてパウエルと存分に論じたいとし、う気持ちを表明していると見るべきであろう。

ボードレーノレの『悪の華』を英国に紹介し、サッフォーの同'性愛を扱った「アナクトリア」や典型的な

ファム・ファタル像を描いた「ドローレスj などの作品を含む『詩とバラードJI(第一集)を出版してセン

セーションを引き起こしたイギリス詩人スウィンパーンとその友人が、サドの文学やその類いの芸術につ

いて熱っぽく語るのを目の前にして、その種の知識をまだほとんど持ち合わせていなかったと思われるモ

ーパッサンには、 二人が薄気味悪い、病的な精神をもっ狂人のように思われたことだろう。 11 一方、二人

のイギリス人には、異国での休暇中の遊び心からか、このフランスの若者をからかつてやろうという悪ふ

ざけの気持ちが働いたかもしれない。「エトノレタのイギリス人」の中でモーパッサンは「サノレの焼肉jを食

べたと書いているが、豚、あるいは鶏とか、何か他の動物の焼肉を出して、スウィ ンパーンたちがそれを

「サルの焼肉Jだと思わせた可能性がある。モーパッサンが書いている「サルについてのエピソードJ(也e

Monkey story)に関して、 真相を突き止めたい思いに駆られていたゴスも、「サルの焼肉」の件は、スウィ

ンパーンの演技だろうとしづ見解を述べている。(Meyers，2， 313・314)

そして、「若い黒人の召使が復讐のために絞首刑にしたあのサノレの墓j のエピソードについては、さらに

尾ひれが付いてフランスの作家仲間たちによって広められたパージョンの一つでは、主人と日夜を共にす

るサノレに嫉妬した召使が主人の寝室の扉の外に絞首刑にしたサノレを吊るし、その後、召使は家を飛び出し

て入水自殺をしたが、主人は召使ではなく、サルのために大理石の記念碑を建てた、というような話にな

っていたようである。(へンリー・ジェイムズ[HenryJames， 1843・1916]も1875年-----1876年の冬にフロー

ベール[GustaveFlaubert， 1821・1880]の家で、エトノレタの二人のイギリス人とサルに関する、とても手紙に

は書けないようなエピソードをモーパッサンが語るのを聞いたと、 1912年 10月 15日付のゴスへの書簡

で述べている。)絞首刑にされたサルの墓のエピソードについて、ゴスは眉唾物であるようだとしている。

(Meyers， 2， 313・314)そもそもエトルタのイギリス人の家で、 モーパッサンが書いたように、家の中を自

由に動き回って客にワルサをするようなサノレが飼い馴らされていたというのは信じがたいことである。だ

が、パウエルの伝記を電子』情報としてウェッブに載せているウェーノレズのアベリストウィス大学の記録に

よれば、現在行方不明であるが、ツヴェッカー (JohannBaptist Zwecker， 1814-1876)によって描かれた

「サルのニップJ(Ni争社lemonkey)の水彩画があったとのことである。 12 また 1868年 12月 12日付の

スウィンパーン宛のエトノレタ発の手紙でパウエルが、「エドウィン、小生、そしてニップは当地にていつも

通りに静かに暮らしていますJ(“Edwin， 1 and Nip lead our usual quiet life here.")と書いている。 (Meyers，

1， 139)パウエルの家にサルがいたのはどうやら事実であるようだ。「サノレの焼肉」を食べさせられた上に

頭を小突かれるというワノレサをされたモーパッサンにとって、その経験はトラウマのように消しがたいオ

11 Ri地yRooksby， A. C. Swinburne: A Poet主L件(Aldershot:Scolar Press， 1997)， pp. 166・167.以下で、本書からの引
用は、 Poet台Life，166・167のように略記する。
12“Biography of George Powell" at http://www.aber.ac.uk/museumJcollections/bequests/georgepowell_ biography. 
sh加吐
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ブセッションとなったのではないだろうか。そしてこの憎いサルを絞首刑にするという話を作り上げたも

のと思われる。

さて、 「皮を剥がれた恐ろしい手」がエトルタのイギリス人の家にあった一件である。「手」の中で、ロ

ーウェルが、「アフリカや、インドや、アメリカなど、諸方を旅行したJと語り、ゴリラ狩りなどの話をし

ているが、そのような世界を広く旅行したエピソードはローウェルの原型モデ、ノレとなっているパウエルよ

りも、スワインパーンの友人、リチヤード・パートン(RichardBurton， 1821・1890)の体験談に基づいて

いると考えたほうがふさわしいといえよう。

外交官として「アフリカや、インドや、アメリカなど、諸方を旅行した」パートンは、『アラビアンナイ

ト』の翻訳で知られる探検家・オリエント学者であるが、スウィンパーンの親しい友人でもあった。パー

トンたちが 1863年に設立した人類学協会(TheAnthropological Society)の下部組織であるカニパル・ク

ラブ (theCannibal Club)の会合にスウィンパーンも参加している。クラブの会合はレスター・スクエア

近辺のホテルで開催され、世界中の人類の習俗に関して、道徳・宗教等一切の制約から離れて自由闘達に

話し合うとしづ開放的な雰囲気に包まれていた。そして、クラブの会長が座るテーブノレには、「象牙製の大

腿骨を語る黒人の顔をした黒檀の職杖J(“an ebony mace in the shape of a negro head gnawing an ivory 

也igh-bone)が置かれていたという。(Poet台Ltた 116)エトノレタのイギリス人の家にあった 「皮を剥がれ

た恐ろしい手」は、上記の「黒檀の職杖Jのような模造品で、あったのかもしれない。あるいは本物の人間

の手で、あったのかもしれないし、サルの手で、あったのかもしれない。さらに想像を逗しくすれば、パート

ンから譲り受けたものかもしれない。スウィンパーンは翌 1869年 9月にもエトルタのパウエルの家に滞在

したが、その直前の 7月にはパートンと共にヴィシーで休暇を楽しんでいる。(PoetきLife，168・170)モー

ノfッサンとの歓談の折に、パートンから聞かされていた珍しい話をいろいろとスワインパーンがしたこと

も充分に考えられる。そのスウィンパーンの話が 「手」では、上記のように、 「アフリカや、インドや、ア

メリカなど、諸方を旅行した」ローウェノレの話に変奏したのかもしれない。

「皮を剥がれた手」がエトノレタのイギリス人の家にあったのは確かで、あろうが、それを「イギリス人[パ

ウエノレ]が彼[モーパッサン]に贈ったJ(“une main d'ecorchιdont l' Anglais lui fait present，" 

Garnier-Flammarion， 6)のか、それとも、 「スウィンバーンが所有していて後で [モーパッサンが]譲り受

けたJ(村松、 27)のか、二つの説があるし、さらに、前述のように、「エトノレタのイギリス人」では、空

き家になった後の競売で、モーパッサン自身が買ったと書かれている。(“L'Anglais，"183)モーパッサンが「皮

を剥がれた手」を所有するにいたったいきさつに関して、これら三つの説のいずれが真実なのか、あるい

はいずれも真実ではないのか、不明である。いずれにせよ、ガノレニエ=フラマリオン版で解説を担当してい

るピスミュ (RogerBismut)が指摘するように、 「皮を剥がれた手」という 「真実の恐ろしい些細な事物か

ら作家の想像力が働いたJ(“l'imagination de l'aute町 a仕availlesur un detail veridique et horrible，円 Garnier

-Fl創nm紅 ion，25)結果として「手」という作品が生まれたのである。ものを 「かたるJ(踊る/語る)こ

とによって物語が生まれるわけで、小説家は「かたり」のプロである。プロの小説家として語りの名手で

あるモーパッサンは踊りの名手でもあったといえよう。
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1直結び

「手Jに登場するイギリス人の名前「サー・ジョン・ローウエノレJ(“Sir John Rowell")は、ジョージ・

パウエル (GeorgePowell)を連想させるので、ローウエノレのモデルは一応パウエノレと考えることもできる

が、 「エトノレタのイギリス人」の「イギリス人Jがパウエルなのかスウィンパーンなのか判然と区別しがた

い面があるように、「手Jに登場するイギリス人も、モーパッサンが知っている二人の不気味なイギリス人

が揮然と一体化している面もある。エトルタの二人のイギリス人と連想される作家としてモーパッサンが

ポウの名前を挙げていることはすでに述べたが、そのポウの有名な短編小説「モノレグ街の殺人J(“百le

Murders in the Rue Morgue，" 1841)では、殺人事件がサノレ(オラン・ウータン)によって行なわれている。

モーパッサンの「手」に登場する「皮を剥がれた手」が、もしやしてサノレの手であったのならば、ローウ

エノレはサルに絞め殺されたことになる。

エトノレタでイギリス人の踊った「サルの焼肉」を食べさせられたモーパッサンがその後、自分が踊られ

たことに気付いたかどうか不明であるが、今度は、 「エトルタのイギリス人」および 「手」という作品を書

くことによって、自分のほうから踊り返したといえる。後年、スウィンパーンがモーパッサンのことを、 「第

一級の大うそつきJ(“1iar of the frrst magni同de")と非難したとワッツ・ダントンは伝えている。 (Meyers，

2， 314)しかし、「サルの焼肉」についてスウィンパーンの側もうそをついていたのであるから、どちらも

どちらとしづ面がある。「手j の結末部で、殺害されたイギリス人に関して、予審判事が、 「まあ、これも

一種の復讐でしょうかね」と述べているが、モーパッサンの二つの作品も、あの'憎いサルとイギリス人に

対する「一種の復讐」として書かれたといえるだろう。

Abstract 

In September 1868 Swinburne had a vacation at Etretat in N ormandy with his企iendGeorge 

Powell. While swimming there he was nearly drowned， but he was rescued by a local fishing-boat. 

The young de Maupassant， then a student of eighteen， happened to be on the beach and jumped on 

board one of those fishing-smacks出atPowell sent out. Maupassant was invited the following day 

by the two Englishmen to lunch at Powell's house in which a 1訂gemonkey was gamboling about. 

At lunch Maupassant didn't know what he was eating but he believed也ata monkey had been 

killed and served up for his dinner. He was also upset by the gamboling monkey who tapped the 

nape ofhis neck when he leaned forward to命ink.

In later years Maupassant was in the habit of describing and amplifying for血eamusement of 

French people the macabre eccen仕icitiesof the Englishmen at Etretat. Based upon his encounter 

wl血 thequeer Englishmen at E田 tat，he wrote two short stories，“L' Anglais d'Etretat" and“La 

Main." This paper discusses the relations between Swinburne and Guy de Maupassant and 
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concludes that Maupassant wrote “L' Anglais d'Etretat" and“LaMain"出 asort of revenge on出e

hateful monkey and the wicked Englishmen at E仕C回1.

つd
今
、

υ



センタ一試験リスニングテストの波及効果 :

高校における指導法への提言

Washback Effects from the Listening Section of the National Center Test 

for U niversity Admissions: Suggestions for High School Classes 

小栗裕子

YukoOGURI 

1. はじめに

高等学校の外国語教育においては実践的なコミュニケーション能力の育成が重視され、大学におい

ても国際社会で活躍できる英語力の育成が求められてから久しい。このような状況のなかで、センタ

ー試験にリスニングテストを導入することが検討されてきた。しかし、全国一斉に同じ時間帯で実施

する大学入試センター試験において、リスニングテストを実施するためには試験の公平性が大きな問

題になる。何よりもまず試験会場の大小により音が聞こえる環境を均一にする必要がある。たとえば

1999年の全国英語教育学会において、松浦(1999:101)は「英語リスニングテストにおける音環境の影

響Jと題して、大中小の 3教室で実際にスピーカーを用いた聴解力テストを実施し、座席配置により

音響特性に違いがあるのかといった調査結果を発表している。

大学入試センターでは当初各会場のスピーカーで音声を流す方法も検討されたが、設備面の問題や

条件を均一にすることから最終的にはメモリーに録音された音声を再生する ICプレーヤーが採用さ

れた。 2004年 9月 26日にはリスニング試験の「試行テスト」がセンター試験を利用する 503大学を

会場として行なわれ、 2006年度より実際にセンター試験にリスニングテストが導入された。

2. 本研究

2. 1 背景

Oguri (2006)は、 2006年度初回にリスニングテストを受験し、大学に入学した人間文化学部 1年生

106名にリスニングテスト導入とその内容に対してどのように思っているのかの無記名式アンケート

を実施し、分析した。その結果、導入自体に対する意見としては、 2名が「全く良くなかったJ、26

名が「良くなかったj と回答しているのに対して、 43名が「良かった」、 4名が「非常に良かったJと

回答している。当然ながら「良くなかったj理由のトップはプレーヤーの不具合で 17名いたが、ここ

ではむしろ「良かった」理由に注目したい。それらは、「言葉にはリスニングも含まれているJ(24名)、

「筆記テストより高い点が取れるJ(10名)、そして「テストのおかげで高校でリスニングの勉強がで

きたJ(7名)となっている。つまり、注目したいことは ICプレーヤーの不具合を嘆く学生よりも、
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2 小栗裕子

リスニングテスト導入に対して肯定的に捉えている学生の方が多くいたということである。これはま

たテストの波及効果だとも言える。

次に内容の難易度については、「普通J(47名)と「簡単だったJ(41名)で全体の 83%(88名)を

占め、話される速度に関しては、「丁度良かった」が 66% (70名)いた。これは受験者全体の平均点

が 50点満点の 36.25点で比較的高かったことから納得のい く数字だと言えよう。また、問題を 2回聴

くことに関しては、全体の 86%が「良かったJ(65名)と 「非常に良かったJ(27名)と答えている。

さらに高校 3年時のリスニング指導に関しては、 64%の学生が「リスニングテストの役に立ったj

(55名)と「非常に役に立ったJ(13名)と答え、「役に立たなかったJ(9名)と「全く役に立たな

かったJ(1名)を合わせてもわずか 9%だった。これは 5段階評価の平均値 M=3.64、SD=0.87で3の

「普通」より「役に立ったJに近い値となっている。

2.2 目的

本稿では、上述の初回アンケートを参考にしながら、 2007年度 2回目の受験者と 2009年度 4回目

の受験者の 2つの集団に対してそれぞれ大学入学直後にアンケートを実施し、このセンター試験のリ

スニングテストをどのように感じたのか聞き取り、結果を分析する。また、高校でのリスニング活動

の中で学生がリスニングテストに役に立ったと思ったものについても調査分析する。そして特に 2009

年度に入学した学生に対しては、高校で指導された内容をどのように評価しているのかを習熟度別に

分析し、高校でのリスニング指導についてのフィードパックとしたい。

3. 方法

3.1 対象者

2007年度公立大学入学者 3クラス 71名(工学部 29名、環境科学部 24名、人間文化学部 18名)

2009年度公立大学入学者 3クラス 79名(工学部 28名、環境科学部 23名、人間文化学部 28名)

3.2 手順

各対象者とも入学して最初の授業時間内に 15分程度で記入できる 5段階評価、および指導法を選択

する記名式アンケートを実施した。そしてこれらのアンケート項目を自己申告によるセンター試験リ

スニングテストの得点別に平均点以上の学生、平均点の学生、平均点以下の学生の 3つのグループに

分けて分析を行った(表1)。各年の 3グ、ノレープの得点を分散分析した結果、各群との聞にそれぞれ有

意な差 (2007年度、 F(2，68)=169， PくO.001と 2009年度、 F(2，76) =125， P<O. 001)があり、これらを 3

つの異なった集団だと確認をした上で分析を進めた。指導法に関しては、高校で実際指導している先

生からの助言を参考にして 8つの活動を学生に分かり易いように表現した。なお、 2007年度のセンタ

ー試験受験者の平均点は 50点満点中 32.47点(SD9.15)、2009年度は 24.03点(SD9.65)であった。ま

た、英語筆記はそれぞれ 200点満点中 131.08点(SD40.35)と115.02点(SD37.54)であった。
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表 1 3グソレープのリスニングテスト得点と標準偏差

全体平均点 平均点以上 平均点 平均点以下

2007年度 34.72 (N=71) 40.48 (N=29) 32.26 (N=34) 24.25 (N=8) 
M“.-・仲M“........岨・4・ 珂刊司.".. 同 伺M'"齢・"・・ ・ H咽“・・““・帥+“・踊 “““・““4・・ ・・・“e・・唱 ー...，..・.......M.H..H..・-咽輔唱輔M....山山町田町山田川町白川 H'_"_町山田町l

SD 5.89 2.67 2.43 1.49 

2009年度 25.52 (N=79) 33.33 (N=24) 24.31 (N=35) 18.25 (N=20) 
一一一 一 ......H.M....山一一・ーー一-一-ー ・叫---一一一--"一一---駒田町一… 山田町田帽---町田+帽“"“"・叩“・“割山町村・M・町田. 山町岡山"町四且町四四d甲山田町山山田4山叩田畑町甲山 川町一回甲山明一…咽・…

SD 6.51 4.85 1.45 2.93 

4. データ分析および考察

4.1 リスニングテスト

表 2は各年の 3グループがリスニングテストをどのように感じたかの分析結果である。

表 2 項目別の得点と標準偏差

2007年度入学生 全体 平均点以上 平均点 平均点以下

(N=71) (N=29) (N=34) (N=8) 

リスニング、導入について 3.41 (1.08) 3.93(0.80)材料 3.17 (1.09) ** 2.50 (1.19) ** 

内容の難易度 3.30 (0.66) 3.10 (0.67) ** 3.29 (0.58) ** 4.00 (0.53)**** 

録音の速度 3.37 (0.70) 3.14 (0.69)** 3.41 (0.66) * 4.00 (0.53)ぺ

2度聞くこと 4.06 (0.78) 4.14 (0.79)宇 4.12 (0.69)事 3.50 (1.07)" 

指導が役に立った 3.32 (1.00) 3.55 (0.98) 3.24 (1.07) 2.88 (0.64) 

2009年度入学生 全体 平均点以上 平均点 平均点以下

(N=79) (N=24) (N=35) (N=20) 

内容の難易度 4.05 (0.69) 3.62 (0.71)ぺ事 4.14 (0.65)** 4.40 (0.50)材

録音の速度 3.89 (0.60) 3.63 (0.65)二， 3.94 (0.54)* 4.1 0 (0.55) ** 

2度聞くこと 3.99 (0.70) 4.21 (0.72)** 4.09 (0.44) ** 3.55 (0.89)仲 村

指導が役に立った 3.10 (0.85) 3.38 (0.82) 3.00 (0.87) 2.95 (0.82) 

括弧内は標準偏差(SD) P<O.Olキキ Pく0.05* 

それぞれのグループについて各項目の平均値の差を『エクセル統計解析』を使用して検定した。そ

の結果 2007年度においては、センターテストにリスニングを導入する(1.全く良くなかった、 2.良く

なかった、 3.どちらでもない、 4.良かった、 5.非常に良かった)ことに対して、平均点以上の学生と

平均点の学生との聞に、また平均点以上の学生と平均点以下の学生との聞にそれぞれ 1%水準で有意

な差が生じた (F(2，68) =8. 32)。つまり、リスニング能力の高い学生がセンター試験にリスニングテスト

を導入することに対してより高く評価していたことになる。初年度のこの項目の平均が 3.20なので、

わずかではあるが肯定的意見が増えたことになる。

次に内容の難易度(1.非常に簡単だった、 2.簡単だ、った、 3.普通、 4.難しかった、 5.非常に難しか
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4 小栗裕子

った)については、平均点以上の学生と平均点以下の学生との聞に、また平均点の学生と平均点以下

の学生との聞にそれぞれ 1%水準で有意な差が認められた(F(2，68) =6. 66)。録音の速度(1.非常にゆっ

くりだった、 2.ゆっくりだった、 3.ちょうど、良かった、 4.早かった、 5.非常に早かった)に関しては、

平均点以上の学生と平均点以下の学生との聞に 1%水準で、また平均点の学生と平均点以下の学生と

の聞に 5%水準で、有意な差があった (F(2，68)=5.49)。問題を 2度聞く(1.全く効果的で、なかった、 2. 

効果的で、なかった、 3.どちらでもない、 4.効果的だった、 5.非常に効果的だった)ことに対しては、

平均点以上の学生と平均点以下の学生との聞に、また平均点の学生と平均点以下の学生との聞の差が、

それぞれ 5%水準で、有意で、あった (F(2，68) =2. 32)。

2009年度の学生については、内容の難易度について平均点以上の学生と平均点の学生との聞に、ま

た平均点以上の学生と平均点以下の学生との聞にそれぞれ 1%水準で有意差が見られた

(F(2， 76)=8.77)。次に録音の速度については、平均点以上の学生と平均点の学生との間に 5%水準で、

また平均点以上の学生と平均点以下の学生との間には 1%水準で有意な差が認められた

(F (2，76) =4. 00)。そして、 2度聞くことに対しての効果についても、平均点以上の学生と平均点以下の

学生の聞に、また平均点の学生と平均点以下の学生の間にそれぞれ 1%水準で有意な差が生じた

(F (2，76) =6. 03)。
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2. !i 

1.5 
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全体平勾点

07・09銭易度と速度比較

平絢点以よ 平句点

図 1 07と09年の難易度と速度の比較

平均点以下

.07雛易度

07速 度

09雛易度

口09速度

図 lは表 2の得点を分かりやすく得点別に表したものである。2007年度の分析結果は平均点以上と

平均点の学生を lつの集団として見なすことができるが、 2009年度は平均点と平均点以下の学生を l

つの集団として認められる。換言すれば、 2つのリスニングテストは全く別のレベノレの試験だったと

言えるのではないだろうか。鈴木 (2009: 86)は 12009年度入試の特徴とその対策」の中で、リスニ

ングの平均点が「年々下降し、難化傾向を深めているJことを指摘し、その原因となっているのは、
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「読み上げ速度の上昇に加えて、複数箇所に留意しなければならないというテクニカルな側面であろ

う」と述べている。

白畑他 (2009:178-179) によれば、聴、解テストとは「数多くの個別のスキルを総合した活動である

ので、テスト作成においても音声を識別する力、音声の流れから意味を認識し、それを把握する力、

語嚢力、文法力、予測能力、推測能力、記憶力、話者の意図や文化的背景理解能力j を配慮する必要

があると述べている。リスニング力はこれらすべてを含むという主張もあり得るが、それではどのス

キルに焦点を当てて作成された問題かによって、同じ受験者でも結果が異なるであろうし、個人差も

大きくなる。 2009年度のリスニングテストは単純に聞き取るのではなく、その内容を理解した上で応

用する必要があった。その点で過去のテストと比較して難しかったと言える。

センター試験のリスニングテストは、 TOEICのリスニングセクションのように l回のみ聞いて解答

するのではなく、同じ内容を 2度聞けると言う点で受験生には有利に働いたのではないだろうか。リ

スニングテストは記憶力や集中力も要求されるが、センター試験初日の最後に実施されるこのテスト

を2度聞けることは受験生にとっては大きな利点であろう。さらに通常のコミュニケーションを考え

た場合、もし相手の言ったことが聞き取れない時は、 “1 beg your pardon ?" ，“Would you speak more 

slowly?"と聞き返しが可能であるので、対話の特徴を考慮した場合においても、この点は評価できる。

「高校での指導法がセンター試験に役に立ったか」という質問に対しては、両年度とも習熟度別に

有意な差は見られなかったが、リスニング力のある学生ほど役に立ったと評価していることがわかる。

そして、初年度の同項目が M=3.64 (SD=0.87) で高得点なのも興味深い。これは初回ということで、

高校でのリスニング指導にも力を入れたのではないだろうか。それがこの数字に表れていると推測さ

れる。

4. 2 指導法(1 ) 

表 3は「センターテストのリスニングに役に立ったと思った活動すべてにOをつけてくださしリと

いう質問に対する習熟度別の回答である。両年度とも rf.テキストを使用Jが圧倒的に多い。指導す

る側からすれば教材を使用しながら教える方法が一番教え易く、生徒にとって適切なレベルと興味あ

る内容でさえあれば、この指導法が確実に能力をつけることができるのではないだろうか。

次に ra.ディクテーション」が来る。rc.シャドーイング」や rg.教科書の音読」は、本年度により

多く選択されているが、これは最近の指導法を反映していることが推測できる(たとえば 2009年大修

館書庖『英語教育』の 11月号は「音読j の特集である)0 rb.音楽を聴いて、空所に適当な語を補充す

る活動Jは学習者にとっては楽しみながらリスニング力がつくと思われるが、テストが目前では試み

るのが難しいのかもしれない。同じようには.映画を視聴し、その内容に関する質問に答える活動J

や re.映画を視聴し、交わされる会話を聞き取る活動」もあまり選択した学生がなく、これはおそら

くビデオデッキを準備し操作する必要があり、時間的制約の中で効率を考えた場合、敬遠されたのか

もしれない。
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表 3 高校で効果的だ、った活動内容の件数

活動内容 年 平均点 平均点 平均点

度 以上 以下

a 文章や会話を聴いて、その一部や全部を書き取る活動 07 9 9 3 

09 10 6 6 

b.音楽を聴いて、空所に適当な語を補充する活動 07 4 5 O 

09 2 3 

C.英文を聞きながら(追いかけて)、そのまままねをする活動 07 4 7 2 

09 6 10 2 

d.映画を視聴し、その内容に関する質問に答える活動 07 O 。 。
09 O 。 O 

e.映画を視聴し、交わされる会話を聞き取る活動 07 。 。
09 2 O 2 

Eリスニングのテキスト(問題集)を使用しながら簡単な練習問題 07 23 21 5 

09 14 23 12 

g.教科書の音読 07 3 6 2 

09 6 8 6 

h.ALTによる指導 07 4 3 O 

09 4 3 

4.3 指導法 (2)

2009年度大学に入学し、 3ヶ月経った 7月中旬の「リスニングJ中心の授業中に記名式で次の 2

点に回答する質問を行なった。

1. 高校でのリスニング指導の良かったところ(点)

2. 改善して欲しいところ(点)

回答は表 1のグ、ノレープに従って平均点以上、平均点、平均点以下の学習者に分けて以下に記述した。

指導の良かった点

リスニングテスト平均点以上の学生

センタ一対策をたくさん行なった (5名)

質問に対しての答え方の指導があった (2名)

オーラノレ・コミュニケーションは楽しくできた (2名)

ソングリスニングは楽しかったのでやる気が出た(1名)

毎朝テストのリスニングをした (1名)

• NHKラジオ講座を聞くよ う習慣づけられた (1名)
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-週 l回放課後にリスニングを行なった (1名)

リスニングテスト平均点の学生

・定期的に様々な形式の問題を行なった (5名)

.毎日リスニングがあった (4名)

-補講で聞いた (2名)

-ディクテーションを行なった (2名)

シャドーイングを行なった (2名)

リスニングの熟語の説明があった (2名)

• ALTが教えてくれた cl名)

リスニングテスト平均点以下の学生

・授業で、やってくれた (2名)

-問題を何度も聞いた (2名)

-着眼点を教えてくれた(1名)

・シャドーイングや歌を聞いた (1名)

-教材が興味の持てるものだ、った (1名)

改善してほしい点

リスニングテスト平均点以上の学生

もっと早くから導入してほしい (3名)

リスニングの授業自体を増やしてほしい (3名)

.受験勉強だけの授業で楽しめなかった cl名)

-問題の解説をしてほしい(1名)

• ALTがいるのにその授業がなかった cl名)

リスニングのコツを教えてほしい (1名)

・センター試験の対策以外にもやりたかった (1名)

リスニングテス ト平均点の学生

もう少し早い時期からやりたい (8名)

もっと音楽や会話を取り入れてほしい (6名)

もっとリスニングの時聞がほしい (6名)

• ALTとの会話をふやしてほしい (3名)

ただ練習問題をして終わりではなく、解説(指導)をしてほしい (2名)
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リスニングテスト平均点以下の学生

もっと時間を長くしてほしい (5名)

リスニングはほとんど、なかった (2名)

もう少し早い時期からやりたい(1名)

指導に対する工夫をしてほしい (1名)

.興味の持てる内容にしてほしい (1名)

-高得点の取れる方法を教えてほしい(1名)

小栗裕子

良かった点から推測できることは、先生方がそれぞれ時間を捻出し一生懸命センター試験リスニン

グテストのために「リスニングJの指導を行なったという点である。その中でも特に平均点とそれ以

上の学生達のコメントのキーワードは「楽しいJと「毎日聞く」である。これら 2点は語学学習にと

っては非常に大切なことで、 Robin& Thompson(1994)によればリスニング力をつけるための方略とし

て以下の 4つがあげられている。(1)Listen regularly. (2) Choose appropriate materials. (3) 

Find the right level of difficulty. (4) Choose materials that you will enjoy. この中の(1)

と (4) はまさに学生が記述したキーワードに当たる。

改善してほしい点は「もっと早くからリスニングを導入 してほしい」と「リスニングの授業自体を

増やしてほしい」そして「リスニングテストのためだけのリスニング指導は楽しくない」に集約され

る。テスト直前の対策のためのみのリスニングをどれほど行なっても、テストが終ればその学習も終

わりになる。受験勉強であっても当然「聞く」楽しみも必要であろう。我々の母語でも聞きたいと思

う内容には自ずと耳を傾ける。この点 Flow巴rdew& Miller (2005)は、 L2リスニングのモデ、ノレの中で情

意面 (affective)の重要性を強調している。高校 l年時から興味の持てる内容のリスニング教材を選

択することは教員の大切な務めであろう。

5. まとめ

センター試験にリスニングテストが導入され4年が過ぎた。初年度受験者の平均点が 36点で、これ

が年々下降し、 4回目の今回はついに 24点としづ結果になった。標準偏差 (SD) は 9.65だ、ったので

14点から 34点の聞におおよその受験生が点在していることになる。この点数の解釈はいろいろでき

るが、やはり難易度が高すぎたとは言えないだろうか。100満点に直しても 48点で、英語筆記の 57

点(100満点とした場合)と比較しても、低過ぎる。もうひとつの解釈は初回が思っていた程難しく

なかったため、教育現場はリスニングの指導をあまり必要ないと考えたのかもしれない。これは今年

度のアンケートの回答を見ると、リスニングを直前にしか行なっていないと答えている学生が多数い

ることからも窺える。テスト作成者側はそれを懸念し、また波及効果をねらい、今回のようなやや難

解な内容にしたとも解釈できる。

指導の現場では今回のような難易度の問題が出題された場合、直前対策では十分対応できないので、
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学年初めからリスニング指導に力を注ぐのではないだろうか。つまり、高校でのリスニング指導はで

きるだけ早期に開始し、生徒に自分達の習熟度に適した興味ある内容を毎日少しでも聞かせ、「聞ける」

ことの楽しさを実感させることが重要になる。幸い、高校の新学習指導要領では総合科目として「コ

ミュニケーション英語 1. II ・皿」が導入される。江原 (2009:27)は授業を実際のコミュニケーション

の場所とすることが大切だとし、「生徒に豊富な inputや英語でのやりとりの機会を与えながら教師も

生徒もともに英語を使うイメージだJと述べているが、会話をしながら相手の言っていることを聞き

取ることもリスニングのひとつである。また、学生が改善して欲しい点で書いているように ALTを今

まで以上に活用することも一考に値する。Lynch(2009:110)が「スピーキングとリスニングの指導」の

章で“Listenersmake bett巴rspeakers"と強調しているように、コミュニケーションはリスニング

力がなければ成立しないのである。

本稿は、平成 21年 8月に開催された第 35回全国英語教育学会鳥取研究大会で筆者が発表した「センター試験

リスニングの波及効果一高校での指導を中心にj を加筆修正したものである。
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Abstract 

The listening section of the National Center Test (NCT) for University Adrnissions was 

introduced in 2006. This study exarnines how students who took the test and then entered a public 

university felt about the test， with particular regard to the difficulty of questions and the speech of the 

recorded English in the IC players. Seventy-one students who took the test in 2007 and seventy-nine 

students who took the test in 2009 participated in this study. These students were also asked which 

EFL activities in their high schoollistening classes helped the most for taking the NCT. 

The findings were as follows: 

1) The students of 2009 felt that the questions were far more difficult than did the students of 2007. 

2) 2009 students also felt that the recorded English was much faster. 

3) Using listening-based textbooks was the most e百ectiveactivity noted by both 2007 and 2009 

students. More students of 2009 mentioned shadowing and textbooks for reading aloud. 

Students whose listening proficiencies were high in 2009 had regular listening lessons and 

enjoyed listening activities more. Many students expressed the view that they wanted their high 

school listening classes to improve their all-round listening ability using interesting materials and 

songs， not just their listening ability for the NCT. 
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Introduction to Screenplay's Gone with the Wind 

Walter KLINGER 

Gone with the Wind (1939) is a 1andmark and a 1egend of the Go1den Age of 

Hollywood. The fi1m amazes and seduces“by force of co1or and music， by the dynamics of 

movement and incident， and by the beauty of movie stars" (Pierpont 1992:101); Andrew 

Sarris (1973) called it the “moviest of all movies." Scarlett's adventures and misadventures 

are at times dramatic and sympathetic; over-the-top and hi1arious; nasty and repellant. 

Vivien Leigh is hypnotic to watch; her acting is inspired. 

Using movies and TV shows， by reading the scripts and 1istening and watching the 

media， is an enjoyab1e and fairly effective way to 1earn 1anguages， as the t訂 get1anguage 

appe紅 sin rea1istic and interesting contexts. The 1anguage materia1 is typically de1ivered as 

conversations， so movies are especially usefu1 for 1earτlIng spoken forms and sty1es. 1 have 

discussed this topic more fully in K1inger (2005). Gone with the Wind is quite a “ta1ky" fi1m 

with a 10t of extended conversations， and， whi1e the speaking speed is often quite fast， 1 think 

it may be good for Eng1ish studies. 

1 am particu1arly fond of the frequent 1ines and scenes th剖 Pierpont(1992 :94) 

describes as having“a 1ightness and a bare1y transp1anted ‘jazz age' fizziness that manage to 

1ift the text briefly on 1itt1e gusts of socia1 comedy，" as in“the crossed signa1s of Char1es 

Hamilton's warm proposal oflove and Scar1ett's frosty response." Margaret Mitchell's 1936 

nove1 reflects the writing sty1es and 1ifesty1es of the Roaring Twenties. No woman like 

Scarlett really 1ived in the 1860s;“nothing on record supports her Reconstruction-era feminist 

heroics" of“trading with carpetbaggers and running a sawmill" (Dickey 2007:57). Scarlett's 

adventures in 10ve and marriage a1so be10ng more to a Jazz Age woman， rather 1ike Mitchell 

herse1f， than to a woman of the 1860s.1
“But even 企omthe start，" Pierpont (1992:94) 

1 Pierpont (1992:94) notes Mitchell's admiration for F. Scott Fitzgerald's writ泊gstyle. Newspapers reported 
that Mitchell did not attend the Atlanta Junior League Ball the evening before the premiere ofthe movie because 
of“illness，" but more probably it was because the Junior League had snubbed her ye訂 sbefore， and she was 
snubbing them in re知rn，--a very Scarlett-like move. She had earlier“scandalized the Junior League by 
performing， at a charity ball， an Apache dance， complete with clinch， adapted from a Valentino movie" (Pierpont 
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C∞on凶ti凶nu田es丸，“

entire1y， by the inescapab1e grimness of Mitchell's racia1 po1itics." Objections have been 

raised by many critics and commentators concerning， especially the nove1， but a1so the fi1m 

script (large1y written by Sidney How訂 d)，about their depictions of interracia1 relationships 

and events in the American Civil W町 andReconstruction period. In particu1ar， the nove1 

and the fi1m portray slavery as an“essentially humane" (Via1s 2006)，“benevo1ent and 

harmonious system" (Si吐la2000:222). 

For this reason， 1 am hesitant to use the fi1m in EFL classes without providing 

students with a 10t of information and commentary about the story and its historica1 setting. 

Screenp1ay Pub1ishers of Nagoya this year pub1ished a bi1ingua1 reference book (Toyoizumi 

2009)， containing the fi1m dia1ogue， short descriptions of screen actions， trans1ations of the 

dia10gue and the actions into Japanese， and notes in Japanese exp1aining Eng1ish vocabu1ary 

and usage. This article discusses some of the admirab1e， dubious， and repellant themes of 

Gone with the Wind (GWTW)， as a supp1ement to the Screenp1ay book. 

The introductory section of the Screenp1ay book presents information about the 

production of the film and its commercia1 success， bios of the major stars， and information 

about Eng1ish usage? There were great prob1ems with taking the book， at 1，035 pages， 

460，000 words， and， when read a1oud， 50 hours 10ng， and condensing it into a movie of just 

under 4 hours; there was a highly pub1icized search for an actress to p1ay Scar1ett; directors， 

scriptwriters and crew were hired and fired and quit. Ron Hutchinson's 2005 slapstick stage 

p1ay， Moonlight and Magnolias， has fun with some of these well-known detai1s. There are 

grim facts about the movie; particu1ar1y that Hattie McDanie1 and the other b1ack cast 

members were not welcome to attend the ga1a premiere in segregated Atlanta in December 

1939. McDaniel's photo was a1so removed仕omthe premiere souvenir booklet; a photo of 

1992:94). This scene is depicted in the TV movie， The Margaret Mitchell Story (1976). Rhett Butler is also 
quite a modem character. Rhett， says Pie中ont(1992:98)， is modeled “above all" on Rudolf Valentino， the 
biggest male movie star when Mitchell wrote her book. Mitchell had seen Valentino's hit film， The Four 
Horsemen ofthe Apocalypse (1921)，“o食enenough to derive her scandalous charity-ball Apache dance企omit， 
and in 1924 she had interviewed the Latin actor for the Atlanta Journα1." Clark Gable inherited Valentino's sex 
symbol st由民 whichexpla泊swhy fans demanded Gable and no other actor to play Rhett. There are also 
parallels加 Scarlettand Rhe悦'stemp巴stuousrelationship with that of Mitchell and her frrst husband， Red 
Upshaw. See also Ebert (2007) for the influence of vampy movie stars on Mitchell. 
2 Rather lik巴theattitude ofthe novel and the film， slavery seems to be a non-issue here. Perhaps slavery is not 
discussed because抗isa difficult subject to deal with; it is easier to write cheery， up-beat stories about the 
glamour of the film. My participation in the Screenplay book was to仕組scribethe dialogue， write the 
descriptions of the actions， advise the translators， and con仕ibutea short article dealing with the various films， 
stage plays and books that continued or retold the story. 1 was thinking about con仕ibutingan article about 
slavery and the war， but 1 felt 1 cou凶l'tcompos巴asatisfactory account泊justa few paragraphs. 
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McDaniel dressed in character as Mammy apparently would have been acceptable， but not 

one of McDaniel as herself. McDaniel did， however， go on to receive the Oscar for Best 

Supporting Actress; the first African American to win an Academy Award. 

One remarkable bit offilm lore is that ten-year-old Martin Luther King Jr. sang in the 

Ebenezer Baptist Church choir at the Junior League costume ball the evening before the 

premiere. The event recaptured， in the words of a local paper，“the days at Tara Hall， when 

every man was a master and every man had a slave" (Pierpont 1992:101). The Margaret 

Mitchell House and Museum has a photo of King in the choir at the event， in slave attire 

before a plantation backdrop (Rich町 dson2008). The Atlanta Daily World， one of the city's 

black newspapers， reported that the choir “drew long rounds of applause" for their 

performance of four religious numbers， each of which “swelled the hearts of the hundreds of 

lucky white persons attending the gala affair" (Dickey 2007:35). 

GWTW was first shown on television over two evenings， Nov. 7 and 8， 1976， and 

seen by 47.5 percent of American households and 65 percent oftelevision viewers. The two 

parts rank #8 and #9 on a Wikipedia list of The Most-Watched TV Broadcasts of All Time? 

The movie ranked #1 on the American Film Institute (AFI， http://www.afi.corrν)'s 1977list of 

the Greatest American Films of All Time， as voted by 35，000 members. In the AFI's 1998 

list， it had fallen to #4， after Citizen Kane (1941)ラ Casablancα(1942)，and The Gocl命ther

(1972). On the AFI's 2007 list， GWTW dropped two more places， after Citizen Kane， The 

Godfatheη Casablαncα， Raging Bull (1980)， and Singin' in the Rain (1952).4 These high 

rankings may reflect the value people place on the film for its technical production qualities 

and acting talent; the drop in ranking may reflect an increasing understanding and conviction 

that its depiction of race relationships and history is deceptive and wrong. 

GWTW receives high rankings for its tale of romantic relationships， although (or 

perhaps because) Scarlett's relationships all seem to have failed. The movie is #2 on AFI's 

list of America's Greatest Love Stories， behind Casablanca and ahead of West Side Story 

(1961). Scarlett's rather destructive relationships with the three men who she marries and 

3 The Carol Burnett Show presented the parody，砂金ntwith the砂'ind，a few days later， on N ov. 13. The fmal 
episode of Roots: the Saga 01 an American Family， the 12・hourminiseries shown over eight consecutive nights 
in 1977， and which provided a仕uer，if grimmer， description of slavery than GWTW， r釘Jks#3. A 14・hour
sequel to Roots was broadcast in 1979， Roots.・theNext Generαtions， featuring Olivia de Havilland (GWTW's 
Melanie) as a Southemer in the years after the Civil War. Her son marries a black woman and is os廿acized;de 
Havi11and's character cannot tell her grandchild血atshe is his grandmother and is pa泊edthat she cannot have a 
warm relationship with the child. 
4 For other comments about changes in the AFI's list， see Ebert (2007) and Kirschling (2007). 
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with the fourth who she can't， but who is the only one she loves， at least until the last few 

minutes of the film， make for an engrossing story. They provide an aspect of the story that 

can be appreciated and enjoyed without having to think about the morbid historical se社mg.

Says film critic Roger Ebert (2007)，“The most thrilling struggle in GWTW is not between 

North and South， but between Scarlett's lust and her vanity." Posters advertising the film 

often show Scarlett and Rhett in a romantic c1inch， as does the cover of the Screenplay book. 

It is of co町田 notonly the ch町民tersthat are being advertised， but the stars as well: Clark 

Gable is岸7on the AFI list of the Top 25 Male Screen Legends， and Vivien Leigh # 16 on the 

Top 25 Female Legends.
5 

GWTW ranksが1in a 2008 Harris Poll online survey of 2，279 American adu1ts 

(Harris Poll 2008) on their favorite films. More specificallyラ itis # 1 among women，但

among men --after Star Wars (1977)， and岸1among Baby Boomers (ages 44-62) and Matures 

(ages 63 and older). Echo Boomers (ages 18・31)and Gen X (ages 32-43) rank Star Wars岸1，

and African Americans Casablanca. It ranksが4on the AFI list of Epic Films (“large-scale 

films set in a cinematic inte叩retationof the past")， a抗erLawrence o[ Arabiα(1962)， Ben-Hur 

(1959)， and SchindlerきList(1993). It rates 3 entries in AFI's list of Memorable Movie 

Quotes:が1Frankly， my dear， 1 don 't give αdαmn・p 岸31After al!， tomorrow is another day!， 

andが59As God is my witness; I'l! never be hungりノ α:gain. The soundtrack ranks抱 onthe 

AFI list of 100 Years of Film Scores， between Star Wars and Lαwrence o[ Arabia (1962). 

The film is岸8on Entertainment Weekly's 1999 list of the 100 Greatest Movies of All Time， 

and岸23on The Writers Guild of America list of 101 Screenplays. 

G WTW does not appe訂 atall on Time Magazine's 2005 list of The All-Time 100. 

Film critic Richard Corliss (2005) explains，“Here's why this is not on our All-Time 100 

Movies List: It is indefensible as social history; it lags in its second half; it lacks a strong 

directorial signature." Corliss does continue with the film's good points:“All that leaves is 

the film's epic ambition， its steam train of story propulsion， a ravishing visual design and 

performances of glamour and power. Which makes this super-production of the Margaret 

乱1itchellbest-seller the ultimate Hollywood movie." While Corliss says he would have 

5 GWTW is also interesting for its depictions about mother-daughter relationships and relationships between 
women. As for the content ofthe love story， Cascio & Gasker (2003) suggest that the relationships in GWTW 
can help certain people d巴alwith their own relationship problems. Cascio & Gasker say that fmding the perfect 
life pむ加巴ris the “ultimate impossible dream，" and that Scarlett's“prototype of the sufferer of unrequit巴dlove" 
is characterized by “supreme wishful thinking， lack of self-reflection， obsession， and repeating moth巴r'shistory." 
Repeating her mother's history泊unattainablelove is a feature ofthe novel not explained in the film. 

-48一



Introduction to Screenplのノ甘 Gonewith the Wind 5 

included GWTW in the Time Magazine list， his partner， Richard Schickelラ vetoedhis choice， 

saymg， 

1 thought the pic旬rewas OK. But no more than that. v..也y? Well，企鉱lldy，my dear， 1 didn't (and 
don't) giv巴 adamn about the South's yokel notion that it once supported a new age of chivalry and grace. 
The historical evidence for that contention is slight， and even if such an age had actually flowered， it had no 
place in America. (Schickel 1973) 

Historian Arthur Schlesinger， Jr. (1973) described the movie:“It has an epic theme: 

the downfall of a brave， haughty， and 0 btuse ruling class against a backdrop of war and social 

upheaval. But it loses the theme in a morass of unconvincing sentimentality. It aspires to 

opera and achieves soap opera." DeWees (2004) asks，“How can a film actually invite us to 

root for Confederates?門 He汀ington(1998) says that， in GWTW，“the suffering of the master 

class is the only suffering that matters." The filmラ Herringtoncontinues，“should be seen as 

entertainment and as cultural history. But perhaps it can be seen not as it was intended， as a 

monument to our lost glory， but as a Technicolor tombstone to a culture we've overcome." 

Premiere Magazine ranked GWTW“#1 on its list of Top Over-rated Films of All Time. 

Hoberman (2009) draws a parallel with the fading reput瓜ionof the 1970 music documentary 

Woodstock:“Once upon a time， this ultimate rock doc seemed like a hippie Triumph 01 the 

Will; now it's more like the boomer Gone with the Wind， long， quaint， and terminally 

over-mythologized." 

GWTW played continuously in movie theaters in London for four years during 

World War 2， during the Blitz when the Nazis were bombing the city relentlessly. Scarlett's 

story provided Britons with an“encouraging message" of“spiritual survival at any cost" 

(Campbell 1981). GWTW r紅ll<:S#34 on British film magazine Empire's 2008 readers' poll 

ofthe 500 Greatest Movies of All Time， and #80 on British film guide Halliwell's 2005 list of 

Top 1，000 Movies. 

The novel was tremendous popular throughout Europe before and during WW2. A 

translator said “it does not contain any ideas which could displease the Hitler government" 

(Pierpont 1992:101).6 In Germany， 276，900 copies of防mWinde 防rwehthad been printed 

by July 1941; a German newspaper reviewer praised Mitchell's depiction of life in the 

antebellum South，“a wonderful， strictly regulated life，" with “patriarchal， well-defined 

relationships between black and white" (Haag 1989:282). The Nazis allowed Mitchell's 

6 Hitler apparently was disappointed by the Confederate defeat in the Civil War， saying，“The beginnings of a 
great new social order based on the principle of slavery and inequality were desむoyedby that war， and with them 
the embryo of a fu旬retruly great America that would not have been ruled by a co汀uptclass oftradesmen， but by 
a real Herren-class (master class) that would have swept away all the falsities of liberty and equality" (Haag 
1989:29; see also Bonner 2007). 
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novel to be sold in the countries they conquered and occupied， until “its message was revealed 

to the Nazi government as so mercurial， its value as propaganda so unreliable， th剖 itwas 

suddenly banned" (Pierpont 1992:101). The Nazis came to the realization that they were 

“not the on1y ones to identifシwiththe rebels in gray who would not accept defeat" (Pierpont 

1992:101). The New York Journal-American reported in 1944 that 

bootlegged copies of the book were selling for sixty dollars in France and for 
nearly as much in Holland， Norway， and Belgium. According to the report， orders to 
seize all such copies had gone out， and people caught with the book in their possession 
were being shot. (Pierpont 1992: 101) 

The novel sold in the millions in Russia when it became legally available after 1982; 

it was praised as people's literature by Chinese authorities during the trial of the Gang of 

Four; Vietnamese identified with the story ofpeople suffering in a nation divided and battered 

(Stewart 2005). Americans struggling during the Great Depression ofthe 1930s empathized 

with Scarlett's determination to survive.7 

Perhaps the most inspiring moment in the movie is Scarlett's oath，“As God is my 

witness， they're not going to lick me." In the novel，“they" is identified as“the Yankees;" 

but the movie's vague“they" could be taken by people around the world， in completely 

different circumstances， to mean “anyone who tries to beat me down." Scarlett， her fellow 

suffering white Southemers， and， by extension， the entire suffering Confederacy， became 

identified to fans around the world as representing endurance during wartime， and， with 

various interpretations， resistance to conquerors. 

However， some people are amazed， even angry， that Scarlett should receive such 

praise for her struggles. Alice Walker， author of The Color Purple (1982)， said，“It is a film 

in which one spoiled white woman's surnmer of picking cotton is deemed more important 

than the work， under the lash， of twenty generations of my ancestors" (quoted in Donaldson 

2008). After a period of toil in the Tara fields， Scarlett marries a prosperous businessman 

who sets her up in her own business; later， she marries a very rich man and retums to her 

pre-w訂 lifeof idle leisure. It seems that Scarlett's hardship was soon resolved. There is no 

acknowledgement， let alone sympathy， in either novel or五1m，that the slaves， as Walker 

pointed out， suffered and struggled 

7 Fans would perhaps hesitate to lie， steal， cheat， kill， and offer to s巴11sex to the extent that Scarlett did. 
Scarlett's determination to survive could be admired to a certain degree， but it seems that women 0食enidentified 
more with Melanie. Pierpont (1992:91) says that， in 1957，“a survey of a c1ass of American high-school girls， 
noted by Helen Taylor in the book Scarlett's Women， found that all but one of the girls identified with docile 
Melanie， or claimed to; and that in a similar survey of 1970， also mentioned by Taylor， three-quarters ofthe girls 
fmnly aligned themselves with Scarlett." Mitchell herself thought that Melanie was “the heroine of the book" 
(Pierpont 1992:91). 
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“The movie sidesteps the inconvenient fact that plantation gentility was purchased with the 

sweat of slaves (there is more sympathy for Scarlett getting calluses on her pretty little hands 

than for all the crimes of slavery)." For a number of reasons， then， GWTW rank:s a 

respectable， though much lower relative to its other high ratings， #43 on the American Film 

Institute's list of“100 Years...100 Cheers: America's Most Inspiring Movies.，，8 

A scene often seen in documentaries about the fall of communism is a man standing 

on the Berlin Wall when it came down in 1989， waving a large Confederate f1ag. We must 

assume that the f1ag-bearer did not mean to proclaim that his cause was freedom to own 

slaves. The Confederate f1ag has become for some people a symbol of rebellion in general; 

Kaufman (2006:80-84)， for example， describes how it is waved剖 concertsof some southern 

white male rock mUSlClans. The meaning of the f1ag continues to stimulate heated 

arguments; it provokes opposing reactions， typically either pride in a southern white heritage 

or way of life， or re刊 lsionfor the cause whose battle f1ag it was.9 It seems that the 

enormous popularity of乱1itchell'sbook when it was first published might have had 

something to do with stimulating enthusiasm to display the f1ag in segregated Atlanta: 

On the seventy-third anniversary of the Battle of Atlanta， in July of 1937， a Confederate flag was 
flown over the old city center at Five Points for the frrst t出le泊 generalm巴mory;it was the beginning of a 
new --or renew巴d一位adition. In a 1巴tterwritten that November， Mitchel1 reported to her publisher that“the 
book is on the required col1ateral reading lists of many high schools in the South， and even a number of 
junior high schools and grammar schools are using it." (Pierpont 1992:100) 

“Neo・Confederates，that is， the Southern diehards who still think the Rebels should 

have won" (Wyatt-Brown 2006:23) are even today trying “to find new ways of securing the 

meaning of white southem identity" (McPherson 2003:112). They wish to honor their 

heritage of“Southern language， speech， manners， music， literature， tradition， thought， custom， 

and faith，" and are angry when the Confederate f1ag is treated as a “ridiculed and despised" 

symbol (McPherson 2003:112). McPherson says that such neo・Confederates“don't

acknowledge sh訂 edracial traditions:" 

To acknowledge the bir旦cialnature of many regional仕aditionswould require a recognition 

8 The last words in the film ranked抑 ，The Grapes ofWrath (1940)， is quite s出lilarto GWTW's fmal message: 
“We're the people that live. They can't wipe us out， they can't lick us. We'll go on forever， Pa， 'cause we're 
the people." The last line of the岸26most inspiring film， The Wizard of Oz (1939)， also shows a parallel: 
“There's no place like home." 
9 The Georgia state flag between 1956 and 2001 featured a large Confederate cross; apparently it was chosen by 
the Georgia General Assembly to symbolize their opposition to the 1954 Supreme Court decision that schools 
must be desegregated (Graham 2000:332). During the 1996 Atlanta 01ympic Games， the flag was not 
displayed in Olympic sites because only national flags can be displayed there. Dickey (2007:5) notes that when 
Atlanta was preparing its bid to host th巴Games，江 worriedthat Mitchell and Selznick's "ode to the majesty of 
the Old South and slavery . . . might pres巴nta politically incorrect irnage，" so， in the end， a film clip of GWTW 
“was edited out ofAtlanta's video presentation to the IOC." 
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symbo1s 1ike the Confi巴derateflag do not r巴presenta southern heritage that b1ack southern巴rswant to embrace. 
A southern heritage that does not reflect the histories and des出 sof black southerners is fmally no southern 
heritage at all. (McPherson 2003: 112) 

McPherson finds in Mitchell's GWTW a “latent and suppressed desire for 

cross-racial alliance" (McPherson 2003:71)， but that“Mitchell's text countered its own 

desires for racial union via a fierce and overt racism， actively suppressing its ache for union" 

(McPherson 2003 :223).10 McPherson 2003 :223). 

The leaders of the two sides that flew different flags in the Civil War unequivocally 

stated what they were fighting for. President Abraham Lincoln， in his Message to Congress 

on 4 July 1861， at the start of the War， said: 

This is essentially a peop1e's contest. On the side of the Union it is a struggle for maintaining in the 
world that form and substance of government whose 1eading object is to e1evate the condition of men; to lift 
artificial weights企omall shoulders; to c1ear the paths of 1audable pursuit for all; to a宜ordall an unfe抗ered
start and a fair chance in th巴raceof life. 

This was a cause that inspired many Unionists， no matter how appealing “Dixie，" the 

theme song of the Rebels， might be. The cause of the Republican government against the 

rebel states was not at first to end slavery， though that ideal may be implied in Lincolnラs

message; Lincoln's immediate stated goal was to preserve the Union， even if it meant that 

slavery would continue in the states where it was legal. On 1 January 1863， Lincoln issued 

the Emancipation Proclamation， declaring “all persons held as slaves" in the rebel areas to be 

“forever free." The Proclamation was a military order based on his authority as 

Commander-in-Chief of the Army and Navy， as the rebel states were using slaves for military 

purposes to carry on their war effort. The Emancipation Proclamation changed the character 

ofthe war and ofthe nation.
l1 

Alexander H. Stephens， Vice-President ofthe Confederate States of America (CSA)， 

10 In her study of Southern literature， McPherson proposes“to understand how re-spirming southem feeling 
mi出the1p us to reconstruct the South's histoηof commonality across racia1 lines， a commonality that has 
structured both the South's obsession with separating black企omwhite and its 10ng legacy of interwoven 
traditions， an interweaving characterized by both disgust and desire" (McPherson 2003: 18). McPherson calls 
for more “ cross-racial alliances" in Southern literary and r悶efle郎cは凶tiv刊ew明r討由i抗ti也ng匹5ぶ:
tぬh潟即eωor白i包za“副tionsof successft釦削11union (φbe飢れ阿町問ee釦nNorth and South and between r悶aces)円 (仏M必cPherso叩n20ω03:11凶4).
Ka飢u企nan(2006:82・84)discusses Elvis Presley's song An American Trilogy， which acknow1edges the three 
groups invo1ved the Civil W紅， as it combines Dixie， The Battle めImnofthe Republic， and the b1ack spiri旬alAll

My Triαls. E. 1. Doctorow's novel， The March (2005)， about Sherman's march through由巳 South，also tries to 
create a thoughtful and compassionate picture of the three groups caught up in the war. 
11 Lincoln， despite his p巴rsonalha汀edof slavery， had no constitutional right as President to企eeany slaves in 
the states and areas not in r巴bellion;they were企eedby the actions of the individual states' and by the 13th 

Amendment to the Constitution. In reply to a letter泊 1862that w釘nedhim of“the dangers and evils of 
Emancipation，" Lincoln apparent1y wrote，“You must not expect me to give up this Government without playing 
my last card" (Browne 1887:431; Logan 1886:Chapter 20). Some 200，000 A企icanAmerican served in the 
Union Army; Gloη (1989)， starring Matthew Broderick and Denzel Washington， tells the story of the 54th 
Massachusetts Infan仕y，an all-black regiment formed in 1863 
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in his Comerstone Speech of 21 March 1861 in Savannah， Georgia， laid out the Southem 

cause: 

Our new govemment is founded upon exactly the opposite idea; its foundations are laid， its 
comer-stone rests， upon the great廿uththat the negro is not equal to the white man; that slaveηsubordination 
to the superior race is his natural and normal condition. This， our new govemment， is the frrst，泊thehistory 
of the world， based upon this great physical， philosophical， and moral仕uth.12

The leader ofthe Union anny， General Ulysses S. Grant， described his feelings when 

he met with the leader ofthe Confederate anny， General Robert E. Lee， to accept Lee's formal 

surrender at the Appomattox Court House on 9 April 1865: 

1 felt like anything rather than rejoicing at the downfall of a foe who had fought so long and valiantly， 
and had suffered so much for a cause， though that cause was， 1 believe， one of the worst for which a people 
ever fought， and one for which there was the least excuse. (Grant 1885:Chapter 67) 

After the war， Stephens confirmed slavery as the reason for the war: 
Slavery was without doubt the occasion of secession; out of it rose the breach of compact， for instance， 

on the part of several Northem States泊refusingto comply with Constitutional obligations as to rendition of 
fugitives企omservice. (Avary 1910:173) 

Stephens is referring to the Fugitive Slave Clause of the American Constitution at the time， 

which said，“No Person held to Service or Labour in one State， under the Laws thereof， 

escaping into another， shall， in Consequence of any Law or Regulation therein， be discharged 

from such Service or Labour， but shall be delivered up on Claim of the Party to whom such 

Service or Labour may be due." Thus Slave states could claim their states' right to permit 

slavery， and at the same time insist that Free states must ignore their own states' rights of 

mak:ing slavery illegal， and return escaped slaves. Stephens after the war continued: 

My own opinion of slavery， as often expressed， was that ifthe institution was not the best， or could not 
be made the best， for both races， looking to the advancement and progress of both， physically and morally， it 
ought to be abolished. It was far企ombeing what it might and ought to have been. Education was denied. 
This was wrong. 1巴vercondemned the wrong. Marriage was not recognized. This was a wrong that 1 
condemned.…Great improvements were， howev巴r，going on in the condition of blacks in the South. Th巴ir
general physical condition not only as to necessaries but as to comforts was bett 

12 The full speech can be seen at http://civilwarcauses.org/comer.htm and other sites. Stephens was elected 
Govemor of Georgia in 1882， after white Southemers forced A企icanAmericans out of the voting process. 
MostA企icanAmericans in the South did not rega凶 votingrights until after the 1965 National Voting Rights Act. 
13 The complaint is as disingenuous as the claim of slave-owners， who were making fortunes built on slave labor， 
that it was only Yankees who were interested出 money. In his Cooper Union Address of 27 February 1860， 
before his election as President， Lincoln was puzzled by the logic of Southemers:“But you will not abide the 
election of a Republican president! In that supposed event， you say， you will des仕oythe Union; and then， you 
say， the great crime of having de柑 oyedit will be upon us! That is cool. A highwayman holds a pistol to my 
ear， and mutters through his teeth，‘Stand and deliver， or 1 shall kill you， and then you will be a murderer! '" 
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start of the fighting. McArthur & Burton noticed that， in the 1850 slave census in South 

Caro1ina， 

many of the slaves appear to follow what would logically be a family order of a fa由民 mother，
children. Some of these listings， however， look like groupings of mother and children only. Church records 
also substantiate family relationships; members were listed as father， mother， wife， brother， and so on. 
(McArth町&Burton 1996:27) 

Then， in the 1860 census， they noticed that“slaves were 1isted general1y by age， and did not 

appe訂 tofol1ow any other groupings" (McArthur & Burton 1996:27). A1so beginning in 

1860， church records 

stopped referring to slav巴sin quasi-familial terms， that is，“James Griffms Bob" or “Griffms boy Peter，" 
and used designations such as “Kizziah the property of附 s.Eliza Harrington." The escalating sectional 
tension may have enco旧 ageda more legalistic view of relationships between masters and slaves. (McArthur 
& Burton 1996:28) 

The white fo1ks around Tara， on the other hand， seem to have enjoyed and kept 

fami1y-like re1ationships with their slaves; Scar1ett even knows the names of the“五eldhands" 

she runs into on the street in At1anta. Ash1ey after the war tel1s Scar1ett he would have企eed

his slaves after the death of his father，“if the war hadn't already 企eedthem" (Toyoizumi 

2009: 178). However， Ashley probably wou1d not have been al10wed to. A Georgia law of 

1859 made it illegal to grant企eedomto slaves on the death of their owner (Georgia 

Legis1ative Documents 1859). Section 46 from A Digest 01 the Statute Laws of the State of 

Georgia， Athens， 1851， said that slaves cou1d only be manumitted (i.e.， freed) by the Georgia 

Legis1ature， not by the individua1 owners， and that the “manumitted slave shal1 be 1iab1e to 

arrest， conviction， and re-enslavement" (quoted in Daniels 2009). Fields (2004) simi1arly 

notes the Georgia law of 1801 that banned manumission of slaves except by a Legis1ative Act. 

Some Southem states prohibited manumlSSlOn entire1y (Morris 1999:440， Wahl 2008). 

Ashley's neighbors also would surely object to his freeing his Twelve Oaks slaves.14 

The Constitution of the Confederate States made it unlikely that slavery could ever 

legally end. The constitution was similar to the constitution of the USA， though individua1 

states 10st their freedom to outlaw slavery within their own borders， and any白tureanti -slave 

14 Perhaps he planned to take his slaves to a企eestate and help th巴mstart up a business there. Some states did 
forbid企eeblack people企omentering; but， Birney (1840:3) reasoned，“these obstructions are not 
insurmountable， and if the validity of the laws should be tried in the tribunals， it would be found they紅e
unconstitutional." It should be noted that A企icanAmericans faced racial discrimination and violence not only 
加 theslave states but in the企ee-laborstates as well， and throughout the nation well into the 1960s. Native 
Americans， Chinese， Jews， Catholics， Irish， etc.， etc.， also did， at various times and places. One of Mitchell's 
di卸 ibesis也atNorthemers “did not know that negroes had to be handled gently， as though they were children， 
directed， praised， petted， scolded" (Mitchell1936). Van Deburg (1984:68) says，“Postwar historians continued 
to see blacks as children， uniquely susceptible to coercion and manipulation by wily northemers，"凹til
mid-1960s research and the changing social climate acknowledg巴dthe “selιdirection" and“practical 
intelligence" ofthe A企icanAmericans held as slaves and during the Reconstruction period. 
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law or policy would be unconstitutional. The constitution moreover declared that it was 

“permanent，" so no state could ever claim the right to secede. The USA Constitution did not 

mention a state's right to leave the union; the rebel states claimed they had the right to leave. 

Gerald O'Hara in GWTW claims this supposed right for Georgia: “'Twas the sovereign right 

of the state of Georgia to secede from the Union" (Toyoizumi 2009:46); Ulysses S. Grant， 

however， made a strong argument against such a right.15 

Ashley says，“1 hope that the Yankees let us leave the Union in peace" (Toyoizumi 

2009:48); but， the Midwestem states of the USA could not allow a foreign power to control 

the Mississippi River， and the two budding imperialistic nations would inevitably have come 

to bloody blows as they expanded. In his Second Inaugural Address on 4 March 1865， 

Lincoln looked back to the start of the w訂:

One eighth of the whole population were colored slaves， not distributed generally over the Union， but 
localized in the Southem part of it. These slaves constituted a peculiar and powerful interest. All knew 
that this也terestwas somehow， the cause of the war. To strengthen， pe中etuate，and extend this interest was 
the 0吋ectfor which the insurgents would rend the Union， even by war; while the govemment claimed no 
right to do more than to re抑制theterritorial enlargement of it. 

Lincoln here affirms that the intention of his govemment at first was not to丘eethe 

slaves， but to stop slavery from expanding into any new states that would be created in the 

West. The slave states could not accept this; they had to expand or die. Provisional 

President Jefferson Davis， in his First Message to the Provisional Congress of the CSA in 

Montgomery， Alabama， on 29 Aprill861， complained ofLincoln's policy to forbid the spread 

of slavery. Davis famously said，“All we ask is， to be let alone，" though he and other 

southem politicians were eager to gain control of Cuba， the West Indies， and Mexico， for the 

profits to be made from slave labor there (see McPherson 1988:104-106). Senator Toombs 

ofGeorgia， in a speech in October 1860， pointed out， 

15 See McCullough (2009) and Johnston (1899) for comp紅 isonsof the two constitutions. Grant commented 
that the original states of the USA might have had a right to secede， but that later states， such as Mississippi， 
Alabama， Louisiana， Arkansas， Florida， and Texas， never did: “Doubtless the founders of our govemment， the 
majority ofthem at least， regarded the confed巴rationof the colonies as an experiment. Each colony considered 
itself a separate govemment; that the confederation was for mutual protection against a foreign foe， and the 
prevention of strife and war among themselves. If there had been a desire on the p訂 tof any single State to 
withdraw企omthe compact at any time while the number of States was limited to the original thirteen， 1 do not 
suppose there would have been any to contest the right， no matter how much the determination might have been 
regretted. The problem ch佃 gedon the ratification of the Constitution by all the colonies; it changed still more 
when amendments were added; and if the right of any one State to withdraw continued to exist at all after the 
ratification of the Constitution， it certainly ceased on the formation of new States， at least so far as the new States 
themselves were concemed. It was never possessed at all by Florida or the States west of the Mississippi， all of 
which were purchased by the廿easuryof the entire nation. Texas and the territory brought into the Union in 
consequence of annexation， were purchased with both blood and treasure; and Texas， with a domain greater than 
that ofany E町 opeanstate except Russia， was permi抗edto retain as st仰 prop巴rtyall the public lands within its 
borders" (Grant 1885:Chapter 16. This Chapter is also excerpted in Finseth 2006:28・34).
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In a few more years our slave population wi1l have increased企omthe eight thousand of the 
Revolution to twelve mi1lions. If， then， the slave territory remains the same， either the blacks must run 
away企omthe whites， or the whites wi1l run企omthe blacks. Th巴South，therefore， must， wh巴thershe wi1l 
or no， take Mexico， Central America， the isles ofthe sea. (Breck 1860) 

Karl Marx was observing from London: 

The whole movement was and is based， as one sees， on the slave question. Not in the sense of 
whether the slaves within the existing slave states should be emancipated outright or not， but whether the 
twenty mi1lion仕切 menof the North should submit any longer to an oligarchy of three hundred thousand 
slaveholders; whether the vast Territori巴sof the republic should be nurseries for企巴巴 statesor for slaveIγ; 
fmally， whether the national policy of the Union should take armed spreading of slavery in Mexico， Cen仕al
and South America as its device. (Ma皿 1861)

The CSA was established with little regard for democratic processes and free votes. 

Through intimidation and violence， 360，000 white slaveholders suppressed any voices of 

opposition to leaving the Union from 3 million white non-slaveholders and 4 million black 

slaves. lndividual voters in South Carolina were not permitted to vote for President in 

1860; the state legislature simply handed the state's electoral votes to pro-slavery 

presidential candidate John Breckimidge (Si出 a2000:236). Sinha describes the scene in 

South Carolina just before the war: 

Random and planned acts of violence against anyone suspected of hostility to slavery punctuated the 
two years before disunion. 目 Britishconsul Robert Bunch， who sympathized with the secessionists， 
repo巾 don the“reign of terror." H巴wrote，“Personsare tom away from th吋 residencesand pursuits; 
sometimes ‘tarred and feathered';‘ridden upon rails，' or cruelly whipped; lett巴rsare opened at the Post 
Offices; discussion upon slavery is entirely prohibited under penalty of expulsion， with or without violence， 
企omthe country." (Sinha 2000:211) 

An atmosphere of terror and vigilantism limited the scope of political dissent and h吻edpropel the 
secession movement. News of the Texas slave panic of 1860叩 dreports that most of the slaves were 
convinced that Lincoln's election meant emancipation made Carolinian slaveholders edgy. … Govemor 
Gist asked for the “enactment of a law， punishing summarily and severely， if not w 

2001 and 2006; Berry 2003). 

Scarlett Q'Hara，“founding mother of the Me Generation" (Bates 2008)， does not 
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support the Confederate cause， or any cause besides her own. If she had indeed spoken out 

in support of slavery， she would surely not be the beloved fictional character that she has 

become. When she loses her life of leisure， Scarlett of the novel does becomes strident in 

scom and hatred towards blacks and northemers: “How dared they laugh， the black apes! 

How dared they grin at her， Scarlett Q'Hara of Tara! She'd like to have thema11 whipped 

until the blood ran down their backs. What devils the Yankees were to set them企ee，free to 

Jeer剖 whitepeople!" (Mitche11 1936). The movie Scarlett just barely indicates these 

feelings， when she raises her eyebrows when she sees f1ashily dressed Freedmen idling on the 

Atlanta streets. Selznick purposely tried to avoid scenes of raw racial tension and violence. 

In particular， Selznick removed the novel's portrayal ofthe Ku Klux Klan， te11ing screenwriter 

Sidney Howard in 1937，“1 do hope you will agree with me on this omission of what might 

come out as an unintentional advertisement for intolerant societies in these fascist-ridden 

times" (Haag 1989). So， in the film， Fr出11<:， Ashley， and Dr. Meade seem to have gone on 

their Shantytown raid acting as chivalric gent1emen defending Scarlett's honor， not as 

members ofthe kkk terrorist organization-16 

Rhett seems to have a change of heart in his similar scom for the Cause， as he goes to 

join the Confederate army in its final hours. 1 take this not as an indication of his love for 

the Cause， but th剖 hehas to be written out of the story for a while so that Sc訂 lettcan come 

home alone. At the conclusion of the novel， both protagonists want to return to their roots， if 

not necessarily to the old ways of the Slave South. Scarlett reca11s Tara， the beauty and the 

“benediction" ofthe nature around it， and the comfort ofMammy's“broad bosom on which to 

lay her head." “With the spirit of her people who would not know defeat， even when it 

stared them in the face， she raised her chin. ... Tomorrow， 1'11 think of some way to get him 

back. A武era11， tomorrow is another day" (Mitchell 1936). “Her people who would not 

know defeat" could refer to her immediate family and ancestors. Her father's family battled 

the English rulers of Ireland; Gerald f1ed Ireland to join his brothers in Georgia after he killed 

an Englishman. Her mother's parents f1ed the Haitian Slave Revolution of 1791・1803，when 

the slaves overthrew their French masters. As her grandmother explained it， they we 

16 The Klan figures prominently in the notorious silent-film Birth 01 a Nation (1915)， which “was surely 
Margaret Mitchell's model" ofher“her incendiary vision ofReconstruction" (Pierpont 1992:96). 1 discuss that 
film as江featuresin Forrest Gump (1994) in Klinger (2007). GWTW， the film， also shows white convicts in 
chains being sent to work in Scarlett's sawmill; in reality， the majority ofpeople rightly or， more likely， wrongly 
imprison巴d，were black (Lichtenstein 1995， Blackmon 2008， Todd 2009). Selznick didn't dare show black 
people in chains; neither does Forrest Gump when young Forrest runs past a chain gang. 
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14 砂匂lterKLINGER 

out of Haiti by the niggers and now 1icked by the Yankees. But we a1ways tum up on top in 

a few ye紅 s"(Mitchell 1936). Her “peop1e" cou1d possib1y mean her extended fami1y. All 

the kind slave-owners in the story considered their slaves to be p訂tof their fami1ies， and 

believed the fee1ing was mutua1; Me1anie said that she fe1t no fe紅 白 瓜 the“darkies" wou1d 

rise up in rebellion during the war:“Why shou1d our peop1e rise?，" and Scarlett informs 

Yankees that “Uncle Peter is one of our fami1y" (乱1itchell1936). “Her peop1e" cou1d a1so 

mean the white Southem society， defeated in the war， but which managed to re-impose a 

semi-s1avery system， through intimidation， economic exp1oitation， discrimination， segregation， 

and vio1ence， on African Americans for another hundred years. Perhaps Scarlett really 

be1ieved that African Americans were p紅 tof her peop1e; then， she wou1d be p1eased that the 

spirit of Mammy's peop1e， which a1so wou1d not know defeat， raised its chin， and， 1arge1y 

through the Civi1 Rights Movement of the 1950s and early 1960s， threw off what Martin 

Luther King Jr in his “1 Have a Dream" speech at the Linco1n Memoria1 on 28 August 1963， 

called “the manacles of segregation and the chains of discrimination." 

As for author Mitchell's opinion of African Americans， she quit a history course at 

Smith College in 1918，“in anger， because a b1ack student was a1so enrolled" (Pierpont 

1992:93)， but 1ater in 1ife quiet1y donated money for medica1 scho1arships in a b1ack college. 

A guide at the Mitchell House and Museum said，“She gave a 10t of money and time to the 

b1ack community， which was high1y iηegu1ar at the time， her being a prominent white woman. 

She gave money anonymous1y to set up a clinic and 50 scho1arships to Morehouse College 

[which Dr King attended]" (Richardson 2008). 

Mitchell was presumably motivated to support medical students at Morehouse after she had difficulty 
fmding a white doctor or hospita1 willing to仕eath巴rblack maid， Carrie Holbrook， who was s甘ickenwith 
cancer. In her letters to Morehouse president Benjamin Mays， Mitchell specified that she wanted the 
students whom she sponsored to practice medicine in Georgia， noting that“Georgia is a huge state and it is 
poor. It is poor in Negro doctors. 1 want to be枕巴rmy own state." (Dickey 2007:169) 

Mitchell said，“The one thing I've a1ways wanted to avoid is the stirring up of old 

hates and prejudices， because 1 wrote my book with no hate and no prejudice 
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belonging to an age gone with the wind. 

Smyth (2008:23-44) reads Mitchell's novel in a way th剖 Scarlett's“kinshipand 

understanding of blacks embody blood and cultural ties that in many ways make her the most 

power白1bi-racial heroine in American historical literature." Smyth says that Scarlett was 

“closer than f:出nily"to Mammy， Pork and Dilcey， and she treats Dilcey“as an equal." 

Dilcey is a character in the novel， a “mustee" (a child of a Native American parent and an 

African American parent)， mother of Prissy， and “broad wife" of Pork. Another character 

joins the extended family at Tara a自erthe war: Will Benteen， a poor white who used to have a 

few slaves; he eventually marries Suellen. Scarlett's“most sympathetic friendships" and 

“only unguarded relationships，" says Smyth， are with Will and Dilcey，“two racial and class 

hybrids" that mark Scarlett's own “status as a racial and class hybrid after 1864." Scarlett 

goes to Twelve Oaks in search of food， where she sees the once-grand house in ruins. Smyth 

describes the scene: 

Twe1ve Oaks， more than the rambling， imrnigrant-built Tara， exemplified the powerful racial myth of 
出eant巴bellumSouth. Scarlett gets no sustenance there but fmds food in the slave gardens near the ruins. 
She pulls a radish企omthe earth， eats it， and then vomits， falling in the dirt. When she rises at last企omthe 
slave earth， purged and grim， a Southem phoenix rising企omthe ashes， she swears an oath， showing no 
loyalty to principle or memory， but only to herself and her family's salvation. The new South is literally 
bom企omthe ashes of the old; Scarlett draws new life企omthe soil of her former slaves. She has WOIτl 
their clothes， eaten their food， slept on their earth， and her kinship is now total. (Smyth 2008:38) 

The movie similarly portrays this image， says Smyth. Staggering outside in the 

pre-dawn lightラ Scarlettis photographed in a 

near-black silhou巴tte，a symbol of all struggling Southem women， regardless of color， in 1864. 
With her dark，合izzledhair and ragged， hoop-Iess dress， Scarlett looks like not only a poor-white Southemer 
but also a black woman， as she limps toward the slave gardens. (Smyth 2008:39) 

Smyth is perhaps re-reading GWTW in the same way as McPherson's call for more 

descriptions of “cross圃 racialalliances;" but， Smyth doesn't discuss Scarlett of the novel 

specifically referring to the Yankees in her oath. A more typical critical comment about 

GWTW is voiced by Watki 
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collective story of triumph over adversity and injustice， it is also a story of the theft of 

information." Castalia， in Allan Gurganus's novel， Oldest Living CoゆderateWidow Tells 

All (1989)， invents a story of her family's pastラ ofhow they lived in Africa， were captured， 

shipped to America， separated， and sold as slaves. She addresses her former plantation 

owner:“Maybe you biggest crime is: how you took me out the story of myself. You stole 

Castalia's true life-tale." Kaufman explains: 

The implication is that we will never know what the ‘廿ue1ifi巴・ta1e'of b1ack Americans wou1d have 
been without the 250 year-1ong b1ight of slavery， and that sing1e con仕ollingfactor challenges the 
representation of their history to a degree not faced by the white South afterー inre1ative terms --on1y four 
years ofwar and twe1ve ye訂 sofReconstruction. (Kaufman 2006:151) 

Albion Tourgee in 1888 moumed that African Americans had no history they could 

tell stories about: 

The white man仕aceshis ances汀yback for generations， knows whence they came， where they 1ived， 
and guesses what they did. To the American Negro the past is only darkness rep1ete with unimaginab1e 
horrors. Ancestors he has none. Unti1 within a qu紅白rofa c巴nturyhe had no record of his kindred. He 
was simp1y one number of an infmite“no name series." H巴hadno father， no mother; on1y a sire and dam. 
Being bred for market， he had no name， on1y a distinguishing appellative， 1ike that of a horse or a dog. 
Even in comparison with these anima1s he was at a disadvantage; there was no “herdbook" of slaves. A 
well-bred horse may be traced back in his descent for a thousand years， and may show a hundred strains of 
nob1e b1ood; but even this poor conso1ation is denied the eight millions of slave-descended men and women 
in our coun甘y. The remembrance of this condition is not p1easant and can never become so. It is 
exasperating， galling， degrading. Every freedman's 1ife is co1ored by this shadow. (Tourg白
1888/2006:536) 

For GWTW's Marnmy， her “distinguishing appellative" is her social function， 

“Marnmy;" she has no name of her own.17 
The first half of the Alice Randall's novel， The 

Wind Done Gone (2001)， retells some scenes from GWTW from the viewpoint ofthe slaves.
18 

In The Wind Done Gone， we leam that Mammy's name was Pallas. Randall， in an interview， 

17 Louisa May Alcott， author of Little Women (1868)， noticed， when she was vo1unteering in a hospita1 during 
the Civil War， that“All co1ored men are called ‘boys，' even if their headsぽ ewhite" (Alcott 1869:278). Alcott 
is referring to white-hair巴de1der1y men being called the be1itt1ing appellative “boy." The term “boy" was 
apparent1y used until not very 10ng ago. Even Ilsa in Casablanca refers to adu1t Sam as “boy." The word got 
its cinematic come-uppance in ln the Heat 01 the Night (1967)， when southern Sheriff Gillespie says，“Virgil. 
Virgi1， that's a funny name for a nigger boy to come企omPhi1ade1phia. 、弓latdo they call you up there?"， and 
Po1ice Detective Virgil Tibbs rep1i巴s，“Theycall me MISTER Tibbs!" That film a1so features “The Slap Heard 
Around the Wor1d，" when Virgi1 slaps a whit巴man. Mitchell uses “nigger" a 10t in her nove1， but the film 
avoids the derogatory appellative. If that word were in the film， it wou1d sure1y not rank in the AFI Top Films 
list today. Appellatives 1ike “ Unc1e Peter" and “Bi氾gS匂am刊 can a1so be c∞on廿tras幻te吋dw削it白hthe r印es叩pectfi白削11terms like 
‘“‘恥4企也r工.O'Ha紅raぜ"and 
1凶8 The Center for Southern Literature， at the Margaret Mitchell House in At1anta， invited Randall to sp巴akin
Ju1y 2001. Writer Pear1 Cleage a1so spoke there in 2007 about her 10ve of Scar1ett's ta1e:“It was the power of 
the word， the seduction of the story， and the skill of a writer who could only have to1d it better if she had 
understood that Mammy and Prissy and Unc1e Peter and Big Sam each had their own spark of divine frre! And 
what wou1d that book have been 1ike? But Margaret Mitchell didn't live 10ng enough to write that book， so I'm 
1eft to take comfort in the fact that the fictiona1 Miss Scar1ett， and her slave owning rea11ife counte中arts，10st the 
war， leaving me free to read and write and read and write and read and write some more" (quoted in Dickey 
2007:208). A reporter commented，“It's either extreme1y ironic or astounding1y appropriate that this type of 
dialogue is taking p1ace under the auspices ofMitchell's name" (quoted in Dickey 2007:200). 
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said th剖 shefell in love with GWTW when she was young: 

This was a甘oubledlove仕omthe beginning. 1 had to overlook racist stereotyping and Klan 
whitewashing to appreciate the ambitious， resilient， hardworking， hard-loving character who is Scarlett. 
Like so many others， 1 managed to do it. Then one day， rereading the novel， an enormous question arose for 
me企omthe center of the text. Where are the mulattos on Tara? Where is Scarlett's half-sister? Almost 
immediately 1 knew 1 had to te11 her story， te11 the story that hadn't been told. Te11 it because the silence 
injured me. (Houghton Mifflin 2003) 

Thus the central character of Randall 's novel is Cynara， daughter of“Planter" 

(Gerald O'Hara) and Pallas， half-sister of“Other，" and the person “R." goes to after he leaves 

Other.
19 The Wind Done Gone tells how the slaves managed to subvert their owners and 

gain a degree of control of their own destinies. For example， Pallas and “Garlic" (Pork) 

orchestrated events so that Planter and “Lady" (Ellen O'Hara) would marry， and Pallas could 

move with Lady from the big city of Savannah to the isolated countryside of“Tata" (Tara). 

“If Lady married a man on a lonely place， a man with no people， Pallas could run the place， 

and she'd be free， free as she was going to be" (Randa1l2001:60). In another scene，“Miss 

Priss" tells Cynara what happened to Other's three brothers: 

Miss Priss let her voice drop real low. . .. She kind of hissed in my ear. “Your Mama kill巴dthose boys 
soon as they were bom." 
“Why would she do that?" 
“What would we a done with a sober white man on this place?" (Randa112001 :63) 

Donald McCaig's novel， Rhett Butler台People(2007)， approved for publication by 

the Mitchell Estate，“works hard to cleanse Rhett of the stains on his reputation that Mitchell 

considered compliments" (Carter 2007). The main example is McCaig telling the story that 

Mitchell hinted at， but didn't expand on， about Rhett being in jail “for killing a negro" 

(Mitchell 1936). In McCaig's telling， Rhe抗 shootsthis person， his closest friend， so that he 

won't have to die a gruesome death at the hands of a lynch mob. A successful 2003 French 

musical spectacular by Gerard Presgurvic， Autant en Emporte le 路nt，also gave the black 

characters greater voice， in song and dance， as they expressed their desire for freedom. 

19 In Mitche11's novel， there are no sexual or romantic relationships between whites and blacks， and no resulting 
children. Scarlett does notice “the enormous increase in mulatto babies in Atlanta since the Yankee soldiers had 
印刷edin the town" (Mitche11 1936). This is apparently meant to be a slur. Pierpont (1992:92) says there were 
in fact a “substantial number of mulattoes， who by the 1860 census accounted for a minimum of 12% of the 
non-white Southem rural population." One out of every four black people in a Southem city， says Harper 
(2002)， was a mulatto. “Mula抗0"in the slave censuses might refer to a combination of black and either white 
or Native American; so， it is di伍cultto conclude what percentage of the mulattoes had a white or a Native 
parent or grandparent.“Bi-racial円 or“multiracial" are terms preferable to mulatto， quadroon， octoroon， mustee 
or mestizo or metis， half-caste， half-breed， etc.， etc.， if it is necessary to refer to race or ethnicity at all.“Double" 
ac旬a11yseems more accurate than“half." It seems to me that it is fme to be proud of one's anc巴S仕y，as long as 
pride doesn't mean regarding other people as inferior. A11 people泊 a11countries have various racial heritages， 
asw巴11as mixed cultures; everybody world is apparently genetically related to Mitochondrial Eve of East A企ica.
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18 Walter KLJNGER 

Works like The Wind Done Gone， Rhett Butler甘People，and Autant en Emporte le 

防nt help redeern Mitchell's story and Selznick's filrn. GWTW's views of racial 

relationships and cornrnentaries on historical events are 0丘endistressing， abhorrent， and 

wrong; but， it is still quite entertaining to observe Scarlett in her rornantic escapades. 

Television cornedienne Carol Bumett's 1976 parody， Went with the Wind， surnrnarized the plot 

of the rnovie and the personalities of the characters in 18 hilarious minutes. The scene 

where “Starlett" cornes down the stairs， wearing not only the dress she rnade frorn the curtain 

drapes， but the curtain rod as well， like a huge shoulder pad， was ranked岸2in TV Guide's 

1999 list of“The 50 Funniest Mornents in Television." 

We can at tirnes laugh at Scarlett's foibles， adrnire her deterrnination and resilience， 

and syrnpathize with her in sorne of her personal predicarnents. Her story is worth listening 

to， as long as we understand it is a fictional and rather narrow perspective of a larger and very 

cornplex American historical and social narrative. 
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はじめに

変化する英語

一強調詞 thisとthat一

Variation and Change in Contemporary English 

-The Intensifiers This and That一

寺島姐子

Michiko TERAJIMA 

英語は現在もなお、いろいろな面で変化しつつある。ある一定の方向へ向かい特定の形に定着するもの

もあれば途中で消失してしまうものもあろう。しかしそれらの一部は少なくともいずれ英語史の一部を構

成することになること、社会言語学的に見れば過去の変化の再現であることのために、どのような変化が

起こっているのか、またどの方向へ向かおうとしているのかを知ることが大切である。

すべてのことばは時間とともに変化する。これはことばの普遍的な特色である。また、ことばの変化は、

まったく同じ条件が整ったからと言って必ず生起するとは限らない。その意味で自然科学の法則とは違い、

傾向を示すに過ぎない。結局、変化についての預言、記述などは、「ことばの変化を引き起こす要因は何か」

という基本的な問題を解明する努力へ通じるものである。中尾(2003)によると変化要因には浅い層の変化

要因と深い層の変化要因があるという。前者はことばの習得を終わってから 10代前半ごろまでの子供が社

会的な要因(年齢、性差、階層など)によって「変異(variant-1inguisticvariable) Jを引き起こし、社会の

評価を受けたのち拡散、定着する。これを社会要因と呼んでもよい。後者は周囲のことばを入力として生

まれっき持っている言語知識によって幼児がことばの習得をしていくとき、入力と出力の聞に生じたギャ

ップが変異となって変化へ進む。これは言語的要因と呼べるものである。変化は前者より後者の方が大き

く根本的である。彼はこの変化を「変化の二層論」と定義している。

今回のテーマは強調の副詞についてである。強意語の発生については、副調(ことに話者の立場を示す副

詞)が形容詞・副詞を修飾する場合、強意を示す傾向があることに原因の一つを見ることができる

(incredibly beautifuIJunusually cold)。また形容詞を重ねて用いる場合、最初の形容詞が強意語的になると

も考えられる。このように最初は本来の語葉を持ちながら特定の主要語について用いられ、同時に強意を

示したものが、頻用されるに従って意味が弱まり一般化した。その例が veryで、最初 Chaucer:Canterbury 

Tales (Gen. Prol. A， 72)に現れるが‘仕ue，real， genuine'の形容詞で、あった。それが強意の副詞に変わったの

は anicy cold世泊k，a blazing hot五reのように並列された二つの形容詞のうち最初のものが次のものに従
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属する形になり、形容詞の語形を残しながら強意語として副詞的意味・機能を持つようになったからであ

る。同様な経過をたどって強意語として用いられるようになったものに pre町/mighty/te汀ib1el

stark/ dead/仕emendousなどがある。強意語は交替が激しく、古英語(OldEng1ish， OE)では swIte、Chaucer

の時代は白11が最も普通の強意語で、 veryはまだ強意語としては使われていなかった。近代英語例odern

Eng1ish， ModE)に入ってからはveryが最も一般的な強意語となったが、 right(right glad)/pureなどが盛ん

に行われた。強意語は頻用されるにつれて、さらに一層強いことばを望み、次々と別の強意語が用いられ

るようになる。口語・俗語ではことにそうである。日本語でも「とことん/死ぬほど/骨まで(愛して)J等

と言うのと同様である。今日では形容詞形の強意副詞 jo11y/mi俳句r/awful/terrib1e、タブー語

damn( ed)1 darn( ed)1 devi1ishlhellishl白c1cingなどでさえ強意語として使われる。このように強意語は時代に

よって変化するばかりでなく、社会層によっても慣用を異にする。例えば、 so(He is so charming.)は主と

して女性の聞で好まれ、教養のある人たちは、一般に -ly形を用いることが多い。さらに、凶ceand (nice組 d

clear)/good and (good and sick)のように、二つの形容詞が andで結ぼれ「形容詞+andJが次の形容詞を

修飾する副詞的な働きをする場合もある(中島他 1982，588・9)。本論文は強調の副詞に焦点を合わせたもの

である。強調の副詞がどのような変遷を経て、今日の形を成したのかについて、まず歴史的発達を概観し、

それぞれの時代にはどのような強意語が使われていたかを探り、終局的に、これまであまり扱われてこな

かった強意語としての也1Sとthatについて考察する。

1強調副詞の歴史

古英語でもっともひんぱんに用いられる強調詞(泊tensifier)はswide(司ery，mucめ/白11(=fu11y， very)1 

we1 (=fu11y)が典型的なもので、あった。tear1e(=severe1y， very much)/wun伽 m(=wonde巾 11y，exceeding1y)1 

micel(=much)がこれに続く。その他 clane，clan1ice (=clean(ly))/ea11 (=a11， entire1y)/fe1a (=much)/genong 

(=enough)lhearde(=hard， greatly)/ofer (=over， too)/swa (=so)/to (=too)/we1 (=we11，白11y)などがある(中尾

1980， 364-5)。以上の中から OEの代表的な副調、 eall/白11，fullice/micle， micles， miclumlswite， 

swite1ice/welについて見てみよう。

ea11はteah(=a1though)に導かれる節やea11swa.. .swaの句によく現れる。所有格単数 ea11esとしてよく

用いられ、所有格複数ealraは最上級の強調に用いられる。

teah Terfmna 1and was eαlweste (=吐le1and ofthe Terfmns was a11 waste) (α17，29) 

te油 iceal mage (=血ough1 have the power) (Beo 680) 

白11は形容詞・副詞・数詞の強意語として switeと並んでよく用いられるが、動調と用いられることは

少ない。白lliceは動詞のみに用いられる。

ルlxwinter(=おr五111ten years) (α50，21) 

swahimル1o:ft ge1amp (=as had befa11en them fu11 o:ften) (Beo 1252) 

micle， mic1esは比較級および旬(=too)と結合した形容詞の強調に、miclumは動詞の強調に用いられる。

Se hwa1 bid micle lassa tonne odre hwa1as (='百iswha1e is much sma11er th釦 0出erwha1es)(砂 18，
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2) 

hi hit sceolan micl仰 gebetan(=they must make great amends for it) (砂21，13)

switeは形容詞、副詞、動詞の強意語として OEで特によく用いられた。 switeliceはまれである。

hiora hyd bid swide god to sciprapum( =their hides are very good for ship' s ropes) (α18，3) 

swide onsittan (=dread very much) (Beo 597) 

welは形容詞、数詞、副詞、動詞と共に極めて普通に用いられる。

teah de wellyste wearmes mustes (寸lOughyou would白血合加kofthe warm must) (Beo 12，11) 

3 

中英語になると新たに、 all/much/rightJoutJutterly/suddenly/veryなどが加わった。 very(=true)は初期

中英語CEalyMiddle English， Eおffi)に最初形容詞として現われた。 14世紀半ばごろから形容詞の前位置に

も起こるようになり(averrψ(=司rue)，p紅世gentilknight (Ch 1 72))、ここから強調詞として発達し、 15世紀

以降頻度を増し 16世紀はじめには一般化され白ll/rightJmuchを圧倒する。 TJヤe釘fordEnglish Dictionary 

(OED， 1978)によれば形容詞の前に起こる veryの確かな初例は 1470年、副詞の前では 1448年、第2分

詞の前では 1641年である。

he shal be ven句 Ipenitent (Ch X 87) 

as for白ethryd， thow mayst be verrey sure (Lydgate 1he assembly of gods 1776) 

近代英語(ModemEnglish， ModE)も MEから all/fulllrightJmuchを受け継し、だが、その他にpretty/rather/ 

mighty/exceeding/passingなどが加わった。 veryは 17世紀以降になって一般化された(中尾 1972，240-4; 

1980，364・5)。

現代英語(Present-dayEnglish， PE)ではveryが盛んで、従来muchが主流で、あった過去分詞の分野にま

で拡大されている。 byを伴う構文でも使われることがある。

He is veηdisturbed by your atti同de.

1'm very， veηflattered by his attitude.(Sheldon Windmills 90) 

そのほか、 damn/damnedlpainfully/ aw白U白111白cking/goddarm叶ightJplentyなどが強意語に加わった。

Kate was still so damn young (Steel SeωonofPωsion 40) 

社musthave been damnedhard to live with (Steel Promise 228， 7) 

and he was always paif!ルllyhonest with them (Steel Delivery 6) 

也eyknow an awfullot of people (Steel Delivの 11)

knowingルIIwell that ifhe retumed (Steel Heartbeat 278， 11) 

1'mjust so戸ddngscared(Steel Passion 's Promise 233， 14) 

She was so goddamn tired offighting with Bemardo (Steel Love Again 61， 3) 

l' m going right su中rised(Comwell Body 14) 

He was plenty stupid (Grisham Client 487， 31) 

また、 (a)hell of/ kind of/a lotJgood andlnice andl no endl by farなど、 2字、 3字熟語が強意詞として現わ

れるのも現代語の特徴である。
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She' s a hell of a nice girl (Steel Promise 167， 23) 

11' s kind ofinteresting to follow on your heels that way (Steel Promise 128，6) 

It looks a lot different企omthat side ofthe desk (Steel Blessing 249，23) 

Until you got good and sick of me (Steel G併188)

Nice and clear (Steel Passion Promise 195， 28) 

which pleased Mr.Thompson no end (Steel Jewels 8， 18) 

百lechild was too damn seductive by far (Steel Album 188， 6) 

寺島姐子

比較級を強める強調詞はどうかというと、現代小説6冊の中に表れる強意語はmuch/even/far、その他2字

熟語alotが圧倒的である。また、 3字熟語の agreatdealが 1例現れる。 Quirk(1985，472・3)によると alot 

は強調副詞veryで修飾できないときに用いられる。例えば、 alot later/earlierは可能であるのに対して、

*very later/earlierは不可である(*は非文の印)。また、 alot shorter/a hell of a lot betterのように alotだけ

で比較級を副詞として修飾する場合がある。 ただし、 alot shorterに対し lotsshorterはくだけた言い方で

ある(小西 2006，692)。しかしながら集めたデータによるとこの主張は必ずしも当たらない。どの比較級

がどの強意語を好むか、あるいは選ぶかは自由で、選び方は随意のようである。

They never said much more白m仕lat(Sparks Wedding 89， 11) 

And you'll forget me even sooner? (Steel Chance 261，3) 

Hewas戸rmore open about his own past (Steel Blessing 35，25) 

She seemed a lot more enthusiastic (Sparks Wedding 68， 7) 

She suspected there would be lots more ofthem (Steel Chance 239，19) 

Which was a great deal more so (Steal Hearめeat258，3)

比較級と共に現れる強意詞の頻度は今回の調査では以下である。

much even far a lot lots a great deal 

15 33 6 45 

以上から、 PEでは形容調、比較級の強調語は l語では evenが好まれる。また、 alotの現れる頻度が一番

高いということがわかった。 alot(of)は可算名詞 (alot of desks)、非可算名詞 (alot of白miture)のどち

らにも使えるので、可算名詞にはmany(many desks)を、非可算名詞にはmuch(much fumiture)を、とし、

う面倒な使い分けを必要としない alotを多用する。その影響が強意語にも及び、便利な alotを好む傾向

があるといえるかもしれない。 alot (of)の使用頻度、領域は以前よりはるかに広がっているといえよう。

2強調語 this/thatの概観

程度副詞としての也is、血atが歴史上現われたのはいつご、ろか。中尾0972，206)によると、後期中英語

(Late Middle English， LME)にゼロ派生this(=so， thus)が起こる。また也isへの類推によるゼロ派生の白at

(=so)も起こることがあるという。これらが PEの強意語也lS、thatのさきがけのようである。

To clense te soull(soul) wyche(=which) is tis fowl(=foul) (A morality ofwisdom 936) 
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His sekenes Tαt encrest， (=his sickness so increased) (1恥 lifeofSt.Cuthbert 6279) [OED] 

OEDによる白ISの記述は“Qualifシingan adj. or adv. of quantity， now chiefly in this much (where this is 

perh. felt as the pronoun-‘asmuch as出is')"とある。初例は 1460年である。

1 be-gyn awake， 1 that tis longe ha出 slumberydein s戸時 (1460)/Thismyche (=much) have 1 

receyved企omher majestye (1586)/And this far of血eIles cal1ed Hebrides (1596 )1 None of the 

por仕aitsmentioned by Walpole are dated thおearly(1884) 

一方、 thatのOED初例は 1634年で、也isに遅れることおよそ 170年である。 thatについは次のような記

述がある。

出anso， as indicating the precise amount." 

1 repose thαt much in His rich grace也at(1634)厄 IS白mil弘 whichhe had sent that far (1805)1 

I.. .recollect you that high (1870) 

それでは、日本の英語辞典にはどのような記述があるかを見てみよう。『ランダムハウス英和大辞典』

(小学館 1996)ではthisについて r(話) (量・程度を示す形容詞・副詞と共に、通例否定的な構文で)これ

だけ、これほど、こんなに、この程度までJAdd thおmuchwater to the ingredientslI didn't expect it to be this 

ful1. 血atについては①(量・程度を表す形容詞・副詞を限定して)そのくらい、それほどj百lIsfish was that 

big江 needthat much.② r (否定文・疑問文・条件文)それほど、それだけ、そんなに斗量・程度が甚

だしいことを示すJr m not that touchy.江 di血'texpect the house to be that full.厄ewasn't that bad a 

politician.とある。 thisは現在の状態に言及する。 thatは過去の状態に言及し、 soであれば中立的な表現と

なる。『新英和大辞典~ (研究社 1996)によると、 thisについては、(口語) r [主として程度・量を示す形

容詞・副詞を修飾して]この程度まで、これだけJ1 know this much江'venever seen this many lions at one 

time.也atに関しては(口語)r [量・程度を示す語を修飾して]それほど、それだけ、そんなにJ rve done 

only that much.1I can't walk that far.lDoes he want to have that many children?lIs it that白血ly?Oxford 

Dictionary of English (2003)には次のような記述がある [assubmodifier] to the degree or exte国

indicated:白eycan't handle a job this biglhe's not used to的お muchattention. thatについては、 [as

submodifier] to such a degree; so: 1 wouldn't go that f1低([凶ormal]盟ry)1 couldn't get out ofthe house 

fast enough， 1 was that embarrassed!最後に TheRandom House DictioncnァザtheEnglish Language 

(1983)を見ると、 thisについては (usedwith adjectives and adverbs of quantity or extent) to the extent or 

degree indicated: thお白r;this softly. thatについては① (usedto modi命anadjectives and adverbs of 

quantity or extent)加 theextent or degree indicated: that much;百lefish was that big.②to a great extent or 

degree;盟!)':11' s not that important.とある。

以上の日本を代表するこつの大英和辞典『ランダムハウス大英和辞典』、『研究社大英和辞典』、現代のイ

ギリスを代表する αゆrdDictionary of English、それにアメリカを代表する刀leRandom House 

DictioncnァザtheEnglish Languageなどの解説を比較してみると、日本の辞典には起こる環境、すなわち、

疑問文あるいは否定文に起こるとしづ記述があるが、英米の辞典にはそのような説明は一
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い。さらに、アメリカやイギリスの辞典では白紙には強意語として「それほど、それだけ、そんなに」の

意味のほか、 veryの意味が記されている。一方、日本のものにはまだその記述はない。このこと

に注目する必要があろう。

3 現代英語に起こる this/thatの状況

副詞は数量副調と程度副詞に大別される。前者はa111everyl each/ any Iboth! some/no/many Imuch/few/lirtlel 

severalltwoであり、さらに alot/a lirtle/a great dealla dozenなどの句も含まれる。後者の代表的なものは

so/as也is川1狂的low/howev町/加oである(八木 1987，10)。従って、討論中の也lS、thatは程度副詞の範需に

属する。また、数量副詞と程度副調が並列して起こる場合、 [数量副詞][程度副調]の順で形容詞を修飾す

る。さらに、程度詞を含む形容詞句を不定冠詞の前へ移動することもできる。

She hadn't expected him to look 9ul匂 thatuoticl1t(Steel Chance 8， 18) 

A1though they hadn't known each other for.e:11 that 10n~a time (Steel Blessing 32，4) 

程度副詞は直接的に動詞を修飾するととが出来ないのでmuchの介在を要する(八木 1987)。集めたデータ

によると much以外 longlfast/welll白rなどの数量詞とも共起し、動詞を修飾する。

ifshe lived血豆lonι(SteelChance 1， 11) 

but it ∞uldn't have happened血盆孟回(SteelChance 131， 11) 

1 haven't eaten血並並ellsince 1 was twelve (Steel Promise 133) 

N 0 need to work血壁盟監11(Lawrence ChatterlのバsLover 234， 16) 

You'vecome生!a兵:w(SparksNotebook21，23) 

また、修飾される形容詞を調べてみると、ランダムハウス等の辞書には「量・程度を表す形容詞・副詞を

修飾して」とあるが、必ずしもそうではない。

You never told me she was白atbeauti命l(S匂elChance 230， 14) 

But it wasn't血並立担[2k(Steel Heartbeat 75， 7) 

N 0 one had ever admirted出at江couldbethatvain&1 (Steel Heartbeat 346， 31) 

Shehad been血ish辺[2Ji.泊herlife (St田 1Blessing 1， 9) 

He had never thought she would be血lSven即ルL(St閃 lParお176，22)

1 haven' t been出isextravαf!ant (Steel Delivery 68) 

She seemed血益good，血自立盆t(Sparks Notebook 13， 5) 

she wasn't norma11y出isnervous (SparksNotebook21， 16) 

さらに、起こる環境を調べてみると、次のようである。

否定文 疑問文 肯定文 仮定法譲歩 計

出is 4 

16 3 4 

5 

25 that 

読破した現代小説中、強意語thisとせlatの頻度は合計30例、内訳は廿lis5例、出atは25例であった。 OED

nu 
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によると、出lSの初例生起年数は出atのそれに比べて 170年ほど早いのだが、それにもかかわらず現代語

での生起頻度は出atが thisを圧倒的する。そして強意語としての出lSは乱伍からその使用域を広げて

いないが、 thatは現代語では veryと同じ意味で使われるところまでその使用領域は広がっている。ラン

ダムハウス等の辞書類によると、起こる環境は否定文、疑問文、仮定法とある。大筋ではその通りである

が、肯定文にも 3例、譲歩にも l例起こっている。この事実をどのように捉えるか。生起領域が肯定文に

まで広がりつつあると捉えられるかどうかは今後のそれらの行動推移を見守る必要があろう。

おわりに

本論文は強意語としての血isと也atに注目した。まず、強調調そのものの成り立ちを OEから PEまで

歴史的にたどり、時代とともに変化する強意語を考察した。OEの最も一般的な強調語は swite、恥伍では

ful1、 ModEになってveryが多用されるようになった。このveryは最初‘real，true'の意の形容詞で、初例

は Chaucerfこ現れる(p.3参照)。現代語では形容詞形の強意副詞 jolly/mighty/aw白Vterrible、タブー語

damn( ed)/dam( ed)/devilishl hel1ishl白ckingなどさえ強意語として使われる。日本語でも程度が非常に大き

いさまを表して「生ヱ主主(かわいい)J、(接頭辞的に)激しさの度合いがはなはだしいことを言うのに 「塗

辛」、本来は否定語につく 「ぜんぜん」を肯定語につけ 「ぜんぜんおもしろしリのように言ったりする。こ

れらの強意語は当初若者たちの聞で会話を楽しむために使われた若者ことばで、あったが、次第に世代聞を

超えて使われるようになっていった。今では広辞苑 (2007)にも登録されるほど一般的になっている。つ

まり、先に述べたように社会言語学的には子ども、あるいは若者たちが社会的な要因によって変異を引き

起こし、社会の評価を受けて一般化、定着したものと思われる。そしてそれらは時代によって、また社会

によって変化する。

形容詞、比較級を強めたり、形容詞を強める強調副詞をさらに強める強調副詞は al叫の頻度が高いこと

も見てきた。現代語では、名詞の量の多いいことを表すのにも、加算・非加算に配慮することなく alot (of) 

が多用される。そして、形容詞、副詞を強めるにも a10tが多用されることが分かった。つまり、量、程度

を強める強調詞はalotが好まれるということである。

当論文の最大なる興味の対象は強調詞としての由isとせlatである。最初にこれらが強調詞として現われ

たのはLお伍で、 OEDでは最も早い記載例は、前者が 1460年、後者は 1630年とある。血lSは也atより

170年ほど出現が早く、しかも血atはthisの類推で現れたのにもかかわらず、その後の発達は白lSをしの

ぎ、頻度は也isを圧倒する。現代語での使用例は辞書では生起環境が限定されているが、集めた現代小説

の例ではさまざまな環境で見られる。頻度も豊かである。さらに也atに関して言えばveryと同意味で使わ

れるところまで使用領域を広げているということが分かった。

司
自
ムゥー



8 寺島姐子

参考文献

荒木一雄他. 1984. ~英語史 IIIAJ]東京:大修館書庖.

安藤貞夫. 1991. ~英文法小事典』東京:北星堂.

一一.2007. ~英文法を探る』東京:開拓社.

岩崎春雄. 1979. ~英語史』東京:慶応通信.

太田朗. 1988. ~英文法・英作文』東京:研究社.

小西友七篇. 1989. ~英語基本形容詞 ・副詞辞典』東京:研究社出版.

一一.2006. ~現代英語語法辞典』東京:三省堂.

斎藤武生他 1984. ~冠詞・形容詞・副詞』講座・学校英文法の基礎 3. 東京:研究社出版.

------*肩.1995. ~英文法の誘い』東京:開拓社.

桜庭一郎.1966. ~英語史概要』東京:篠崎書林。

寺島姐子他.1988. ~図説英語史入門』東京:大修館書店.

一一一・児馬修編.2003. ~変化する英語』東京:ひつじ書房.

中尾俊夫. 1972. ~英語史 JIJ]東京:大修館書店.

一一 1979. ~英語発達史』東京:篠崎書林.

1989. ~英語の歴史』東京・講談社.

一一.2003. ~変化する英語』東京:ひつじ書房.

一一他. 1980. ~英語史IJl東京:大修館書庖.

一一編. 1990. ~歴史的に探る現代英文法』東京:大修館書庖.

中島文雄監. 1982. ~新英語学辞典』東京:研究社.

中島平三篇. 2001. ~英語構文事典』東京:大修館書庇

西崎愛子訳(AndreCrepin著). 1980. ~英語史』東京:白水社.

八木孝夫. 1987. ~程度表現と比較構造』新英文法選書 7. 東京:大修館書庖.

安井稔編. 1987. ~現代英文法事典』東京:大修館書庖.

吉田正治訳(MichaelSwan著)2007.オックスフォード実例現代英語用法事典.東京:研究社.

綿貫陽他. 1994. ~教師のためのロイヤル英文法』東京:旺文社.

C町 me，G.O. 1931. Synt，似.Boston:D.H.Heath and Company. 

Huddleston， R. et al. 2002. The Cambridge Grammar ofthe English Language. London Cambridge Univ. 

Press. 

Jespersen， O. 1909. A Modem English Grammar田.London:Allen and Unwin. 

Swan， Michael. 1980. Practical English Usαge. Oxford:Oxford Univ. Press. 

『新英和大辞典J]1996.東京:研究社.

『ランダムハウス英和大辞典j] 1996.東京:小学館.

Oxford DictionaゆofEnglish.1999. Oxford: Oxford Univ. Press. 

η
4
 

巧/



変化する英語 9 

1百eαifordEnglish Diction仰 1978.Oxf.ord: Oxf.ord Univ. Press. 

Secondary Sources 

1. C.omwell， P. D. Body ofEvidence 

2. Grisham， J. 1五eClient 

3. Lawrence， D且 LωiyChatterley s Lover 

4. Sheld.on， S. Windmills ofthe Gods 

5. Sparks， N. 1恥 Notebook.

6.一一一.The Wedding. 

7. Steel， D. Heartbeat. 

8. . Second Chance. 

9.一一一.To Love Again. 

10. __. ComingOut. 

11.一一一一.Five Days加Pαrお.

12. . Jewels. 

13. . The Promise 

14.一一一.Mixed Blessing. 

15.一一一.刀leG折

16. 一一• Family Album 

17. 一一• Season ofPassion 

18.一一一.争ecialDeliveη 

19. .Pα'Ssion主Promise

Abstract 

In this paper the intensifiers this and that are discussed. 1 have been interested in the intensive adverbs， 

this and that， because也eyappear here and there as intensifiers in the m.odem n.ovels 1 have read. The this 

and that泊 questi.onhave been dem.ons凶 tivepron.ouns since OE， and they were used .only as such at也at

time. They， h.owever， appeared as‘intensifiers' in恥1E.1 f.ound白atvery interesting， S.o 1 have c.overed their 

usage as seen社rr.ough.outthe hist.ory .of the English Language. Acc.ording t.o 1ちeOxford English Dictionary 

(1978)，也efrrst example .of this as an intensifier appeared in 1460， and that in 1634. It explains the usage 

.of the intensifier this as “Qualifシingan adjective .or adverb .of quantity， n.ow chiefly in this much，" and that 

as “With an adverb .or adjective .of quantity， e.g. that戸r(= as far as也前)， that much， that high: m.ore 

defmite than so， as indicting the precise am.ount." Dicti.onaries in PE explain them in the f.oll.owing way: 

Oxford Dictionary ofEnglish (1999) gives the meaning .ofthis as可.0the degree .or extent indicated" and .of 

q
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that as ''10 such a degree; so: [informal]盟思円 Regardingthis， The Random Hoωe Dictionary 0/ the 

English Languα!ge (1983) says白atit is "used with adjectives and adverbs of quantity or extent" and 

regarding that says也at託IS“① (used to modiかa‘jectivesand adverbs of quantity or extent)白血eexte凶

or degree indicated:②旬 agreat extent or degree;盟!y・"It is important to notice the meaning of that in 

②， namely， 'very.' Although this came to have the meaning of an intensifier a lot earlier血anthat did，社

does not have the meaning of翌!yand is used less企equent1ythan that as an担皇監坦旦Infact， 

KenわlUsha台NewEnglish-Japanese Dictionar;ノ(1980)does not give the meaning of "very" for that. 1 was 

very su中risedto discover出at.
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'Typhoon'論--CaptainMacWhirrに仮託されたもの

Conrad's‘Typhoon': What Is Embedded in Captain Mac羽'hirr

外狩章夫

AkioTOGARI 

はじめに

中篇「台風J(‘Typhoon，' 1902) に付された 「著者の覚書J(‘Author's Note，' 1919) Jにも、例に

よって(創作の秘密)というか舞台裏が披露されており、興味深いことがいろいろわかる。その うち

のひとつが、この作品の(源〉あるいは(材料〉に言及している箇所である。それによると作品のネ

タは、何年か前に、船乗り仲間の間で語られていた当時の出来事であり、東洋で耳にした話だという

(砂phoonand Other Stories， p. v) 0 1 

このように言われると、要するに‘Typhoon'は、東洋の海で猛烈な台風に遭遇した船の話というこ

とになりそうだが、ことはそこまで単純ではない。当時の船乗り仲間の興味は、単なる悪天候にたい

してではなく「船の生活にもち込まれた異常な混乱 (theextraordinary complication) Jにあった、と

彼は次のように説明している。

1 never met anybody personally concemed in this a百air，the interest of which for us was， 

of course， not the bad weather but the extraordinary complication brought into the ship's life at 

a moment of exceptional stress by the human element below her deck. (p. v) 

この文中の 「人間的要素 (thehuman element) Jとし、うのが、 200人ほどの中国人苦力たち (coolies)

が暴風に揺れる船の石炭庫内で繰りひろげた大混乱のことであるが、物語は、猛烈な台風と苦力たち

の混乱という二つの(材料〉だけでは成立しない、ほかに作品の推進力 (aleading motive)が必要で

あった、とコンラッドは述べている。それがマクワー船長 (CaptainMac ¥¥市町)で、あった。しかしな

がら、作者はすぐ後で、

1 don't mean to say that 1 ever saw Captain Mac¥¥Thirr in the f1esh， or had ever come in contact 

with his literal mind and his dauntless temperament. Mac¥¥Thirr is not an acquaintance of a 

1 Conrad，‘Author's Note' to Typhoon and Other Stories (Dent CoUected Edition， 1950)， p. v.以下、引用

のあとのページ数はこの版のものである。なお‘Typhoon'は、イギリスでは 1902年に PallMall Magazineに連
載されている。

F
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2 外狩章夫

few hours， or a few weeks， or a few months. He is the product of twenty years of life. My 

own life. (p. vi) 

というような、彼ならではの、上手くぼかした奇妙な告白をしている。彼が、マクワー船長に直接は

出会っていないというだけではない。2 物語のマクワー船長は、 120年の人生の産物 (theproduct of 

twenty years of life) Jであり「自分の人生そのもの (Myown life.) Jだとまで公言している。これは

どういう意味か。

考えられることは、コンラッドは、マクワー船長に自身の(船員としての)120年の人生J3 から得

たものを仮託したということであろう。とすれば、彼はマクワー船長にどのような像を仮託したとい

うのであろうか。この船長には作者のどのような価値観が託されているのか。そこにはどのような人

間観・人生観が見られるのか。以下この小論ではそのような問題について、彼の特徴的な人柄・イメ

ージを一つずつ検討しながら、答えを導いてみたい。

( 1 )特徴のない退屈な男

マクワー船長につきまとう典型的なイメージは、どのようなものであろうか。それは語り手によっ

て最初から与えられている。作品の冒頭で以下のように紹介されているからである。

CAPTAIN MACWHffiR， of the steamer Nan-Shan， had a physiognomy that，回 theorder of 

material appearances， was the exact counterpart of his mind: it presented no marked 

characteristics of fmnness or stupidity; it had no pronounced characteristics whatever; it was 

simply ordinary， irresponsive， and unru宜led. (p.3) 4 

語り手は、彼の顔は彼の精神を反映している、という。彼の顔は「確固としたところも見えず、かと

いって間抜けとも見えない」 し、 「目立った特徴が何一つない (nopronounced characteristics 

whatever) Jのであるが、この表情は彼の精神の反映でもある。「ごく当たり前で、手ごたえがなく、

動揺しない (ordinary，irresponsive， and unruft1ed) J顔であり精神だという。

さらに第 1章の終わりまで進むと、このようなマクワー船長の人柄は、 一等航海士ジュークス

(Jukes) の友人宛の手紙の中で別の呼び方がされている。彼は自分の仕える船長を、「一緒にいると

2 Bainesによると、主人公MacWhi汀の性格のいく分かは実際の CaptainMac whirrからとられているそ
うだが、その根拠は明らかにされていない (Baines，Joseph Conrad: A Critical Biography [1960]， p. 257)。ほか
に、例えば She町fや Pageが、コンラッドが 1887年に一等航海士として乗り組んだHighlandForestという船
の船長が MacWhirrという名前であったと述べているが、この実在した船長の性格については記述がない(Sheロy，
Conrad's Eastern World [1966]， p. 27; Page， A Conrad Compαnion [1986]， pp. 6 & 146)。

3 コンラッドの年譜によると、彼の船員生活は 1874年 12月から 1894年1月までのほぼ20年間である
(Page， A Conrad Companion， pp. 2 & 9)。

4テキストには Conrad，砂phoonand Other Stories (Dent Collected Edition)， J. M. Dent and Sons， 1950 
を用いた。以下、引用のあとのページ数はこの版のものである。
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'Typhoon'論一一CaptainMac Whirrに仮託されたもの 3 

退屈な男 (itis dull， too， to be with a man like this， p. 17) Jだと紹介しているのだ。作品の最後に至

っても、この一等航海士はやはり友人宛の手紙の中で、念を押すように、船長のことを「あのような

愚鈍な男(‘sucha s加pidman，' p. 102) Jと呼んでおり、この一文で作品自体も締めくくられている。

ほかに、妻に宛てたマクワー自身の手紙その他からも彼のイメージは形成される仕掛けになってい

る。妻はマクワーに帰ってきて欲しくないと望み、娘は、マクワーの存在を「概して恥ずかしいこと

(ashamed ofhim， p. 14) Jと捉え、息子にいたっては、「まったくの無関心 (utterlyindi百erent，p. 15) J 

であるからだ。一言で言えば、彼は家族からは遠い存在である。凡帳面な性格だから何ページもの長

い手紙を送りはするものの、船長は家族との心の疎通を持たない人だといえる。家族から理解されな

いだけでなく、むしろ家族とは別世界に生きる、孤高の存在であるようにも見える。

とい うのであれば、マクワーは本当に 「存在感のない男Jであると言って片付けてしまってもよさ

そうなものであるが、作品を一読した人なら、 「目立った特徴が何一つなしリという語り手の性格付け

や「退屈なJI愚鈍な」というジュークスの判断を、鵜呑みにはしないであろう。なぜなら、読者は船

長に対して、その正反対の印象、すなわち「英雄Jのイメージを抱くからである。 5この語り手もその

辺の反応を計算に入れた上で、つまり、何の特徴もない外見のイメージと読み終わったあとのイメー

ジとの聞に大きなギャップを作り出そうとして、上記のような紹介をわざわざ作品の始めと終わりと

に置いているものと私は思う。それなら、この主人公はいったいどのような人なのであろうか。

ここでヒントになるのは、上述のようなマクワー船長のイメージというのは、どれも平穏な状況下

のものであるということだ。反対に、 「英雄」のイメージを抱くのは、彼が暴風雨に晒される過酷な条

件下に置かれたときのことであろう。そういうふうに状況を区別して語り手は、マクワーを読者に提

示していると考えられる。そうであれば、平穏な状況下で形成される「退屈な男」という彼のイメー

ジは、「台風」の過酷な条件下においてどのように変化するのであろうか。6

(2 )事実・現実を直視する CaptainMacWhirr 

始めにマクワー船長は、「確固としたところも見えず、かといって間抜けとも見えないJI目立った

特徴が何一つない」人物として紹介されていた。凡帳面な性格も持ち合わせてはいるものの、その最

初のイメージに対してさらに家族との意思疎通(コミュニケーション)を欠き、家族から邪魔者扱い

されるというイメージが付加される。 しかしながら、船長の意外な面もさりげなく紹介されている。

それは先ず、事実 (facts) と現実 (realities)を直視する強い姿勢であり、以下のような語り手の説明

の中にはっきりと記されている。

5 1fuえば Guerardは、中国人にドル銀貨を分配する際の、「疲れて汗を出している、ざっくばらんなシャ

ツ姿の男 (theexhausted and perspiring man in ms shirt-sleeves) J をMacWhiη 船長の 「最終的な英雄のイメー
ジ (finalheroic image) Jとしている (Guerard，Conrad the Novelist [1958]， p. 297)。

6平凡で「退屈な男」のイメージから「最終的な英雄のイメージ」への動的効果 (movement)は 「確か

に計算されたものであるJとGuerardは述べている (Conradthe Novelist， p. 297)。
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The China seas north and south are narrow seas. They are seas full of every-day， eloquent 

facts， such as islands， sand-banks， reefs， swift and changeable currents-tangled facts that 

nevertheless speak to a seaman in clear and defmite language. Their speech appealed to 

Captain Mac Whirr's sense of realities so forcibly that he had given up his state-room below 

and practically lived all his days on the bridge of his ship， often having his meals sent up， 

and sleeping at night in the chart-room. (Italics added， p. 15) 

要するにこの船長は、船長室の中での生活よりも、ブリッジに出て「島、砂州、岩礁、流れが速く、

変化しやすい潮流、といった日常的で雄弁な事実 (facts)Jを見ながらの生活を意図的に選び取ってお

り、「寝るときも海図室である」。それというのも彼が、「船乗りに対しては明快確実な言葉で語りかけ

てくる」事実 (facts)や現実 (realities)に魅了されているからである。このような事実・現実を直視

する彼の姿勢は、これまで見てきたような「目立った特徴が何一つない」、ジュークスの言う「退屈な

男Jとは、かなり違う面であろう。このような姿勢は彼なりの特徴であるのだが、語り手を除いては、

評価する人はおろか注目する人も、彼の周辺にはいない。

マクワー船長が、事実や現実を直視する人であることは、ほかの場面でもよくわかる。たとえば、

ひどく乱暴な口の利き方をする二等機関士のハリー (Harry，p. 24) に対して船長がいきり立つ場面が

第2章に出てくる。そのときジュークスは、 二等機関士の口が乱暴なのは、「暑さのせいです(“It'sthe 

heat，'¥. . .) Jと言って弁護するのだが、そのあと二人のやり取りは以下のように続いていく。

“It's the heat，" said Jukes. “The weather's awful. It would make a saint swear. Even 

up here I feel exactly as if 1 had my head tied up in a woollen blanket." 

Captain MacWhirr looked up. “D'ye mean to say，恥1r.Jukes， you ever had your head 

tied up in a blanket? What was that for?" 

“It's a manner of speaking， sir，" said Jukes， stolidly. 

“Some of you fellows do go on! What's that about saints swearing? I wish you 

wouldn 't talk so wild. 羽市atsort of saint would that be that would swear? No more saint 

than yourself， I expect. And what's a blanket got to do with it-or the weather either. . . . 

The heat does not make me swear-does it? It's filthy bad temper. That's what it is. And 

what's the good ofyour talking like this?" (p.25) 

ご覧のように、船長は、ジュークスの「言葉の綾 (amanner of speaking) Jに食ってかかっている。

暑いことを「まるで頭に毛布をかぶされちまったような感じです」というジュークスに対して、船長

は、「君、頭に毛布をかぶされたことがあるのかい」と生真面白に質問している。さらに、「聖人でも

口汚く」なるというジュークスの言い方に対しては、「あまり乱暴な口の利き方をするものじゃない。

聖人が口汚く罵るものか。そんなのはもう聖人じゃない (Nomore saint than yourself， 1 expect.) Jと
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言ってたしなめる始末。

このようにマクワー船長には、 「言葉の綾」を絶対に認めようとしない頑固さが認められる。彼自身

の言葉の使い方にも、空想を排し、事実・現実を見すえる姿勢がはっきりと見られるし、そういう言

葉の使い方を周りの人にも要求している。マクワーが上の例のように口の利き方をたしなめる理由は、

「言葉の綾」でもって人の感情を煽ると、物事を冷静に、ありのままに捉えがたくなるからだと思わ

れる。その意味でこの場面は、現実を冷静に受け入れることを信条とする彼の面目躍如たるところで

あろう。

ほかにもこういった場面を挙げることができる。第4章で、船を沈めんとする大暴風雨のなか、ジ

ュークスが、 2般のボートが流されてしまったことを船長に伝える以下のような場面である。

He [Jukes] cried in an agitated tone，“Our boats are going now， sir." 

And again he heard that voice， forced and ringing feebly， but with a penetrating e妊ectof 

quietness in the enormous discord of noises， as if sent out企omsome remote spot of peace 

beyond the black wastes of the gale; again he heard a man's voice-the frail and indomitable 

sound that can be made to carry an infmity of thought， resolution and pu中ose，that shall be 

pronouncing confident words on the last day， when heavens fall， and justice is done-again he 

heard it， and it was crying to himヲ asif企omvery， very far-“All right." 

He thought he had not managed to make himself understood. “Our boats-I say 

boats-the boats， sir! Two gone!" 

The same voice， within a foot of him and yet so remote， yelled sensibly，“Can't be 

helped." 

Captain Mac Whirr had never tumed his face， but Jukes caught some more words on the 

wind. 

“羽市atcan-expect-when hammering through-such-Bound to leave-something 

behind-stands to reason." (pp.44-45) 

ジュークスが 2般のボートが流されたことを伝えたとき、マクワー船長からの返事はこのように 3度

にわたって聞こえてくる。1度目は 「よろしい(“Allright. ") Jであり、 2度目は「仕方ないこと(“Can't

be helped.") J、3度目は 「こんな……の中を……がんがん走るんだから……いくらか土産を置いてい

くのは……当然さ」というのであるが、このような返事を私たちはどのように捉えたらいいのか。

語り手の説明では、返事をするマクワーの声は、 「遠くの静寂の地から(企omsome remote spot of 

peace)送られてきたかのよう」であり、 「無理にしぼった、か細い声だけれども、静かなよく通る (with

a penetrating e宜ectof quietness) Jもので、「弱いが不屈の声 (thefrail and indomitable sound) Jとさ

れている。ここで注意したいのは、彼の声が、ある種の静寂さ (peace)、静けさ (quietness)、不屈さ
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(indomitable) を伴っていることである。 7 つまりマクワーは、台風という極限状況の中で興奮し感

情に走って返事をしているのではない。逆に極限状況の中にあっても、事実に基づいて、冷静に、落

ち着いて返事をしているのである。台風という極限状況に身をおいても彼の信条は変わるところがな

いのだ。 2般のボートが流されたという厳しい事実 (facts) は、受け入れるしかないのだ。彼は、ジ

ュークスのようにうろたえてはいない。大波にさらわれたボートは戻ってくるわけではない。そうい

う事実は事実として受け入れなければならないとしづ気持が、「よろしいJI仕方ないことJI当然さ」

という弱々しいけれども、断固とした「不屈の」声に現れているというべきであろう。

ここまでいくつかの場面を検討してみてわかることは、マクワーが、最初に紹介されたような「確

固としたところも見えず、かといって間抜けとも見えなし、JI目立った特徴が何一つないJ人物とはま

ったく違う面を持っていたことである。それは、事実・現実を見極めそれに基づいて冷静に判断を下

す不屈の姿勢であった。そして、彼のそういう面は、とりわけ彼が極限状況に身をおいたときにはっ

きりと現出するものであると言ってよいであろう。

(3 )規律の尊重

「目立った特徴が何一つない」と形容される当初のイメージとは大違いで、マクワーが事実・現実

を見極め冷静に判断を下す不屈の精神の持ち主であることがわかっていただけたことと思う。しかし

彼の人柄は、それだけでは言い尽くせないであろう。さらに見逃せない重要な価値観として彼の規律

尊重の姿勢を、 8ここで検討しておこうと思う。先ほどの、ボートが流されて気を失う場面でジューク

スは、父と母の思い出などを含む最後のヴィジョンを脳裏に描くのだが (p.52)、そのとき傍にいたマ

クワーはどのような行動に出たか。

マクワ)は、嵐の呪縛に「貫かれ (penetrated)J I呑み込まれ (absorbed)J I根こそぎにされて (rooted)J 

いたジュ}クスの精神の危機を救おうと、頭を自分の肘に抱え込み唇を押し付けて叫び続けている。し

かし語り手の説明では、既にジュークスは「心を堕落させて (co汀upted)Jいるので「訓練や命令の厳

しさ対しては反逆心を湧き上がらせるのだった (rebelledagainst the tyranny oftraining and command， 

p.53)J。船内の規律を回復するためにも、また、我を失いかけている状態を元に戻してやるためにも

マクワーは、ジュークスを石炭庫に行かせ、苦力たちの様子を報告するようにという命令を与える。し

かし、これに対してジュークスは、まだ以下のように反発していた。

7 Leavisも声に注目して、「英雄的でもなんでもない、平凡なJMac'Wも町の声が、「英雄的崇高さの持つ
特殊な効果 (theparticular effect ofheroic sublimity) Jをもたらしていると見ている (Leavis，The Great Tradition 
[newedition， 1960]， p. 185)。

8 この問題は Leavisも「規律の勝利 (atriumph of discipline-a triumph ofthe sp凶t)Jとして取り上げ

ている (Leavis，The Great 1トadition，p. 186)。
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Captain MacWhirr had made Jukes understand that he wanted him to go down belowー to

see. 

“What am 1 to do then， sir?" And the trembling of his whole wet body caused Jukes' 

voice to sound like bleating. 

“See frrst . .. Boss'n... says . . . adrift." 

“That boss'n is a confounded fool，" howled Jukes， shakily. 

The absurdity of the demand made upon him revolted Jukes. He was as unwilling to go 

as if the moment he had left the deck the ship were sure to sink. 

“1 must know . . . can 't leave. 

“They'll settle， sir." 

“Fight. . . boss'n says they fight. . . . 羽市y? Can't have . . . fighting . . . board ship. . . . 

Much rather keep you here . . . case . . . . 1 should . . . washed overboard myself. • •• Stop it . . . 

some way. You see and tell me . . . through engine-room tube. Don't want you . . . come up 

here . . . too often. Dangerous... moving about . . . deck." 

Jukes， held with his head in chancery， had to listen to what seemed horrible suggestions. 

“Don't want . . . you get lost . . . so long . . . ship isn't. . . .. Rout... Good man . . . 

Ship . . . may . . . through this . . . all right yet." 

All at once Jukes understood he would have to go. (pp. 59-60) 

ここでのやり取りで何が起こったのか。嵐の猛威を受けて荘然自失状態、であったジュークスが船長

の命令にまだ反発していたのだが、最後には「突然」納得し、水夫長を従えて行動に出ることができ

るようになっているのだ。ここに私たちは、船長からの命令が届き実行されるという点で、船の規律

が回復する瞬間を確認できる。即ち、命令がジュークスの精神的危機を救ったと同時に、船の規律を

も回復させるという構造になっているのである。このように考えると私たちは、極限状況においても

なお、マクワーが船の規律を最重要視し、一身をかけてそれを維持しようとしていることがわかる。

このあとジュークスは苦力たちの織り成す小地獄を船長に報告するのであるが、その状態を放置で

きないとするマクワーの判断にも、やはり船の規律を尊重する精神を認めることができる。それが、

機関長のラウト氏(Mr.Rout)に対する、 「……中国人たちに何か操め事があったんだよ。喧嘩らしい。

船で喧嘩は許されんからな…… ([We]Couldn't allow fighting anyhow. . . .， p. 66) Jという台詞になっ

て具体化しているのである。

それにしてもこの物語では、規律を尊重し全霊を打ち込み職務を遂行することで船を救おうとする

人物がほかにも登場する。操舵手のハケット (Hackett，p. 66)である。第4章には、暴風雨の中で誰

にも注目されず一人黙々と舵輪を握る彼に、マクワーが声をかける次のような場面がある。
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“You haven't been relieved，" Captain MacWhirr went on， looking down. “1 want you 

to stick to the heLm， though， as long as you can. You've got the hang of her. Another man 

coming here might make a mess of it. Wouldn't do. No child's play. And the hands are 

probably busy with ajob down below. . .. Think you can?" 

. . . and the still man， with a motionless gaze， burst out， as if all the passion in him had 

gone血tohis lips:“By Heavens， sir! 1 can steer for ever if nobody talks to me." 

" 

“Oh! aye! All right. .一円 The Captain lifted his eyes for the frrst time to the man， 

Hacke仕"

And he seemed to dismiss this matter企omhis mind. (pp. 65・66)

このようにマクワーは、操舵手に対してねぎらいの言葉(“Youhaven't been relieved， • • • .")をかけ

ている。船長としては、舵輪のことはすべてハケットに任せるしかない状況ではあるが、その部下と

船長との聞には全幅の信頼感が見て取れよう。ここは、その信頼関係が見事に描かれている場面とい

ってよかろう。だが、この場面で、もう 一人の人物が近い距離にいるという設定には注意が必要であ

る。その人物は臨時雇いの二等航海士であるが、この男は、船が危ないというときに、ただ先を悲観

して文句を並べるだけで、自分では何もしないのだ。船長との信頼関係などまったくないといってよ

い人物だが、語り手は、交替のことなど忘れて舵輪を握る操舵手と、物を頼もうにも「自分は非番で

すよね(“Well，it's my watch below now: ain't it?" p. 64) Jと言い返すこの二等航海士とを対比させて

いるように見える。

上で見たように、マクワー船長はハケットにたいしてはねぎらいの言葉をかけているのに、二等航

海士にたいしては、このあと相手が突っかかってきたので、殴り倒している。二等航海士に対する船

長のこのような厳しい姿勢はどこから来るのか。簡単に言えば、船を救おうとして(非番などと言う

ことは考えず)交替もせずに黙々と舵輪を握り続けるハケ ットに対して、非番を口実にして何もしな

いこ等航海士の姿勢を、この船長は認められなし、からだと思われる。マクワーは、船を救うためなら

懸命に力を尽くす海の男の規律(倫理)を重視しているものと考えられる。反対に、船長に突っかか

るという形で船の規律を乱す者には、容赦はしないということであろう。以上ここまでは、マクワー

船長の体現する重要な価値観として彼の規律重視の姿勢を考察してきた。

( 4) Gapta i n MacWh i rrの実践哲学

次に、マクワー船長の人柄としてこれまではあまり 言及されていないと恩われる点について取りあ

げておこう。それは、普段は内に秘めていて見えないが、「台風」のような自然が猛威を振るう際には

表に出る彼の処世術あるいは実践哲学についてで、ある。
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第2章には、これから台風に巻き込まれることが確実な状況であるので、 一等航海士のジュークス

が、航路を 50度(百貨ydegrees)東に変更するようマクワー船長に進言する場面がある。その理由を

訊かれたジュークスは、中国人苦力たちを楽にしてやりたいと苦し紛れに答えているが、本当は台風

を避けるためであった。ジュークスが、 「そうすれば、とれ [うねり]に備えて船首が充分廻り込める

([It] Would just bring her head far enough round to meet this. . . . ， p. 31) Jというのに対して船長は、

「東のほうにだと (Tothe eastward?)……一体本船の目的地はどこだと思ってるのかね(Wheredo you 

think we are bound to?) Jと憤慨し、あきれてしまう。

結局のところ船長の言いたいことの要点は、次のような台詞にまとめられているといえよう。

“A gale is a gale，恥1r.Jukes，" resumed the Captain，“and a full-powered steam-ship has got to 

face it. There's just so much dirty weather knocking about the world， and the proper thing is 

to go through it with none ofwhat old Captain Wilson ofthe Melita calls ‘storm 抑 ategy.' (p. 

34) 

彼の論理は、「世界をうろつく悪天候には本当に際限がない (There'sjust so much dirty weather 

knocking about the world， • • • .) Jという基本認識に立っている。「際限がなし、」のだから、対処のため

の「まともな方法」は、悪天候を避けようとするのではなく、それを貫通すること (togo through社)J 

だという。これは、困った状況に陥った際のマクワー船長の処世術、あるいは実践哲学とでも呼ぶべ

きものであろう。

私が仰々しく実践哲学と呼んだのも、若いジュークスに対するこのアドヴアイスを聞いて、実は(デ

カノレトの森)を想起したからである。よく知られているように、フランスの哲学者・数学者であり近

代合理思想、の祖とされるルネ・デ、カノレト (ReneDescartes， 1596-1650)はその有名な著『方法序説』

(Discours de la methode， 1637)においていくつかの(格率 (maxime))9を説いている。人生を生

きる際の彼の信条ともいえるものである。(デカルトの森〉というのは、第3部で説かれている「第二

の格率」の説明に出てくる概念で、やや長いが、まず引用しておきたい。

「私の第二の格率は、行動にあたってできるだけしっかりした断固とした態度をとること、

どんなに疑わしい意見でも、いったんそれに決めたときには、りっぱに保証されたものであっ

たばあいに劣らず、変わらぬ一貫した気持でその意見に従うということでした。この点では旅

人にならうわけです。旅人はどこかの森でたまたま迷っても、あちらの方、こちらの方と、ぐ

るぐるさまよい歩いてはなりませんし、一箇所に足をとめていることはなおさらいけません。

いつも同じ方向にできるだけまっすぐ歩き、その方向をとる決心をしたのがおそらくはじめは

ただの偶然にすぎ、なかったとしても、つまらない理由でその方向を変えてはならないのです。

9英語の‘maxim'にあたる。哲学用語としては、「証明なしに認められる自明の命題・公理など」とか「行
為の個人的・主観的規則」という意味である (W広辞苑』より)。
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というのも、このやり方によれば、旅人が行きたいと思うところへちょうどうまく行くことは

ないにしても、少なくともけっきょくはどこかに行き着くでしょうし、そのほうが森のまんな

かにいるよりはほんとうにましだと思われますから。そしてとれと同じように、実生活の行動

では、どんな遅れも許されないことが多いので、どの意見がいちぽんぽんとうかを見分けるこ

とが、私たちの力に及ばないときには、いちばん確からしい意見に従わなければならないのは、

きわめて確かな真理なのです。(……中略……)以上のようなことのおかげで、私はその時から、

いっさいの後悔と良心の阿責を免れることができました。ひよわでふらふらした精神の持ち主

は、いいと思ってついうかうかとやってしまったことが、あとになって悪いとわかって、いつ

も後悔と阿責の気持に良心をかき乱されているのです。J10 

私が言いたいのは、これはデカルトにとっての基本的な(格率)であるだけでなく、マクワー船長の

(格率)でもあるということだ。状況はもちろん異なる。だが、二人の(格率〉、つまり信条あるいは

実践哲学のポイントは、ほぼ同じと見ることができると思うのだが、いかがであろうか。

森の中をさ迷う旅人のように、「悪天候のうろつく J海をさ迷う船長は、そこを抜け出して目的の港

である福州に着くには、どうしたらよいのか。マクワーが選択するように悪天候(嵐)の中で、あって

もひたすら突き進むことがいいのか、それともジュークスの進言を受け入れて進路を変更し、台風の

背後に回ることで悪天候を避けるのが良い選択なのか。迷わず前者を選択するマクワーは、ジューク

スがあきれるほど、また Bainesが断言するほど、愚かな人物なのか。 11それとも彼は、熟考の末にた

どり着いた信条を実践することによって「いっさいの後悔と良心の阿責を免れること」ができるよう

になったデカルトのように賢い人物なのか。私には、マクワーがいつも心の平静を保ちえているのは、

デカルトと同様に、彼が、第二の〈格率)に類似した自分の信条を実践するようになってからのこと

のように思われる。

ともあれ、ここで、はジュークスから針路変更の進言を聞いた際のマクワー船長の次のような言い分

を聞いてみて、彼が愚人であるか賢人であるかを判断すればよいであろう。

“It's the damnedest thing， Jukes，" he said. “If a fellow was to believe all that's in there 

[Captain Wilson's book]， he would be running most of his time all over the sea trying to get 

behind the weather." 

Again he slapped his leg with the book; and Jukes opened his mouth， but said nothing. 

10三宅徳嘉・小池健男共訳『デ、カルト著作集 1~ (白水社、 2001)、 32ベ}ジ。

11 BainesはMacWhirrの取った選択を「誤りだ、った(Itwas wrong to take the Nan-Shan s回 ightthrough 
the typhoon.) Jと断言し、その理由を「船と男たちを不必要に危険に陥れた」から、としている (Baines，Joseph 
Conrad: A Critical Biography， p. 257)。この発言は無視できない。というのは、もし MacV.市町が J池田の進言
を受入れて進路を変更し台風の背後に回ることにしたら、この物語は、その後の緊張を維持できなくなり、今あ
る形では展開できなくなるからである。この問題については機会があれば別に取りあげたい。
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“Running to get behind the weather! Do you understand that，地.Jukes? It's the 

maddest thing!" ejaculated Captain MacWhirr， with pauses， gazing at the floor profoundly. (p. 

33) 

マクワーは、「そこ[ウィノレソン船長の本]に書いてあることを全部信じるのなら、嵐の背後に回るた

めに (toget behind the weather)、[どとにも着けないで]海の上をやたら駆けずり回ることになろうJ

と言っているのだが、とれをデカノレト流に言い換えれば、「方向を変えれば、その旅人は森の中を迷い

続けることになろう」となり、デカルトもまた、「まったく気狂いじみた話だJと言うであろう。ここ

で私が言いたいことは、このようなマクワーの信条は内容的にデカルトの(格率)にかなり近いもの

で、あって、その点において彼は、意外かもしれないが、(思索の人〉の一員に含めることができるとい

うことである。そうであれば、当初は「目立った特徴が何一つないJとされてきたマクワーのイメー

ジに、(思索の人)のイメージが加わってくるはずである。

(5 )マクワー船長の公平感覚

物語の官頭でこそ「確固としたところも見えず、かといって間抜けとも見えない」とされ、さらに

「目立った特徴が何一つなしリというようなぱっとしないイメージで紹介をされていたマクワー船長

ではあるが、彼には取りあげるに値する、さらにもう一つの特徴がある。それは、彼の公平 (fairness)

感覚であり、 12彼の魅力を形成する価値観である。ここでは先ず、その公平感覚が作品の中でどのよ

うに出ているかを取り上げ、次に、それがジュークスからどのように思われているかを考えてみたい。

南山号は中国人の苦力たちを 200人ばかり乗せているのだが、台風の最中でも船長は、彼らの処遇

に意を用いている。その例を取り出してみよう。苦力たちが暴風雨の荒れ狂う船倉内で銀貨を奪い合

っていることを聞いた船長は、ジュークスたちを使って大混乱を鎮めることに成功するが、そのあと

でジュークスに対して次のように述べている。

“[We] Had to do what's fair， for all-they are only Chinamen. Give them the same chance 

with ourselves-hang it all. She isn't lost yet. Bad enough to be shut up below in a gale-" 

“That's what 1 thought when you gave me the job， s廿'，"interjected Jukes， moodily. 

“-without being battered to pieces，" pursued Captain MacWhirr with rising vehemence. 

“Couldn't let that [state] go on in my ship， if 1 knew she hadn't five minutes to live. [1] 

Couldn't bear it， Mr. Jukes." (p. 88) 

ここでマクワーは、「すべての連中に公平にしなければならなかったんだよ」と述べ、川、まいましい

12 GuerardもMacWhirrの「公平感覚Jを取りあげ、「苦力たちに対する彼の行為以上に(公平さ)とい

う控え目な英雄的資質(thequiet heroism of“fairness")を劇化できるものはないであろう」と述べている (Guerard，
Conrad the Novelist， p. 297)。
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が、中国人たちにも自分たちと同様の機会を与えよう Jとする。彼は、たとえ台風のために 5分で船

が沈むとわかっていても、苦力たちだけを石炭庫(中甲板)に閉じ込めた状態にしておくことはでき

ない、「そんな状態には我慢ならない ([1]Couldn 't bear it. . . .) Jと述べている。マク ワーのこの発言

には、彼なりの公平感覚 (senseof fairness)が働いている、と言える よう。要するに彼は、人種を度

外視して、彼らを人間として扱おうとしているのだ。彼と同時代の人たちなら苦力たちを荷物扱いす

ることがあったとしても、マクワーは彼らを人間扱いする一一そこのところに彼の公平感覚を認める

ことができるし、それが彼の魅力となっていると思われる。

以上のほかにも、マクワー船長が公平感覚を働かせるエピソードがある。それは、苦力たちからか

き集めた銀貨の分配を自ら実行するところである。「腰まである長靴をまだ脱ぎもせず、 シャツ姿のざ

っくばらんな格好で (p.100) J、彼は拾い集めた金を全員均等に分配したのだ。しかも、 3ドル余分が

出たので、怪我の一番ひどかった苦力 3人に 1ドソレずつ分けたという (p.102)。これで、マクワーが公

正・公平を信条とする人であることは我々読者には充分伝わるのだが、彼からの手紙を受け取った妻

にはこういった信条も(当然のことながら、彼の魅力も)まったく理解されず (p.94)、夫婦の聞の精

神的ギャップは決定的で、あると言わねばならない。

ここで、マクワーの公平な分配方法についてジュークスがどのように考えているかという問題に触

れておこう。分配の状況を友人に報告するジュークスの手紙を読むと、実のところ彼は、上述のよう

な銀貨の分配には最初から賛成で、はなかったことがわかる。彼は分配よりも、「ドソレを全部連中にばら

撒いて、奴らには勝手に喧嘩をさせておけばよかったのに、その聞に自分たちは休めるのだからJと

述べているからだ。これに対してマクワーは、「無茶を言うよ、君はJ……「我々はすべての関係者に

公平になるようなこと (somethingthat would be fair to all parties， p. 99) を考え出さないといけない

んだよ」と応じているが、これはいかにも公平を旨とする彼らしい発言であるといえよう。

これを聞いたジュークスが、どう思ったかについては書かれていないが、この物語全体の締めくく

りとなる一文で彼は、マクワーのととを「あのような愚鈍な男」と呼びながらも、「彼は今回、とても

見事に切り抜けたと僕は思うねJ(I think that he got out of it very well for such a sωpid man， p. 102) 

と結んで、いる。ということは、最終的にジュークスは、公平感覚も含めて、マクワー船長の価値を認

めているのだと私は考える。いくら若い彼でも、平穏時には現れないが台風のような極限状況にはく

っきりと表に出るマクワー船長の魅力的な人柄を、認めないわけにはいかないといった口ぶりである。

(6 ) まとめ

小論の始めで、「著者の覚書」の記述に基づいて、マクワーとしづ主人公は、実はコンラッドが["(船

員としての)20年の人生Jにおいて標椿していたものを仮託した人物であろう、という推測を提示し

ておいた。そうだとすれば次には、船員生活において標梼したどのような人柄・イメージを、彼はマ

クワー船長に仮託したのか、という問題が出てくるであろう。そしてその答えは、これまでの考察を
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まとめれば、以下のようになろう。

主人公のマクワー船長は、平穏時においては、① 「目立った特徴が何一つなしリ退屈な男として紹

介されていた。ところが、 -E!.危急の時を迎えると、そんなイメージは変化し、②事実・現実を直視

する点が際立ち、③船の規律を尊重する点では人後に落ちない人になる。さらに、④デカノレトの(格

率)にも似た実践哲学をもっ，思索の人で、ある一方で、台風から逃げるのではなく、どこまでも果敢に

立ち向かう行動の人でもあった。そのうえ、⑤公平感覚にも優れていた、という具合になろう。

この小論では、主人公の基本的なイメージを、その提示の仕方をも念頭に置きながら、考えてみた。

その結果、ジュークスの捉え方や、マクワーの妻が形成する彼のイメージは、ロンドンであろうと海

上であろうと平穏時のものであることがわかった。そしてその場合は、マクワーのイメージは確かに

凡帳面であり退屈なものになる。しかし、一旦台風のような状況になると、そのイメージは、大きく

変化する、むしろ逆転していると言ってよい。そして読者には、台風から逃げるのではなく果敢に立

ち向かうマクワーの姿が印象に残る。読者はその姿に退屈するどころか、ジュークスが驚いたように、

逆にその勇敢な英雄像に興味を掻き立てられてしまう。

コンラッドは、そのような船長を、 r(船員としての)20年の人生の産物」であり「自分の人生その

もの」であると告白していることになるが、それは彼自身が、マクワー船長と同様の台風体験をした

ということではない。それは、船員時代に彼自身がひそかに標梼していた、なれればいいと願った人

間像・自己イメージであったように私には思われる。そう考えると、マクワー船長がこの作品執筆時

の推進力となったことにも納得ができょう。つまりコンラ ッドは、船員時代に自分が思い描いた理想

的な船長像を彼に託すことでこの作品を書くととができたのである。
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Abstract 

At the outset 1 have proposed that Captain Mac Whirr， the protagonist of the story， has 

some important characteristics the author might have conceived during the twenty years of his 

sea-life， because he confessed， in the ‘Author's Note' to the Typhoon volume， that the Captain 

was the ‘the product of twenty ye紅 sof [his sea] life.' But what kind of images did he try to 

set up before him? 

First the protagonist is introduced， at the beginning of the story， as a man whose face 

has 'no pronounced characteristics whatever' and is ιordinary， irresponsive， and unruffled.' 

But in his crisis he shows us his different character and emerges as a man who faces facts and 

realities squarely. Then he shows his strong tendency that he is a man who thinks highly of 

the discipline of the ship. Furthermore， he has a kind of practical philosophy， which makes 

him look like Rene Descartes (17th-century French mathematician， scientist， and usually 

regarded as the father of modem philosophy)， because one of his judgments reflects practical 

philosophy that resembles a maxim presented by Descartes. In this sense we can safely 

surmise that Mac Whirr is a thinker. To our astonishment， however， he also has been brave 

enough to face and fight with the typhoon， which reveals his new characteristics as an active 

man. Finally we see that he has a thorough sense of faimess. Indeed the protagonist has 

magnificent virtues and is fully idealised by the author. 
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We also have considered how his五rstimages are made. They are mainly presented 

by his wife and Jukes. We have found outラ asa result， that they are always the images 

observed in his peaceful life， either in London or aboard a ship. However， in severe 

situations such as in a typhoon， these images will change and go into reverse. Readers have 

such impressions as Mac Whirr fighting with the typhoon without sneaking away. They 

would be impressed by these heroic images of an ideal captain of the sea. 

By reading such a changing process we come to understand why Comad confessed 

Mac whirr was 'the product of twenty ye紅 soflife' and that he was his ‘own life.' It seems 

to me that those were the images he might have set up secretly in his sea life. Seen in this 

way， it seems quite convincing that Mac Whirr became the ‘leading motive' in writing the 

stoη. In other words， we can say that Comad could write it by embedding his own ideal 

images cherished in his seaman's life. 
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Rescuing the Singular Plurality in Joseph Conrad 

Kaoru YAMAMOTO 

Joseph Conrad's major works， such as Heart of Darkness (1902)， are considered to be 

apocalyptically dec1aring the end ofthe human subject. While recent critical approaches are 

throwing new light on various dimensions of Conrad's works， the question of ‘who comes 

after the subject' has b紅 elybeen raised， revealing the haunting tenacity ofthe subject-centred 

paradigm in Conrad criticism.
1 

Under this paradigm， his middle works presenting the moral 

agony of an isolated individual have long been more highly rated than his early and later 

romantic works. The relationship between men and women in his non-canonical works has 

been alleged to be ‘uncongenial' to the so-called male-oriented author of nautical tales， but 

by employing this love relationship along with other relationships， Conrad， in those less 

studied works， explored the possibility of the ‘community，2 This is not， however， to 

reinstate the prevailing image of Conrad the politically conservative or the reactionary.3 

Rather it is to say that Conrad is doing something more radical in anticipating Jean心 lC

Nancy's notion of ‘who comes after the subject'， the notion of the singularly plura1.4 
In 

I For a recent discussion of the idea of the subject in Conrad企omDerridean and gender approaches， see， for 
examp1e， Conrad in the Twentieth-First Centuη: ContemporaηApproachesαndPer司pectives，ed. by Caro1a M. 
Kap1an， Peter Lanc巴10tand Andrea White (New York and London: Rout1edge， 2005)， pp.241・279.The prima1 
concem， however， in a group of the essays也 thesection tit1ed ‘Conrad and Subjectivity' is Conrad's comp1ex 
cons加 ctionof subjectivity. 
2 Thomas Moser estab1ished the image of Conrad the misogynist， s仕essinghis 1ack of desire to write about 
women and sexua1 themes， main1y in Chapter 2，‘The Uncongenia1 Subject'， in his Joseph Conrad: Achievement 
and Decline (Cambridge: Harvard University Press， 1957)， pp. 50・130.
3 A vrom F1eishman p1aces Co町 adin the organist politica1 tradition ofEdmund Burke in his Conrad's Politics: 

Community and Anarchy in the Fiction 01 Joseph Conrad (Ba1timore: The John's Hopkins Press， 1967)， 
pp.51-77; Ian Watt observes that Conrad seems to‘go no more than ha1fway with the great reactionary 
cu1ture-critics of the 1ate nineteenth century， ， such as Nietzsche， Ferdinand Tonnies and Durkheim in his 
Conrad in the Nineteenth Century (Berke1ey & Los Ange1es: University of Califomia Press， 1979)， pp.1 09・115.
4 Jean-Luc Nancy's idea of‘community' not grounded in some individua1 subject or subjectivity is various1y 
called ‘being-in-common' ，‘being-together'， or‘be加g-with' in his The Inoperative Community (1991: 

Minneapolis and London: University of Minnesota Press， 2006)， ed. by Peter Connor， trans. by Peter Connor， 
Lisa Garbus， Michae1 Holland， and Simona Sawhney， and Being Singular Plurα1 (Califomia: Sanford University 
Press， 2000)，仕ans.by Robert D. Richardson and Anne E. O'B戸ne.J. Hillis Miller refers to Nancy's idea of 
‘inoperative community'泊 hisana1ysis of Conrad's fictiona1 repub1ic Su1aco as ‘noncommunity'. Giving， 

however，‘a somewhat different meaning企omhis [Nan旬、]own'(as he says)， Miller 100ks for the ‘villains' in 
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contrast to a classical model of community， in which unity is opposed to plurality， Conrad's 

'we'， like Nancy's， is neither the adding together nor juxtaposition ofthe 'I'S.5 Accordingly， 

in challenging the subject-oriented paradigm， this paper will trace Conrad's efforts in his 

earlier texts to 'rescue' the singular plurality without the strictures of identity. Conrad 

企equentlyretums to this Victorian (and Edwardian) favourite theme.6 However， as he 

sometimes compared ‘the creative art of a writer of fiction' with ‘rescue work'， his narrative 

on1y occasionally directs us beyond the literal rescue of individual fictional characters in 

distress， to the rescue of the singular plural being.7 The prolonged composition process of 

The Rescue.・ARomαnceofthe Shallows (1920)， which took almost his entire literary career， 

shows that this rescue theme was， in fact， his lifelong interest. In considering his sustained 

interest in plurality beyond the classical， pre-existing association of individual subjects， this 

paper will suggest by way of conclusion th剖 thesubjective， impressionistic treatment of 

experience may be more 'uncongenial' to Conrad than the love relationship， which is also a 

question of ‘community' in Nancy's terms. 

Conrad' s early novels， Almayer 's Folly (1895)， An Outcast of the Islands (1896) and 

The Rescue， form a Malay trilogy， and they all feature a ‘rescuer'， Captain Tom Lingard， an 

English trader who， inAn Outcast ofthe Islands， twice rescues a Dutch sailor， Peter Willems. 

U弓lenWillems ran away as a boy from a Dutch ship， Lingard placed him with a merchant as 

a clerk. Willems did well until he was sacked for stealing his employer's money to pay off 

gambling debts and was tumed out of his house by his wife. The following passage 

delineates Willems contemplating suicide at the end of the jetty. Just before Lingard 

the disas甘ousdislocation of community in Nostrolηo泊 his‘“Material Interests": Conrad's Nostromo as a 
Critique ofGlobal Capitalism，' ed. by Jakob Lothe， Jeremy Hawthorn， and James Phelan， Joseph Conrad:・Voice，
Sequence， History， Genre (Columbus: The Ohio State University， 2008)， pp.160・177.
5 Brian Richardson also argues the radical dimension of Conrad's collective narration泊 his‘Conrad and 
Posthumanist Narration: Fabricating Class and Consciousness onboard the ‘Nαrcissus" in Conrad in the 
Twentieth-First Centuη， pp. 213・222and also in his Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and 
Contemporary Fiction (Columbus: The Ohio State University Press， 2006)， pp.37-60. Unlike Nancy， however， 
Richardson regards Conrad's collectivity more as something intersubjective than as something beyond subject. 
6 For a discussion ofthe rescue as contemporarγpopular theme， see for example， Jefferson Hunter， Edwardian 
Fiction (Cambridge， Massachusetts: Harvard University Press， 1982)， pp. 173・188.Hunter reads the Edwardian 
canonical works of Henry James and E. M. Forster as‘rescue nov巴1'泊 Chapter12， 'Continental Rescues and 
Autumnal Affairs'， in which， however， he never mentions Conrad while he focuses on his adventure fiction 
primarily in Chapter 10， 'Conrad and Adv巴n知re'，pp.124-152. For a postcolonial approach to the rescue theme， 
see Christopher GoGwilt， The lnvention of the West: Joseph Conrad and the Double-Mapping of Europe and 
Empire (California: Sanford University Press， 1995)， pp.67-87. Gary Geddes also approaches Conrad's later 
works in terms of imaginative‘rescue' in his Conrad's Lαter Novels (Mon田 al:McGill-Queen's University 
~ress ， 1980)， pp.ll・40，but he highlights the romance pa町 rnofthe‘rescue ofthe individual in distress' (p.5). 
， Joseph Conrad，‘Henry James'， Notes on Life and Letters (London: Dent， 1949)， p.13. 
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fortuitously arrives to offer him a new post， his protege here fe1t ‘as if he was the outcast of 

all humankind，8 This story has been taken to be a description of extreme isolation of 

Willems， yet what is to be rescued here seems to be something more than a solitary subject: 

The end of the j etty; and here in one step more the end of lifi巴;the end of everything. Better so. What else 

could he do? Nothing ever comes back. He [Willems] saw it clearly. The respect and admiration ofthem all， 

the old habits and old affections fmished abruptly也 theclear perception of the cause of his disgrace. He 

saw all this; and for a tirne he came out ofhimself， out ofhis selfishness-out ofthe constant preoccupation 

ofhis interests and his desires-out ofthe temple ofselfand也econcen仕組onofpersonal thought. (p.30) 

Here Willems is not himself any more; his being is outside itself. He is， in fact， in the very 

exteriority in which his being cannot relate to itself. It is customary to see despair in this 

abysmal alienation from which Lingard is trying to rescue an individual. lndeed， the 

repetition of the possessive ‘his' underscores that Willems is ιmiserable三dispossessedof 

everything， literally at‘the end of his tether'. But this is not so despairing because the 

repetition of the phrase ‘out of invites us instead to regard this ‘out of as orientation toward 

something relational. This ‘self-outside-itself is， in fact， the location of what Nancy calls 

‘the singular being'， which is‘the modem experience of community' with its lack of the 

characteristics or the structure ofindividuality.9 

Thus rather th姐 beinga story of isolation of the self-deluded white man， on the 

contrary， An Outcast ofthe Islands opens up the possibility of‘community' . This concept is 

further developed in Conrad's next published novella which overtly deals with group 

solidarity. The Nigger of the 'Narcissus' (1897)， begun as an escape from the writing of The 

Rescue， tells of a very symbolic rescue ofthe only black sailor on board ship， James Wait (or 

Jimmy). From the moment he first arrives late for a roll call， Jimmy provokes dissent and 

gradually infects the crew's spirit. He persistently malingers， predicting of his imminent 

death， so that eventually， the captain orders him to be confined to a deckhouse cabin. 明司len

theMαrcissus is caught in a fierce stormヲthecrew makes a desperate attempt to rescue Jimmy 

from his confinement. This rescue has been regarded as one of the tests the crew 

‘heroically' go through during the joumey from Bombay to England in the process of 

building solidarity and overcoming their selfishness.
10 

Critics tend to see individuality as 

opposed to collectivity in The Nigger of the 'Narcissus'， and thus invariably read this story as 

8 Joseph Conrad， An Outcast ofthe Islands (Oxford: Oxford University Press， 1992)， p.30. Further references to 
this edition are given in the text. 
9 Nancy， The Inoperative Community， pp.18・19.
10 See， for example， Allan H. Simmons， Joseph Conrad (London: Macmillan， 2006)， p.55. 
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11 
a celebration of collective responsibility over individuality. U The rescue scene， however， 

unsettles such a clear structure of the binary opposition， revealing they are not so at variance 

as has been claimed. 羽市atwe see happening in the furious gale is， in effect， the 

indissociability of singularity from plurality: 

We staggered away企omthe door [of a deckhouse cabin] ， and， alarmed by a sudden roll， fell down in a 

bunch. It appeared to us that the side of the house was more smooth than glass and more slippery than ice. 

There was nothing to hang on to but a long brass hook used sometim巴sto keep back an open door. Wamibo 

[a Russian Finn sailor] held on to it and we held on to Wamibo， clutching our Jimmy. He had completely 

collapsed now. He did not seem to have the s甘engthto close his hand. We stuck to him blindly in our fear. 

. We stood up surrounding J泊四ly.W巴beggedhim to hold up， to hold on， at least. He glared with his 

bulging eyes， mute as a fish， and with all the stiffening knocked out ofhim. He wouldn't stand; he wou1dn't 

even as much as clutch at our necks; he was on1y a cold black skin 100s巴1ystuffed with soft cotton wool; his 

arms and legs swung joint1ess and pliab1e;出 headrolled about; the 10wer lip hung down， enormous阻 d

heavy. We pressed round him， bothered and dismayed; shelt巴ringhim w巴 swunghere and there in a body; 

and on the very brink of etemity we tottered al1 together with concea1ing and absurd gestures， like a 10t of 

drunken men embarrassed with a st01en co叩se.12

Conrad here does not simply present what has already been understood. Jimmy'ピjointless'

arms and legs put 0叫 ofjoint even Conrad's own claim of his 'effort to present a group of 

men held together by a common loyalty and a common perplexity in a struggle not with 

human enemies， but with the hostile conditions¥13 The crew's 'blind' holding on to Jimmy 

underlines their inefficiency as a group， by posing us the question of whether in this stoロny

confusion this ‘we' is rescuing Jimmy， or Jimmy rescuing the ‘we¥Jimmy's 

insubstantiality， his likeness to a shabby，‘loosely stuffed' doll among the ‘we'， suggests this 

‘we' group's hollowness; their supposed solidarity is a mere sham. The crew here is far 

from the classic type of operative community， united by a strong bond and with a common 

goal of their officers' kind. Rather than a representation of some ‘heroic' pre-existing 

sailor's group， what is happening here is what Nancy calls an ‘inoperative community'， 

fittingly compared to a group of ‘dr山u<:en'tomb robbers， circling its ‘stolen' centre， Jimmy. 

11 See， in p紅ticular，Ian Watt， Conrad in the Nineteenth Century (Berke1ey & Los Angeles: University of 
Califomia Press， 1979)， p.94-125. This binary opposition is still taken for granted even in the Bakhtinian， 
postmodemist analysis by Bruce Henricksen， Nomadic Voices: Conrad and the Subject of Narrative (Urbana 
and Chicago: University of Illinois Press， 1992)， pp.30・46，and in the recent discussion by William Deresiewicz， 
'Conrad's Impasse: The Nigger ofthe“Narcissus" and the Invention ofMarlow'， Conrαdiana， 3， 38 (Fa112006)， 
pp.205・227.
12 Joseph Conrad， The Nigger of the 'Narcissus' (Oxford: Oxford University Press， 1984)， p.70・71.Further 
page references to this edition will be given parenthetical1y in the text， preceded by NN where江mightotherwise 
be unclear. Roman numeral references are to Conrad's Preface. 
13 Joseph Conrad，‘St巴phenCrane'， Tales ofHearsのandLastEssの羽 (London:Dent， 1963)， p.94. 
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With their intemational make-up， the ‘we' here should rather be called ‘others'， as the ‘we' 

narrator， in his notorious inconsistency of viewpoint， sometimes calls the crew ‘them¥With 

‘absurd gestures'， this ‘we'‘totter'， and yet are still 'together' as 'a body' of men surrounding 

and sheltering a hollow man， thereby forming a ‘singular plurality' . This is， in effect， a rare 

moment in which the supposedly traditional sea story The Niggef・ofthe 'Narcissus} opens up 

a possibility ofNancy's idea of ‘being-with¥ 

Reminiscent of Conrad's comparison of writing to rescue work，ιcarried out in 

darkness against cross gusts of wind swaying the action of a great multitude'， the act of 

hanging on to a hook also evokes the ‘we' narrator's precarious hold on the subject.14 As 

his letters show， Conrad complained of his lack of a framework， or a ‘hook'， upon which to 

hang. He envied other Victorian British writers for their having ‘some starting point'， 

‘something to catch hold of .15 Whether the subject of representation is a traditional ‘we' 

group of sailors or the titul訂 sailor，having them as‘starting point' must have been an 

extraordinary task for a Polish author. However hard the author tried to focus on the plural 

‘we二Jimmy'ssingular existence always rises from beyond the symbolic cabin ‘door'; or， 

however hard the author tries to focus on the singul紅Jimmy，the plural‘we'‘pressed round' 

him in the passage just cited. Thus for Conrad， plurality is indissociably bound up with 

singularity. Conrad's understanding of human existence is thus never easily subsumed 

under such a clear dualism between singularity and plurality. 

Critics often explain the relationship between the crew and the black sailor in terms of 

the dialectic of the self and the other.16 The narrative， indeed， connects the crew's 

narcissistic search for an identity of ιwe' with Jimmy's identity: they cannot think about 

themselves without thinking about the black sailor. The crew， as well as the readers， are 

always made to wonder who the black sailor is， and doubt if he is， as he claims， really sick 

and going to die. The self-evidence of the meaning of‘wピ isalways threatened by this 

mysterious black man amongst them. Every time they look into ‘the mirror of the sea'， they 

see this lazy， malingering black sailor instead of the idealised image of themselves. 

Appropriate to the story's tit1e， the black sailor's existence stands in the way of their 

narcls 

14 Conrad，‘Henry James'， Notes on Life and Letters， p.l3. 
15 See， for instance， Joseph Conrad， letter to Edward Garnett， 19 June 1896， ed. by Frederick Karl and Laurence 
Davies， The Collected Letters 0/ Joseph Conrad， 9 vols (Cambridge: Cambridge University Press， 1987・2007)，i， 
p.288. 
16 See， for example， Henricksen， p.25. 
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characteristics， first repressed then pathologised， later rescued from repression， and then 

effectively wiped out. Conrad's writing instead tries to save the singular plurality from such 

an appropriation. Possibly for Conrad as well as for Nancy， who suggests that we think of 

being as‘community'， being is not the other; being is always ‘with¥17 Correspondingl y， 

what is taking place when ‘the crowd stepped forward like one man' (NN， p.160) in Jimmy's 

burial at sea just before they arrive home is the achievement of an ideal 'wピ throughthe 

expulsion of the black other. Rather， this ‘exposure to death' is the very basis of ‘friendship二

to use N ancy and Maurice Blanchot' s tenn. Both suggest that the community reveals itself 

through death.
18 Blanchot's description of the ‘friendship' in The Unavowable Community， 

which was inspired by Nancy's The Inoperative Community， can be read as an illustration of 

Jimmy's 'uncanny presence/absence' and‘our'‘relation without relation' with him: 

‘The basis of communication' is not necessarily speech， or even th巴 silencethat is its foundation and 

puncωation but the exposure to death， no longer my own exposure， but someone else's， whose living and 

closest presence is already the etemal and unbearable absence， an absence that the仕availof deepest 

mouming does not diminish. And it is in life itself that that absence of someone else has to be met. It is with 

that absence-its uncanny presence， always under the prior t凶 atof a disappearance-that企iendshipis 

brought into play and lost at each moment， relation without relation or without relation other than the 

incommensurable.…Such is， such would be the仕iendshipthat discovers the unknown we ourselves are， and 

the meeting of our own solitude which， precisely， we cannot be alone to experience.19 

Despite its struggle with this unavowable relationship， The Nigger 01 the 'Narcissus' has 

luckily a seemingly impressionistic ending in which the '1' narrator suddenly emerges from 

the disbanding crew?O Unable to find such a safe landing place either瓜 thebeginning or the 

end， the characters as well as their creator in The Rescue are stranded. The very 

17 Nancy， Being Singular Plural， p.19. 
18 Nancy， The Inoperative Community， pp.14・15.
19 Maurice Blanchot， The Unavowable Community，仕組s.by Pierre Joris， (New York: Station Hill， 1988)， p.25. 
20 In this context， the emergence ofthe 'I' at the end ofthe story should be read as the enactment ofwhat Nancy 
elaborates as‘the plural liberates (or shar巴s)the singular， the singular liberates (or shares) the plural in a 
community without subject' in Who Comes After the Su 旬ect? ed. b句yEd山ua紅rd白oCa“da肝va丸， Peter Conn江皿nor，and 
Jeaむ姐nト.心lC Nancy， (New York and London: Routledge， 1991)， p.8. This sudden appearance ofthe ‘ l' narrator， 
however， has been taken as typically modemist phenom巴non.For example， Michael Levenson established 
Conrad as the representative 町 lymodemist， stating ‘with his [the '1' narrator's] appearance， the text struggles 
towards self-consciousness' in A Geneαlogy of Modernism: A Study of English Literary Doctrine 1908-1922 
(Cambridge: Cambridge University Press， 1984)， p.9; Simmons follows this仕巴ndin his most recent essay， 'The 
Nigger ofthe "Narcissus": History， Narrative， and Nationalism' in Joseph Conrad， ed. by Jakob Lothe， Jeremy 
Hawthom， and James Phelan， p.148; Henricksen regards the appe訂 anceof the '1' narrator as the postmodemist 
resolution of the conむadiction(between the individuaVthe collective)， asserting that The Nigger of the 
'Narcissus' lays bare the process in which an '1' emerges as a subject from the ideological text， with the 
communal narrative voice giv時 wayto an individual '1' (pp.37・46).
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Rescuing the Singular Plurality in Joseph Conrad 7 

inappropriab1e nature of what Conrad tries to rescue makes it all the more difficult to 

comp1ete The Rescue. It is not， as an influentia1 Conrad scho1ar once suggested， the 

misogynist author' s inabi1ity to dea1 with the 'uncongenia1 subj ect' of 10ve that delayed the 

comp1etion.
21 

Nor， as GoGwilt contends， is Lingard's fai1ure to rescue the Ma1ay peop1e a 

proof of his or the author's 1imitation in understanding the Ma1ay cu1ture.22 In The Rescue， 

which recounts the competing claims for Lingard's rescue， Conrad tries to address a far more 

comp1icated nature of ‘friendship' between different cu1tures and genders. 

In this story， the words ‘friend' or '合iendship'occur so frequently， trying our efforts to 

trace who be10ngs to which group in a web of po1itica1 intrigues woven both by 10ca1 tribes 

and European traders. The ‘friendship' between the co1oniser and the co1onised singu1arly 

begins through ‘the exposure to death' in the extract just cited. After a fight following 

Lingard's reck1ess intrusion into the 10ca1 tribes' territory， which European traders have not 

penetrated， the Eng1ish trader and a Ma1ay prince establish a bond by exchanging their first 

handshake ‘over the prostrate body'，‘on the very spot where the Ma1ay seaman had 10st his 

1ife¥23 Here ‘the price of a death' (p.72) is referred to as what fate exacts as 'the gift of 

friendship' (p.73). This unique bond p1unges the Eng1ish adventurer further into the 

ongoing uncertainty of 10ca1 po1itics. When the prince becomes a fugitive during a civi1 war 

after the death of the old king， Lingard promises to restore his exi1ed friend and his princess 

sister to their kingdom. But his p1an is thwarted by the arriva1 ofthe European yacht peop1e 

who had been stranded. In his effort to save Mr and Mrs Travers and their guest d' Alcacer， in 

negotiating with the 10ca1 riva1 tribes， the captain exposes his ‘brown friends' (p.232) to 

danger and finally to death， thereby breaking the bond with them. 

A European 1ady and a Ma1ay princess are a1so called the captain' s ‘friends¥Un1ike 

a conventiona1 romance heroine， Edith Travers 100ks at her 10ver from 'a strict1y human 

standpoint' even when she has ‘too much e1evation of mind' (p.166). During the course of 

10ng conversation with him， Edith is aware of ‘something th剖 resemb1edgratitude and 

provoked a sort of emotiona1 retum as between equa1s who had secret1y recognized each 

other's va1ue' (p.283). This may be in pa 

21 お1oser，pp.63・68.
22 GoGuilt repeatedly stresses The Rescue's 'inability either to rescue a concept of Malay culture or to give a 
cultural coherence to“the westem race" ， in his The Invention ofthe West， pp.74・75.
23 Joseph Co町 ad，The Rescue: A Romance of the Shallows (1920: London: Dent， 1949)， p.72. Further page 
references will be to this edition， preceded by R where necessary. Roman numeral references are to Conrad's 
'Author's Note'. 
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between Lingard and Edith offer us a glimpse of the possibility of ‘community¥According 

to Nancy， the singular being is not properly the subject of ecstasy， for ecstasy has no ‘subject' ， 

but ecstasy (community)‘happens to' the singular being， which does not have the nature or 

the structure of individuality.24 This is what happens between the lovers when Lingard saw 

her throwing back her hood under the brig's swing-lamp which lighted the cabin with an 

extraordinary brilliance: 

The radiant brightness of the little place enfolded her so close， clung to her with such force that it might 

have been p副 ofher very essence. There were no shadows on her face; it was fiercely lighted， 

hermetically closed， of impene仕ablefa註ness.

Lingard looked in unconscious ecstasy at this vision， so amazing that it seem巴dto hav巴 S仕ay巴dinto his 

existence企ombeyond the limits of the conceivable. It was impossible to guess her thoughts， to know her 

feelings， to understand her grief or her joy. But she knew all that was at the bottom of his heart. He had 

told her himself， impelled by a sudden thought， going to her in darkness， in desperation，泊absurdhope， in 

incredibl巴仕ust.He had told her what he had told no one on earth， except perhaps， at times， himself， but 

without words-less clearly. He had told her and she had listened in silence. She had listened leaning ov巴r

the rail till at last her breath was on his forehead (p.214). 

羽市atis going on here appe訂 sto be an amorous union between a man and a woman， the self 

and the other， yet Mrs Travers is no longer the appropriable Other， or an object of male desire， 

and more than that.25 Lingard's 'unconscious' gaze seems to be almost devouring her， but it 

cannot make her completely his own， revealing his ignorance of her thoughts and feeling， 

‘her very essence¥In this excessive brightness， the boundary between her supposedly inner 

‘essence' and the outer radiance of so enclosed a place cannot be distinguished. Her face is 

官ercelylighted' with no shadows on it， but her faimess is nonetheless ‘impenetrable' . Mrs 

Travers seems to know everything about him， but her apparently profound knowledge cannot 

fall into some epistemological categories. She ‘traverses' the limits ofher identity，‘straying 

into his existence企ombeyond the limits ofthe conceivable'. She is‘traversed' by him， but 

m a ‘sudden'， 'absura' and ‘incredible' way th瓜 exceedsrational explanation. Their 

ecstatic love is thus an unheard-of ‘traversal' beyond words， and cannot constitute a pure 

collective totality. 

Conrad's narrative engagement with plurality， particularly in The Nigger 01 the 

24 Nancy， The Inoperative Community， pp.6・7.

25 Rob巴rtHampson， Cross-Cultural Encounters in Joseph Conrad's MalのIFiction (New York: Palgrave， 2000)， 
p.164. 
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Rescuing the Singulαr Plurαlity in Joseph Conrad 9 

'Narcissus'， has until quite recently notoriously been misunderstood and often regarded as a 

failure in its violation of mimesis. However， more enlightened view is that of an American 

critic Brian Richardson， for example， who reevaluates the fluctuating‘we' narrative voice in 

The Nigger of the 'Narcissus' as anticipating many subsequent non-realistic uses of voice and 

narration used by， for example， postcolonial African writers， such as Zakes Mda， Ayi Kwei 

Armah， and Ngugi wa Thiong'0?6 Though Conrad's philosophical principles have often 

been regarded as plain， they are， in fact， far in advance of his time. It is no wonder he 

complained of his losing 'all sense of form' in a letter while The Rescue was being written. 

This blindness cannot， as has often been done， be easily a町 ibutedto Conrad's inability to 

maintain mastery over his material， because he went on to affirm in the same letter，‘what to 

write 1 know¥27 羽市atto write' he knew is also in advance of identification. What is to 

be rescued is in its very nature always to come. Lingard failed in his rescue act， and The 

Rescue never finally came; to adopt Conrad's own phrase echoing Derrida，‘that thing [The 

Rescue] can wait' (R p.ix). Despite (or due to) the impossibility of his artistic task， he 

persistently sought after a possible ‘form' for his concept ofthe singular plurality， as the long 

drawn out process of The Rescue shows. A technique which postulates a single perceiving 

subject， therefore， must have been 'uncongenial' to a Polish author with his non-Westem 

eyes， just as the Westem metaphysics of the subject are to Nancy in their exc1usion of the 

notions of‘community¥28 Still， one recent study on Conrad's impressionism maintains the 

subject-centred paradigm by asserting that Conrad rejects moral nihilism by focusing on his 

belief in human subjectivity?9 Of course， Conrad， as is Nancy， is acutely aware th瓜 thereis 

no 'meaning' except by virtue of a ‘self¥That partly explains why he needed Ford Madox 

Ford， the impressionist， as his collaborator， with all their temperamental differences as an 

artist. But while producing his so-cal1ed ‘impressionistic' masterpieces like Rωrt of 

Darkness and Lord Jim (1900)， meanwhile setting aside The Rescue， he all the more firmly 

showed his belief that there is no ‘seIr except by virtue of a ‘with¥30 Not surprisingly， he 

eventually outgrew the art of seeing things ‘under Westem eyes' shi立ingin his later period to 

26 Richardson， Unnatural Voices， pp.48・55.
27 Joseph Co町 ad，le仕erto Edward Garnett， 7 June， 1898， The Collected Letters 0/ Joseph Conrad， 9 vols， ii， 
p.66. 
28 N ancy writes，‘the question of community is so markedly absent企omthe metaphysics of the subject'， in his 
The Inoperative Community， p.4. 
29 See John G. Peters， Conrad and Impressionism (Cambridge: Cambridge University Press， 2001)， especially， 
Chapter 5，‘Radical relativism， epistemological c巴rtainty，and ethical absolutes: Conrad's impressionist response 
to solipsism and anarchy' (pp.123・158).
30 Nancy， Being Singulαr Plural， p.94. 
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self but a polite， unselfish behaviour， especially of men towards women. We could 

probably argue Conrad's later shift is predicted in his preface to The Nigger 01 the 

'Narcissus " though it has been known primarily as his impressionistic manifesto with its 

much celebrated passage，‘My task which 1 am trying to achieve is， by the power of the 

wn抗enword to make you hear， to make you feel-it is， before all， to make you see!' (NN p. 

xlii). Indeed， the artist， as Conrad puts it，‘descends within himself， and in th瓜 lonely

region of stress and strife' to find the terms ofhis appeal. More importantly， however， what 

Conrad repeatedly emphasises throughout this preface is， that 'one temperament' ofthe artist 

is not disengaged from 'all the other innumerable temperaments' (p.xli): the artist speaks to 

'the latent feeling of fellowship with all creation; to 'the solidarity in dreams， in joy， in 

sorrow， in aspi.ration， in illusions， in hope， in fe町， which binds men to each other， which 

binds together，αII humanity-the dead to the living and the living to the unborn' (p.xl) (my 

italics). Comparing this manifesto to Wordsworthian 'democratic formulation ofthe role of 

the artist in civilization'， Wa抗 raisesa question of the very existential status of Conrad' s 

'solidarity' in our time.31 But in our post心 errideanreading， Conrad's 'solidarity' did 

happen at the space his texts open up in their rescue operation. In the sense that his 

‘solidarity' takes place always differently at each new reading， it actually‘binds together， all 

humanity-the dead to the living and the living to the unborn'， opening up the possibility of 

sharing of humanity. 
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関係の形容調の交換可能性について1

Interchangeability between “Adjectives of Relation" 
and Other Structural Forms 

吉村淳一

Junichi YOSHIMURA 

Abstract 

The G白enn宜mana叫叫djeωctive刊es0ぱfrela幻副tio叫n九1，i.eムe

-a，α1， -el.ι1， et，包c.(e.g.， arztlich =“as a doctor，"“doctor's"; polizeilich =“police (adj.)，"“by the police"; 

schulisch "school (adj .)，"“at school"; tel，φnisch = ''telephone (adj.)，"“by telephone"; geistig = 

“mental"; local =“local"; finanziell =“白1ancial";kulturell =“cul印ral")，are企equentlyused in journalism 

or specialist texts， in order to compress other noun phrases or sentences. Therefore， this守peof adjective 

tends to depend on the contextual elements and is sometimes incomprehensible. For instance， the noun 

phrase with the adjective of re1ation die schuliche A句危αbedoesn't only mean 官1eresponsibi1i守 of也e

school" (die At{，危αbeder Schule) but also ''the homework" (die Schulat{，念。be).on the one hand， there is a 

kind of ambiguity. on the other hand， the interchangeability between the di宜erentstruωral fonns is not 

always complete. The noun phrase with the genitive die At必αbeder Schule always means吐le

responsibi1ity of the school" and cannot be replaced wi白 thecompound word die Schulat抱αbe吐le

homework" (c王，die polizeiliche Mt折nαhme= die Polizeimasnahme = dieル1asnahmeder Polizei =‘吐le

measure by血epolice").百世spaper∞ncen仕ateson社leinterchangeability between adjectives of relation 

ando出erstructural fonns (e.g.，世legenitive phrase， the prepos江ionalphrase， the modi:fier of a compound). 

1 .はじめに

関係の形容詞(Bezugsadjektiv)はーlich，-isch， -al， -ellなどの接尾辞によって名詞から派生した形容詞で、

例えば、 arztlichr医者の」、 polizeilichr警察の」、 schulischr学校の」、 telefonischr電話の」、 geistigr精

神のJ、lokalr場所のJ、fmaziellr財政の」、 kulturellr文化の」などが挙げられる。これらの形容調は通

常の形容詞(gewohnlichesAdjektiv)とは異なり、 r'"'-'のJr '"'-'に関するJr '"'-'による」などの語義を含んでい

て、 dieschulischen Gesetze r学校に関する法律J (Vgl. Schulgesetz r学校法J)、 diepolizeilichen 

l 拙稿は2009年6月27日に日本独文学会京都支部春季研究発表会において同じ表題で行った研究発表の内容を大幅

に加筆修正したものである。
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Vemehmungen I警察による取り調べ」などのように付加語的に使用されて、決して述語的に使用されるこ

とがないのが特徴である。 2 関係の形容詞は、①schulischI学校の」やpolizeilichI警察の」のように、ど

のような使用環境においても常に関係の形容詞として用いられる「純粋な関係の形容詞」と、②kindlichI子

供の」や mutterlichI母親のJのように、本来は通常の形容詞としても関係の形容詞としても使用される可

能性を兼ね備えていて使用環境によって関係の形容詞として機能するものに区別することができる。さら

に後者は、 diekindliche Entwicklung I子供の発育」の例に見られるように文脈的な要素がなくても修飾語

との関係から常に関係の形容詞として機能するケースと、 daskindliche Verhalten I子供の行動/子供みた

いな行動」の例に見られるように文脈的な要素がなければ、関係の形容詞としても通常の形容詞としても

機能しうる可能性を保持しているケースに分けることができる。3 そしてこの区分は関係の形容詞を分析す

る上で非常に有効であるので拙稿はこの区分を考慮、に入れて考察を進めていきたいと思う。 4

関係の形容詞は表現を圧縮する手段の一つであり、本来なら文レベルで、表現されるべきものでさえもコ

ンパクトに表現することができる。また、他の表現(合成語の規定語部分、 2格付加語、前置詞句)との

置き換えが可能であり、この交換可能性がテクストの中では非常に重要な役割を果たしていると考えられ

る。現在では報道関係のテクストや専門書などを始めとして多くのテクストで高い頻度で用いられる傾向

を示している。しかしその一方で、文脈的な要素に依存するところが大きく、解釈する場合に困難を伴う

ことも多く、特に翻訳の際には注意を払う必要がある。拙稿では関係、の形容詞が他のどのような表現手段

と交換可能であるのか実例を示しながら考察し、関係の形容詞がもっ多義性の問題やテクストにおける関

係の形容詞の役割について考えてみたい。

2.関係の形容詞について

2.1.関係の形容調という術語について

そもそも関係の形容詞は 1920年代にすでにフランツ・ド、ルンザイフ (PranzDomsei:fDによって

Zugehorigkeitsadjektiv I属性の形容詞Jという術語のもとで外来語との関連で取り上げられている。その

後、フェルデ、イナン・ド・ソシュール (Perdinandde Saussure)の弟子に当たるシヤノレノレ・パイイ (Charles

Bally)が明確な定義をしていないものの、この種の形容詞をフランス語でadjectifde relation I関係の形

2 関係の形容詞は述語的に使用されるととはないが副調的に使用されることはある。

3 kindlich は両面性をもっ形容詞(ambivalentesAdjektiv)であり、関係の形容詞として使用される場合と通常の形容詞

として使用される場合がある。両面性をもっ形容詞については吉村 (2006，2007)が詳しく論じているので参照された
し、。

4 Schaublin(1972:91ff.)は接尾辞-lich，-isch， -al， -ellなどによって名詞から派生した形容詞が2格付加語や前置詞匂

と置き換えが可能かどうかという観点から関係の形容詞、両面性をもっ形容詞、通常の形容調に区分しているが、拙稿

はその区分に依拠している。関係の形容詞は①名詞から派生した(名詞を品詞転位したものである)、②名詞句に置き

換えが可能である、③述語的には用いられない、④比較変化をせず、強意の不変化調とともに用いることができない、

⑤補語をとらないなど5つの特徴をもっている。Schaublin(1972)はその他にも次のような3つの特徴を挙げている。(1)

特に職業などを表す名詞から派生した形容詞が副詞的に用いられる場合、それが関係の形容調であれば、 als+名詞に置

き換えることができ、通常の形容詞であればwie+名詞に置き換えることができる。 (2)関係の形容詞にはun-という接

頭辞で否定することはできず、否定する場合にはnicht・をつけなければならない。(3)通常の形容詞と関係の形容詞を

undで繋いで同時に修飾語にすることができない。これらのことについては吉村(2008:93f.)も参照されたい。
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容詞」と名付けた。これを受けて、 1960年代の終わりから 70年代にかけて、パイイの弟子たち、すなわ

ちジュネーブ学派によって、独仏語の対照研究において好んで、取り上げられるようになった。パイイの弟

子の一人であるルドルフ・ホッツェンケッヒェルレ CRudolfHotzenkocherle)が adjectifde relation に

Bezugsadjektiv r関係の形容詞Jというドイツ語訳を充てた後、 5彼のもとで関係、の形容調を研究していた

ベーター・ショイプリン (PeterSchaublin)が 1972年にその著書『現代ドイツ語における名詞修飾的付加

語(DωadnominaleAttribut in der deutschen Sprache der GegenwartJ JIの中でドイツ語の Bezugsadjektiv

「関係の形容詞j の言語的特徴を的確に捉えて、包括的にまとめている。その2年後 0974年)に閉じく

ホッツェンケッヒエノレレの弟子であるレイモン・ピテCRaymondPittet)がドイツ語における Bezugsadjektiv

「関係の形容詞」とフランス語における a司jectifde relation r関係の形容詞」を比較することで、それぞ

れの言語構造の特徴を浮き彫りにしようと試みた。6 ピテの研究はショイプリンが示した関係の形容詞の言

語的特徴に基づいて独仏語対照研究という観点から行われている。 1982年にはルートヴィヒ・アイヒンガ

ー CLudwigEichinger)が著書『統語的品詞転位と意味的派生一現代ドイツ語における-ischを語尾にもつ

形容詞 CSyntaktischeTransposition仰 dsemantische Derivation. Die Adjektive auf -isch im heutigen 

Deutsch.) JIの中で関係の形容詞を取り上げているが、その中で紹介されている研究史は G出nmにまで遡

り、関係の形容詞の接尾辞については形態論的な観点からのアプローチも見られる。 7 1990年代以降では

ベーター・ホノレツアー (PeterHorzer)やクラウディア・プレーフェル CClaudiaFreveDが関係の形容詞

CRelationsadjektiv)をスペイン語とドイツ語の対照研究の観点から取り扱っている。ドイツ語のみを対象

とした研究よりも、他の言語との対照研究の方が多いというのが関係の形容詞の研究史の特徴ともいえる。

というのも関係の形容詞は多種多様な関係を表示する上に、両面性をもっ形容詞の場合に至ってはさらに

多義性をもち、翻訳の際にさまざまな工夫が必要となることに起因しているからである。他にも注目すべ

き研究はあるが、拙稿ではこれ以上は立ち入らないことにしたい。

2.2. 関係の形容調の使用状況の変遷

Wus加lanne1903: 180ff.)は、 19世紀末に関係の形容調を使用した表現が流行し急速に広がってし、く様子

を憂慮し、また否定的に捉えて、これまで使用されていた Fachbildungr専門教育Jのような合成語の表現

の代わりにfachlicheBildung r専門教育」という形容詞と名詞が組み合わせられた表現が使用されるよう

になった例を紹介し、言語学者や教育者までが lautlichr音声に関する」、 sprachlichr言語の」、schulisch

「学校の」、 unterrichtlichr授業の」などのような形容詞を用いて表現するようになったことを嘆いている。

しかし時代が流れて、 1974年の段階では、ドイツ語とフランス語における関係の形容詞の対照研究を行っ

たレイモン・ピテが関係の形容詞は現代ドイツ語においても現代フランス語においても、人気のある表現

手段であり、特にマスコミが利用したということについて記述している。 8 1965年に出版された Duden

5 Hotzenkocherle(1968: 15)を参照されたい。
6 1974年までのフランス語の関係の形容詞の研究史については、 Pi仕et(1974:10ff.)が詳しく紹介している。

7 詳しくはEichinger(1982)を参照されたい。
8 Pi悦et(1972:67;76ff.; 107)を参照されたい。
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の辞書第 9巻『ドイツ語における主な難点 (Hauptschwierigkeitender deutschen争rache)j]では

Wustmanne 1903: 180ff.)と同様に、「関係の形容詞の表現方法がとられるのはしばしば特に上品に表現し

たいという願望に起因するのだが、たいていの場合、わざとらしくて不自然に聞とえ、まさに名調の合成

語が指していることを言わんとしている場合にはこのような表現を使用するのは避けたほうがよいだろ

うJとやや否定的に記述されている。現在出版されている第9巻は表題が変わり、『正しくて適切なドイツ

語(Richtigesund gutes Deutsch) j]となっているが、その中ではさすがに現状に合わないためか、あるい

は中立的な記述をめざしているためかそのくだりは削除されていて、「関係の形容調を使用した表現と合成

語の表現の聞には、文体的そして意味的な差異がたいていの場合に見られるJということが主として記述

されている。 Duden第9巻の最新版ではこの種の形容詞についての記述がおよそ 1ページ分削除されて簡

潔にまとめられている。

3. さまざまな交換可能性

関係の形容詞は、名詞の付加語、合成語の規程語部分などと言い換えが可能で、あり、これらの表現と同

様にテクスト内にある語句や副文を圧縮し、コンパクトに言い換えることができる。しかし、文脈的な要

素によって言い換えの可能'性が制限されることもあり、必ずしもすべての場合にこれらの表現の聞に交換

可能性が成立するわけではない。本章では関係、の形容詞が多様な関係性を表すという

Schaublin(1972: 107ff.)の記述を出発点として、 4つの純粋な関係の形容詞 schulischr学校のJ、kirchlich

「教会での」、polizeilichr警察による/警察での」、arztlichr医者の」と2つの両面性をもっ形容詞mutterlich

「母親の」、 kindlichr子供の」が関係の形容詞として使用されている例を取り上げて、マンハイマー・コ

ーパスから収集したデータを分析しながら関係の形容詞の交換可能ー性について考えてみたい。

3.1.事例 1: schulischの場合

施設/組織を表す Schuler学校」とし、う語から品詞転位された関係の形容詞 schulischは 「学校のJr学

校からのJr学校でのJという語義をもっ。9 これらの語義の特性がそれぞれ表れる schulischが3つの語

(Aufgabe r課題」、 Aufu油mspru白ng(Au血ahmep凶白ng)r入学試験」、Ausbildungr教育J)と一緒に用い

られている事例にまずは着目してみることにしよう。

関係の形容詞 schulischが Aufgabeとともに用いられる場合には、 「学校(自体)に課された課題J(文

例1)と 「学校が(生徒に)課した宿題J(文例 2) という二通りの解釈が可能となる。語義の上では、前

者は dieAufgabe der Schu/eと同じ意味合いで使用されているのに対して、後者は文例(3)の die

Schulaufgabeと同じ意味合いで使用されている。しかし、どちらの文例の場合にも下線部のような文脈的

9 Schaublin(1972:86f.)は、 Bally(1965:96f.)の記述に基づき、関係の形容詞が名詞から品詞転位 (Transposition)され

たものであるとしているが、拙稿の考察もその考え方に依拠している。Bally(1965:116)は、「言語記号は、その意味的
価値を保存しながら、それが属さない語嚢範嬬(名詞、動詞、形容詞、高IJ詞)の<機能>をとることによって、文法的

価値を変えることができるJとし、このような文法的交換のシステムを「機能的品調転位J(回nspositionfonctionelle) 
と名付けている。品詞転位には機能的品詞転位と意味的品調転位があり、関係の形容詞は名詞が機能的品詞転位された
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な要素がなければ、最終的な語義を決定することは非常に困難である。また、文例(2)においては die

schulischen Aufgabenが後続の文中で dieHausau屯abenと置き換えられているため、このことが語義を解

釈する際に補助的な役割を果たしている。

(1) Weilgie Leseお吋erungals immer wichtigere schulische Auf旨abeangesehen wird， hatten Eltem. Lehrer 

und Schulleitung beschlossen. in der Hartmut回 huleeine zen仕aleSchulbibliothek zu er。缶le!}，wie sie 

bereits an einigen ande問 nGrundschulen im Main-Taunus-Kreis eingerichtet worden ist. 

(Fr，仰がlf'terRundschau， 28.02.199η10 

読書の奨励はいっそう重要な学校の課題としてみなされるため、すでにマイン・タウヌス郡のいくつ

かの小学校ですでに付属の中央図書館が設置されたように、両親、教師、校長はハノレトムート校でそ

のような図書館を開設することに決めた。

(2) Die Motivation， ~ich am N achmittag mi1 den schulischen Aufgaben zub白 chaf世間!}， wird durch das 

elterlたheInteresse an den schulischen Themen verbessert. Eltem sollten in der Regel nicht bei der 

Erledigung der Hausaufgaben neben dem Kind sitze!}. (Braunschweiger Zeit仰 g，12.12.2005) 

午後に宿題に取り組む意欲は両親が学校に関する話題に関心をもつことによって向上する。通童~主

題をやっているときに両親は子供の横に座らない方がいし、。

(3) Erzi直立DetlefKlanolderklart seinem Schuler Jonathan geduldig die Schulaufgabe. 

(Berliner Morgenpost， 02.07.1999) 

塞庭整瞳のデトレフ・クラーノノレトは自分の教え子のヨナタンに辛抱強く塞墨の解き方を教える。

(4) 1990 mochte ich als langjahrige Schu1e出1der Numberger Peter-Vischer-Schule daraufhinweisen， das 

bei uns im Unterricht sowohl Essen als auch Kaugummikauen eine absolute Ausnahme ist (z. B. 

Stunde nach einer langen Schulaufgabe). (Nurnberger Nachrichten， 03.03.1990) 

私は長年ニュルンベノレクのベーター・ヴィッシュ校の生徒をしているが、授業中に食べ物を口に入れ

ることも、ガムを噛むことも完全に異例(例えば、長時間の試験の後の時間)であることを 1990年の

時点で述べておきたい。

また交換可能性に関して言えば、 SchulaufgabeがschulischeAufgabeと常に交換可能であるわけではな

く、文例(4)のように Schulaufgabeはバイエルン州やオーストリアではKlassenarbeitr筆記試験」という

特殊な意味で用いられるが、このような場合にはschulischeAufgabeとの交換可能性は認められない。ま

た、文例(5)のように Aufgabeder Schule ist es， zu・不定詞という決まった言い回しで使用されているような

場合にも同様に、同じような意味合いで使用されているからと言ってschulischeAufgabeで単純に置き換

えることはできない。

(5)Al!危abeder Schule ist es， die Schuler Denken und Sorechen zu lehre!}， damit sich ihnen Moglichkeiten 

ものであるのに対して、通常の形容詞は意味的品詞転位されたものである。
10 新聞から引用した文例はすべて、 IDSのCosmasllから得られたものである。文例中の太字、斜字体、下線は筆者

が強調のために付け加えたものである。
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eigener Problemlosungen ero缶len. (Die P陀sse，25.05.1998) 

生徒たちに自分で問題解決をする可能性が与えられるように、考えることや話すことを教えることは学

校の課題である。

文例(6)における schulischは特殊な用例であり、後に見る文例(43)のpolizeilicheKarriere r警察におけ

るキャリア/警察官としてのキャリア」における polizβilichと比較して考えると興味深い。というのもこ

れらの関係の形容詞がもつはずの語義が他の修飾語との関係性から別の語義へと移行するからである。通

常であれば、 schulischeAufgabeにおける schulischは 「学校の」という語義になるが、この場合はKloster

「修道院」自体が Schuler学校」の機能を果たしているため、 dieschulischen Aufgaben des Klostersはdie

Aufgaben des Klostersα1s ScJ似たという表現で言い換えることができる。

(6) Als 1875 die schulischen Aufgaben des Klosters gurch die Verstaatlichunl! der Schul~ endet， bestand 

das Abtsamt noch als Ehrentitel白rhohe braunschweigische Geistlichkeit fort. 

(In: Wikipedia -URL:h枕p://de.w匙ipedia.org:Wikipedia， 2005) 

1875年、学校の固有化によって修道院の学校としての課題が終わったときに高位のブラウンシュヴァ

イクの聖職者に贈られる名誉称号として僧院長の職はなお存続した。

文例(7)のdieschulische Au白油msp凶白ngr学校の入学試験」は文例(8)のように dieAu血ahmeprufung

戸rdie Schule と交換が可能であるばかりでなく、 dieAu血ahmeprufungan der Schuleや die

Aufnahmep凶白ngder Schuleなどとも交換が可能であり、このような語の組み合わせにおいては、schulisch

自体がもっ潜在的な語義の可能性は確かに r"，-，のJr "'-'におけるJr "'-'のための」と多様であるが、関係の

形容詞が使用されている限りにおいては実際にはそれらの間の語義の違いが表現されているわけではない。

ただし、文例(9)(10) (11)のように「学校」という語義をさらに「国立演劇学校Jr実科学校Jrジャーナリ

スト養成学校jのように特定化したい場合には前置詞句(文例9，10)や2格付加語(文例 11)を使用する

しかなく、この場合には関係の形容調との交換可能性は失われてしまう。

(7) 18 Sportler werden im Herbst neu zum SSM stosen， drei von diesen mussen allerdings noch die 

schulische Aufnahmsprufung bestehen. (Salzburger Nachrichten， 28.06.1995) 

18人のスポーツ選手が秋に新しく SSMに合流することになる。ただし、そのうちの 3人は主室2ム

学試験に合格しなければならないのだが。11

(8) Instrumentalkenntnisse sind bei der Aufnahmeprufungjur die Schule noch nicht erforderlich. 

(Rhein-Zeitung， 05.02.2003) 

楽器についての知識は学校の入学試験の際にはまだ要求されない。

(9) Von den 2600 Kindem， die an der Aufnahmeprufung jur die Realschule beziehungsweise das 

匂lmnasiumteilnahmen， bestanden n町 350den Test. (λ!annheimer Morgen， 21.12.2000) 

実科学校もしくはギムナジウムの入学試験に参加した 2600人の子供のうち 350人のだけが試験に合

11 SSMは Sch叫・Sport-Modellr学校スポーツモデ、/レJの略語で、スポーツ選手を育成する機関のことである。
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格した。

(10) Ich habe dann aber heimlich die Aufnahmeprufung仰 derStaatlichen Schauspielschule in Bochum 

gemacht und war einer der 14 Glucklichen， die aus 550 Bewerbern ausgew油比wurden.

(Fr.仰がtrterRundschau， 21.04.1999) 

しかし、その後、私はとっそりとボーフムにある国立演劇学校の入学試験を受けて、 550人の志願者

の中から選抜された 14人の幸せ者の一人となった。

(11) v<ぽausse位ung fur die Zulassung ist ein abgesch10ssenes Studium sowie die bestandene 

Aufnahmeprufung der Journalistenschule. (Mann悦 imerMorgen， 20.11.2002) 

大学を卒業していてジャーナリスト養成学校の入学試験に合格していることが入学許可の前提条件

である。

文例(12)から文例(16)に見られるように、 dieschulische Ausbildung I学校教育」は dieSchulausbildung 

と交換が可能であるばかりでなく(文例 13)、場所を表す表現である dieAusblidung an der Schulelauf der 

Schule (文例 14，15)や行為者を表す表現である dieAusbildung durch die Schuleとも交換が可能となる(文

例 16)。上で扱った dieschulische Au白ahmsprufungI学校の入学試験」の場合に行為者を表す表現と置き

換えられないのは単に被修飾語との組み合わせの問題であり、例えば、 dieschulische Aufuahme I学校に

よる受け入れ」であれば、 dieAufuahme durch die Schuleと交換が可能になる。

(12) In der Klosterschule auf der Bodensee・InselReichenau erhielt er seine Erziehung und eine 

zwolfjahrige schulische Ausbildung. (Rhein-Zeitung， 31.1 0.2000) 

彼はボーデン湖にあるライヒェナウ島の修道院付属学校で教育を受け、 12年の学校教育を修めた。

(13) Vor釦 ss位 ungist eine zw剖fjahrigeSchulausbildung oder m吋剖凶geBerufse由討ungin einem 

Ausbildungsberuf. (Ni必7lbel宮erNachrichten， 28.08.1997) 

12年間の学校教育あるいは教育職における 2年間の職業経験が前提条件となっている。

(14) Als Beleg白rdie Qualitat der Ausbildung an seiner Schule sieht er die berufliche Entwicklung der 

Absolventen. (Ni伽bel宮erZei.ωng，07.08.2002) 

彼は卒業生が仕事で活躍していることを自分の学校の教育の質を裏付けるものとして見ている。

(1臼5勾)羽w岨滋御1立rrends倒ein陀附附e白町rAu凶E凶s拘bi凶ildungQlザEザft必た伽rSch加ulたefi戸必rK幻1たM励旨凶幼仰b加'nku.捌nsti，初n官Amst，昨附te.

却 d出ur叩℃叶由hsお凶s幻t伯δ油bernτ百1. (Rhein-Zeit加 g，24.10.2000)

彼がアムステノレダムの小工芸学校の教育を受けている聞に古道具屋を探索して回るサークノレが始

まった。

(16) De叫cbarwaren z. B.:ーDieverstarkte Nutzung der berufsbildenden Schulen fur die Erstausbildung， z. 

B. durch die Ein:fiihrung von vollzeitschulischen Ausbildungen mit int怠griertenPr北t匙a， die 

Ubernahme von bestimmten Phasen der Ausbildung durch die Schule bei entsprechenden 

Anrechnungsregelungen. (Fr，仰がtrterRundschau， 02.12.1999) 

例えば以下のようなことが考えられるであろう。一例えば実習を組み込んだ全日制の学校教育を導入
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することや当該の加算規程に学校教育のある特定の段階を引き継ぐことなどによって最初の教育に職

業訓練校を大いに活用すること。

3.2. 事例2: kirchlichの場合

次に施設/組織を表す語であるKirche["教会」から品詞転位された関係の形容調 kirchlich["教会の」に

ついて考えてみたいと思う。この語の特性は、施設を表す語から品詞転位されたにもかかわらず、単に場

所を表す表現と置き換えが可能となるのではなく、 「教会が設置者となっているJ["教会の教えに従った」

など、より複雑な関係性を表すことができる点にある。それゆえ、この語の特性が表れる 3つの語(Arbeit

「事業」、Trauung["結婚式」、Kindergarten["幼稚園J)と一緒に用いられている例を取り上げることにし

たい。文例(17)の kirchlicheArbeit ["教会の事業」がArbeitder KircheやKirchenarbeitなどと交換が可能

であり、とれら 3つの表現の聞にはそれぞれ完全な互換性があることは文例(18)や文例(19)の表現と比較し

てみれば一目瞭然である。しかしこの場合、 kirchlichを単純に ander Kirche ["教会における」という場所

を表す前置詞句で置き換えることはできない。もし場所を表す前置詞句で表現すれば、教会が事業主にな

るのではなく、個人が行う「教会における業務Jというように仕事の規模が小さくなってしまう。

(17) Bischof Gerhard Ludwig Muller sagte， Schule und Bildung seien ein unverzichtbarer Teil kirchlicher 

~~ ~伽tbergerNachrichten， 07.02.2004) 

学校や教育というのは教会の事業でどうしても必要な部分であるとゲノレハルト・ノレートヴィヒ・ミュ

ラー司教は述べた。

(18) Weil immer weniger Menschen Ki民hensteuerbezahlen und dar凶tdie Arbeit der Kirche s尚国民 muss

man Konsequenzen daraus ziehen. (Ni幼'1lbel宮町Nachrichten， 06.07.2005) 

教会税を支払う人の数がますます減り、ひいては教会の事業を支援する人の数が減りつつあるので、

われわれはこのことから結論を引き出さなくてはならない。

(19) Das Ehepaar Reubold singt seit 14 Jahren im Chor und ist auch in der Kirchenarbeit泊ctiv.

(地nnheimerMorgen， 22.10.2005) 

ロイボルト夫妻は 14年前から、聖歌隊のメンバーとなっていて、塾全2重差にも携わっている。

文例(20)を一見すれば、 einekirchliche Trauung ["教会婚Jにおける kirch1ichはinder Kircheと置き換

えられるように見える。また、「教会婚」は実際にたいていの場合に「教会で行われる挙式」であることか

ら、あたかも同じことを表現しているように錯覚してしまうかもしれない。 kirchlicheTrauungは文例(21)

に見られるKirchen仕'auungとの聞には互換性があるが、 Trauungin der Kircheとの聞には部分的な交換可

能性しか見られないことが、文例ο2)(23)(24)によって明らかになるだろう。非常に珍しい例ではあるが、

文例(22)においては「教会婚jの反対の概念である「役所婚Jが教会で行われたことが述べられているため、

との場合、「役所における結婚式」ではなく 「役所婚のやり方があって、それに従った結婚式」であること

が明確に示されている。そして文例(23)(24)においては、ある特定の教会で行われた「教会婚Jのことが話

題となっている。ただし、文例(25)のように「教会における伝統的な結婚式」は、結局のところ「教会婚」
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関係の形容詞の交換可能性について 9 

のことを指しているので、別のレベノレでは交換が可能となる。

(20) Weil immer mehr Paare auf eine ki陀hlicheTrauung verzichten und gie Hochzeit beim 

Standesamtbeamter! somit oft das zentrale Fest ist， so11 in Morfe1den-Wa11dorf bald auch出1

Gewolbekeller， im Museum oder etwa auf der gr也lenWiese geheiratet werden d耐fen.

(Fr，仰がD"terRundschau， 16.04.1998) 

ますます多くのカップルが教会婚をやめて、それゆえしばしば戸籍役場の職員のもとでの結婚式が中

心的な祝賀会となっているので、メアフェルデン・ヴアノレドノレフでもそのうち丸天井のついた地下室、

博物館の中、あるいは例えば緑の芝生の上でも挙式が挙げられるととになるだろう。

(21) Nach standesamtlicher Heirat Anfang Mai im k1einen Kreise am Tegernsee (wo der Brautigam seinen 

zweiten Wohnsi包 hat)folgte nun im Schatten des "Bleistiftschlosses" derer von Faber・Caste11die 

δkumenische Kirchentrauung， zu der hochkaratige Verwandte und Freunde aus den meisten 

europaischen und internationalen Adels・undFur蜘吐lauserngeladen waren. 

(N伽 lbergerNachrichten， 21.06.1999) 

(花婿が二つ目の住所をもっ)テーゲルン湖畔にある小さな行政区で5月初旬に行われた役所婚の後

に、フォン・ファーベル・カステノレ伯家の「鉛筆城」のそばで、カトリック教徒とプロテスタント教

徒聞の整全盛が行われ、そこにはヨーロッパ地域や国際的範囲における大抵の貴族や王家出身の鋒々

たる顔ぶれの親族や友人たちが招待されていた。

(22) Nach ger standesamtlichen Trauun!l -Sle白ndebenfalls inder Kirchestatt・begann(am 8. 8.) um 

14.08 die ki.陀 hlicheTrauung. (Kleine Zeitung， 09.08.1997) 

役所婚の挙式の後、ーその挙式は同様に整会主行われたのだが一教会婚の挙式は (8月8日) 14時8

分に始まった。

(23) Am 18. Mai ist die erste kirchliche Trauung inder Kirch~ vorgesehen. 

(Nurnbel宮町Zeitung，01.05.2003) 

5月 18日にその教会で初めての教会婚の挙式が予定されている。

(ρ24の)Die kin陀むゆhlicheTr悶auungf白imd1954 血der St 

(肋e仰i的n-Zeit伽仰g，27.11.2007) 

その教会婚の挙式は 1954年にラングシャイトの聖ニコラウス教会で行われた。

(25) Dennoch spielt die tr刈 itionelleTrauung in der Kirche fiir die meisten P泊四 nochimmer eine ganz 

wesentliche Ro11e. (ル白nnheimerルlorgen，20.04.2005) 

けれどもたいていのカップノレにとって教会での伝統的な結婚式はいまだに全く重要な役割を果たして

いる。

文例(26)のkirchlicheKindergarten r教会幼稚園」に見られる kirch1ichr教会の」は staatlichr国家の

/国立のJや stadtischr市の/市立の」などと同じレベルで使用されていて、この場合、教会が幼稚園の

設置者となっている。文例(27)や文例(28)が示しているとおり、 derkirchliche Kindergarten r教会幼稚園J
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10 吉村淳一

はderKindergarten der Kircheや derKirchenkindergartenと言い換えることが可能で、ある。

(26) Rund 300 dieser Kinder besuchen ki民 hlicheKinderg混同en.(Hannoversche Allgemeine， 28.05.2008) 

これらの子供たちのうちおよそ 300人が教会幼稚園に通う。

(27) Alle K泊中sewer由nim zweiten Neckarstadter Kindergarten der Kirche in der Gartnerstrase 

aufgenorrrrnen. (A1ann必eimerA101宮en，07.02.l998) 

すべてのちびっ子たちがゲ、ノレトナ一通りにあるネ ッカーシュタットのもう一つの教会幼稚園に受け入

れられる。

(28) Ursprunglich war der Bau eine Schulbaracke， spater der Ki四henkindergarten.

(Franがlf'terRundschαu， 19.02.l99η 

そもそもその建物は仮設校舎であったが、後に教会幼稚園となった。

3.3. 事例3: polizeilたhの場合

関係の形容調polizeilichは語形からすると施設/組織を表す語Polizeir警察」から品詞転位されたもの

であるが、使用される語の結びつきによっては、その語義を Poilizistr警察」という語に還元できるような

場合がある。この関係の形容詞がもっ語義の特性(r警察のJr警察でのJr警察官としてのJ)がそれぞれ

に表れる 3つの語 (Masnahmer措置」、Vemehmungr取り調べ」、 Karrierer経歴J)との組み合わせに

ついて見ていくことにしたい。

文例(29)のように diepolizeiliche Masnahme r警察の措置」とし、う語の組み合わせの場合には、文例(30)

に見られる diePolizeimasnahme r警察の措置Jにも、文例(31)に見られる dieMasnahme der Polizeiに

も言い換えが可能となる。

(29)血rBei白hrerzeigte sich uber die polizeiliche Masnahme nicht begeistert und beleidigt怠 dieBeamten 

mit "ublen Schimp伽orten". (Rhein-Zeitung， 01.04.l996) 

彼女の同乗者は警察の措置に感激した様子は見せず、その警察官たちを 「ひどい罵倒の言葉」で侮辱

した。

(30) Sollte das nic出 bewirken，werde sie beim Verwaltungsgericht Regensburg auf die Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Polizeimasnahme klagen. (Nurnbel宮町 Nαchriとhten，07.03.l990) 

もし万が一そのことが何の結果ももたらさないとしたら、彼女は警察の措置の違法性を求めてレーゲ

ンスブルク行政裁判所に提訴するだろう。

(31) ，，Diese Masnahme der Polizei war verstandlich， fiir den Verein bedeutet es aber den vollstandigen 

Ausfall der erwarteten Einnahmen‘" bedauerte Lackner. (A1annheimer A1orgen， 21.03.2000) 

「警察のこの措置は理解できるものであったが、協会にとっては見込まれていた収入の完全な減損と

なった。」とラックナー氏は遺憾の意を表した。

次に polizeilichr警察の」が Vemehmungr取り調べ」と一緒に使用されている例を見ることにしよう。

まずは文例(32)と文例(33)を比較してみると、 polizeilicheVemehmung r警察の取り調べ」 と
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Polizeivemehmung I警察の取り調べjの聞には所有冠詞の有無にかかわらず完全な互換性があることが確

認できる。また、 Polizeivemehmungと同様にpolizeilicheVemehmungが所有冠詞と一緒に使用されなし、

ような場合には、文例(34)に見られるような Vemehmungender Polizeiとも交換が可能になる。しかし、

文例(32)に見られるような seinepolizeiliche Vemehmungは組織としての警察が取り調べを行うという場

合と警察署という場所で取り調べが行われる場合の二通りのケースが考えられる。「警察によって彼が取り

調べられた」のか、あるいは「警察で彼が取り調べを受けた」のかを明確にしたい場合は、文例(35)や文

例(36)のように前置詞句で表現しなければならない。これらの表現と関係の形容詞 polizeilichの聞に交換

可能性が成立するかどうかは語嚢的な環境や文脈的な要素に依存している。

(32) Wahrend er bei seiner polizeilichen Vernehmung detaillierte Angaben gemacht ha抗e，konnte er sich 

auf einmal an nichts mehr erinnem. (丹仰がffterR仰ゐchau，29.07.1997) 

彼は警察の取り調べを受けた際に詳しく供述していたが、その最中に急に何も思い出せなくなった。

(33) Er konne sich an die Tatnacht nicht erinnem， hatte er in der Polizeivernehmung gesagt. 

(助仰・Zeit加~g， 18.12.2004) 

彼は警察の取り調べで、犯行があった夜のことを思い出すことができないと供述していた。

(34) Die Vernehmungen der Polizei dauerten gestem bis in den spatenAbend. 

(Mannheimer M01宮en，17.04.2000) 

昨日は夜遅くまで警察の取り調べが続いた。

(35) Bei ihrer Vernehmung durch die Polizei habe sich die Frau spater daran erinnert， die Tater wenige 

Stunden zuvor als Kunden bedient zu haben. (Fran駒rterRundschau， 13.06.1998) 

その女性が警察によって取り調べを受けたとき、彼女は数時間前に犯人らを客として対応していたこ

とを後になって思い出したとのことである。

(36) Nach der Vernehmung bei der Polizei in Hamburg ist ein Mann aus dem zweiten Obergeschos uber 

e也 Treppengelanderin die Tiefe gesprungen. (ルlannheimerMorgen， 22.04.1998) 

ノ、ンブソレクの警察で取り調べを受けた後、一人の男性が 3階から階段の手すりを越えて地上へと飛び

降りた。

文例(37)に見られる seinepolizeiliche KarriereはseinePolizeikarriere I彼の警察官としての/でのキャ

リアj と同様に、「彼の警察官としてのキャリア」という意味を持つ seineKarriere als Polizist (文例38)、

seine Polizistenkarriere (文例39)や「彼の警察でのキャリア」という意味をもっseineKarriere bei der Polizei 

(文例40)などの表現と交換が可能である。文例(41)と文例(42)は関係の形容詞の例ではないが、 Polizei

という語が 「組織としての警察」と「警察官」という語義をもっているために、場所を表す付加語と一緒

に使用されるか(文例 41)、同格の付加語と一緒に使用されるか(文例 42)によって、顕在化される語義

が異なってくる。このことと同様に、文例(43)のように alsBeamter I公務員としての」という同格の付加

語と関係の形容詞 polizeilichが共起した場合には、 polizeilichは「警察官としての」ではなく「警察にお

ける」としづ語義をもつことになる。これはこの関係の形容詞がもっ暖昧さのようにも見えるが、別の見
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12 吉村淳一

方をすれば、この関係の形容詞が二つの方向に語句を拡張できるという可能性をもっていることを示して

いるといえる。

(37) Ein weiterer Markstein seiner polizeilichen Karrie問 W紅白rKlaus Bock die dreimonatige Abordnung 

zur "Expo 2000" in Hannover. (Rhein-Zeiωng，30.01.2004) 

クラウス・ボックにとってハノーファー万博2000に3ヶ月間派遣されたことが彼の警察官としてのキ

ェユ三2一つのさらなる転機であった。

(38) Nicht nur seine Karriere als Polたistentwickelt sich rasant， auch sein Erfolg bei Frauen gewinnt neue 

Dimensionen. (み必nnheimerMorgen， 20.09.2001) 

彼の警察官としての成功の道が急速に切り聞かれていくだけでなく、女性関係における成果も新しい

広がりをもつことになる。

(39) Oberkornrnissar Utikal uber甘agtdas Wissen seiner bereits 33・jahrigenPolizistenkarriere aber auch 

auf sein privates Leben: [...]. (Mannheimer Morgen， 13.09.2008) 

しかし警視正のウテイカノレはすでに 33年目を迎える警察官としてのキャリアを私生活にも活かして

し、る。

(40) Seine Karriere bei der Polizei begann er nachAbschluss seines Jurastudiurns im September 1977. 

(Rhein-Zeitung， 22.01.2005) 

彼の警察でのキャリアは 1977年9月に大学で法学を修了した後に始まった。

(41) Der in Westerburg geborene Glaser begann seine Polizeikarrie問 beider Bereitschaftsnolizem 

Koblenz. (Rhein・Zeitung，17.10.199η 

グェスターブルクで生まれたグレーザーは機動隊における警察官としてのキャリアをコブレンツで始

めた。

(42) Der 29j剖rrigebegann seine kurze Polizeikarriere f!:Is Streifennolizis1. 

(Mannheimer Morgen， 14.05.1999) 

この 29歳の男性は短期間ではあるがパトロール巡査として警察でのキャリアを始めた。

(43) 1982 begann der Tiroler AHS・Maturantseine polizeiliche Karriere f!:Is Beamter m emem 

Wachzimmer in Innsbruck. (Oberosterreichische Nachrichten， 11.1 0.1997) 

チロルにある一般教養高校12の卒業生は 1892年にインスブルックの派出所で、彼の警察における公務

員としてのキャリアをスタートした。

3.4. 事例4 : arztlichの場合

それでは次に、職業を表す語であるArztf医者Jから品詞転位された関係の形容詞 arztlichがもっ語義

の特性 (f医者のJf医者としてのJf医者の職務に就いているJ)がそれぞれに表れる 3つの語 (Pflichtf職

12 AHSはdieallgemein bildenden hoheren Schulen i一般教養高校Jの略語である。
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務J、Tatigkeitr仕事」、 Kol1eger同僚J) との組み合わせについて見ていくことにしたい。

文例(44)に見られる seinePflicht als Arzt r彼の医者として職務」は、同じ事件を扱った他紙の記事を参

照してみると、例えば翌日に発行されたKleineZeitung紙の記事の見出し13では、文例(45)のseinearztliヒhe

Pflichtというように関係の形容詞で表現されている。また文例(46)のように seinearztliche Pflichtはseine

Arztpflichtと表現することもできる。しかし、通常、改'ZtlichePflichtは所有冠詞とともに使用されなけれ

ば、「医者の務め」を意味し、文例(47)に見られるような Pflichtdes Arztesと置き換えが可能になる。

(44) 8eine Pf1icht als Arzt habe ihn vielmehr d昭 ugezwungen， ihm die geWUllschte 8terbehilfe zu 1eisten. 

(Salzbw宮erNachrichten， 24.03.1999) 

彼はむしろ自分の医者としての職務から患者の希望どおりに安楽死させるしか道はなかったと説明し

た。

(μ45勾)

「死の医師」は安楽死を自分の医者としての職務と考えていた。

(46) Das tone， a1s ware er sich seiner Arztpf1icht nicht bewusst. (Z必'cherTagesanzeiger， 9.12.1996) 

これはまるで彼が自分の医者としての職務を自覚していないかのように聞こえるということを言つ

(Kleine Zeitung， 25.03.1999) 

ている。

(47) Es ist nun Recht und Pt1icht des Arztes， zu entscheiden， ob eine weitere 1ebensver1angemde 

Masnahme gesetzt wird. (Die P陀'sse，11.11.1999) 

今やさらなる延命措置がとられるかどうかを決断するのは星章2権利であり塾生である。

また seinearztliche Tatigkeitとし、う語の組み合わせにおいても通常は seineTatigkeitαlsArzt (文例 49)

や seineArzttatigkeit (文例 50) と交換可能であるが、所有冠詞がなければ、文例(51)に見られるような

Tatigkeit des Arztes r医者の仕事」と交換が可能になる。しかし文例(48)においてはすでに alsAssistenzarzt 

「一般医師として」という同格を表す語句があるために seineTatigkeit als Arztで言い換えることはできな

くなる。

(48) Er begann seine arztliche Tatigkeit 1988 ~ls Assistenzarzt in der Abtei1ung白rRheumato1ogie und 

Innere Medizin im 8t. Vincenz-und Elisabeth-Hospital. (Rhein・Zeitung，06.11.1996) 

彼は 1988年に聖ヴィンセンツ=エリーザベト医院のリューマチ科・内科で一般医師として医者の仕事

を始めた。

(49) 8eine Tatigkeit als Arzt hatte er nach einer dreimonatigen U・Haftaufgegeben. 

(Mannheimer Morgen， 05.11.2004) 

彼は3ヶ月の未決勾留の後、医師としての仕事を辞めた。

13 文例(44)と文例(45)はともに安楽死を遂行して初めて殺人容疑で法廷に立たされたアメリカの医者についての記事

である。
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14 吉村淳一

(50) Schmitz arbeit怠tnun als Fachjournalist und trauert seiner Arzttatigkeit nicht hin匂rher.

(即lein-Zeitung，03.11.2001) 

シュミッツは今や(医学)専門のジャーナリストとして働いているが、自分が携わっていた医者の仕

事に未練をもっていない。

(51) Denn insoweit ist die Tatigkeit des Arztes notwendiger Bestandteil des (bundes )gesetzlichen 

Schutzkonzepts. (Fr，仰がffterR開 dschau，29.10.1998) 

というのもその限りにおいては医者の仕事は(連邦)法の保護計画の必須項目に挙げられているから

である。

文例(52)に見られるような改'ZtlicherKollege I同僚の医者Jは、文例(53)のArztkollegeと置き換えが

可能であるが、文例(54)に見られる KollegedωArztes Iその医者の同僚」とは指しているものが必ずしも

一致しない。文例(52)(53)においては同僚が医者という職業に携わっていることが前提であるが、文例(54)

の場合、同僚は看護師や医療事務に携わっている人である可能性も含まれる。

(52) Die Vemetzung却 seinenarztlichen Kollegen sieht er als e也wichtigesVorhaben der Zukun:ft an. 

(即lein-Zeitung，25.11.1997) 

彼は同僚の医者たちとのネットワークを築くことを重要な将来構想とみなしている。

(53) Es hat lange gedauert， bis mein Erfolg von den Arztkollegen也氏ptiertwurde. 

(Hαmbw宮erMorgenpりst，20.07.2008)

私の出した成果が同僚の医者たちによって認められるまでに長い時聞がかかった。

(54) Auch gegen einen瓦ollegendes Arztes wird ermittelt. (Rhein-Zeit仰 !g，22.01.1998)

その医者の同僚にも捜査の手が及んだ。

3.5. 事例5: mutterlichの場合

これまでは純粋な関係の形容詞の事例を見てきたが、ここで、は両面d生をもっ形容詞mutterlichI母親の/

母親のようなjが StimmeI声」、LiebeI愛情」、PflichtI責務」などの名詞の修飾語となり、関係の形容

詞として機能している事例を取り扱うことにしたい。

文例(55)に見られる diemutterliche Stimmeは主語が 「乳児」であることから、 「母親の声」という意味

になり、 dieStimme der Mutter (文例 56)や dieMutterstimme (文例 57) と交換が可能になる。しかし、

この語の組み合わせで mutterlichが所有冠詞とともに使用されれば、 「彼女がもっ母親のような声」とい

う通常の形容詞として機能することになる。

(55) Fruher dachte man zum Beispiel， das笠 diemutterliche Stimme hort und das m必tterlicheGesicht 

sieht， aber zunachst keine Verbindung zwischen beiden Sinneseindrucken herstellt. 

[er= der Saugling] (Fr仰がffterRundschau， 28.10.1997) 

かつては例えば、乳児は母親の声を聞き、呈盟企盟を見るが、さしあたり聴覚と視覚への刺激を結び

つけることなどないと考えられていた。
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(56) Die Fruhchen reagieren von der 26. Woche an mes-und sichtbar auf die Stimme der Mutter. 

(Nurnberger Nachrichten， 22.08.1992) 

早産児は26週目から測定可能で見て取れるほど母親の声に反応する。

(57) Die Mutterstimme hat einen deutlich beruhigenden Einf1叫3aufdas企uhgeboreneKind. 

(Nurnberger Nachrichten， 22.08.1992) 

母親の声には早産児に対して明らかに安心させる効力がある。

文例(58)におけるmutterlicheLiebe r母親の愛情」の場合、 MutterliebeやLiebeder Mutterと交換が可能

であるのに対し、文例(59)におけるihremutterliche Liebe r彼女の母親としての愛情」の場合、 ihre

MutterliebeやihreLiebe als Mutterと交換が可能である。 14 この語の組み合わせの場合、mutterlicheStimme 

「母親の声」という語の組み合わせの場合とは異なり、 mutterlichrま所有冠詞と共起しても関係の形容詞と

して機能する可能性を保持するが、文脈によっては通常の形容詞として機能する場合もある。

(58) Trotz allem， die Tochter kann nicht vergessen und auch nicht verzeihen， dass sie so quasi als Schuldige 

der Mussehe ihrer Eltern ohne mutter/iche Liebe au伽 achsen. (St. Galler Tagblatt， 21.02.2001) 

それらあらゆることにもかかわらず、その娘は自分の両親のできちゃった婚がまるで自分のせいであ

るかのようにされて、母親の愛情を知らずに育ったことを忘れることもできず、また赦すこともでき

ない。

(59) F耐1fTochternund vier Sohnen schenkte sie das Leben， widmete ihnen all ihre mutterl，幼 eLiebeund 

w凶Itederen Talente zu wecken. (Vorarlberger Mαchrichten， 12.1 0.1998) 

彼女は5人の娘と 4人の息子に生涯を捧げ、彼らに彼女の母親としての愛情をすべて注いだし、子供

たちの才能を引き出すすべを心得ていた。

次に見る語の組み合わせは、 mutterlichePf1icht r母親の務め」であり、この語の組み合わせの場合も

mutterliche Liebe r母親の愛情」の場合と全く同様に、 mutterlichは文例(60)に示されるとおり、所有冠詞

と共起しても関係の形容詞として使用される。文例(60)(61) (62)はmutterlichが所有冠詞と共起する場合

の交換可能性を示しているのに対して、文例(63)(64)はmuttβrlichが所有冠詞と共起しない場合の交換可能

性を示したものである。

(60) Da ihre beiden Sohne bereits erwachsen sind， sind auch ihre mu的 r/ichenPf1ichten s旬rkreduziert. 

(Rhein-Zeit仰 !g，23.04.2004)

彼女の二人の息子がすでに成人しているので、彼女が果たすべき母親としての務めは大幅に軽減され

ている。

(61) Ihre Mutterpf1ichten lassen ihr nicht mehr ausreichend Zeit. (Rhein-Zeitung， 06.03.2003) 

母親としての務めがあるため彼女はもはや十分な時間をとれなくなっている。

14 語義の多様性と交換可能性については、吉村(2008:97ff.)がdiemutterliche Liebe r母親の愛情/母性愛」、dieLiebe 
der Mutter r母親の愛情」、 dieMutterliebe r母親の愛情/母性愛」やihremutterliche Liebe r彼女の母親としての愛
情」が使用されている文例を挙げて詳しく論じているので参照されたい。
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(62) Dies ware aber ihre Pflicht als Mutter gewesen， erlaute巾 dasGericht. 

(Bra問 schweigerZeitung， 02.06.2006) 

しかしこのことは本来彼女が果たすべき母親としての責務であった、と裁判所は説明した。

(63) Daruber hinaus aber auch alle anderen Frauen， die ihrem Beruf nachgehen wollen， weil sich ihr 

Lebenstraum nicht auf den Haushalt und die mU1terlichen Pflichten beschr治水t.

(Die Presse， 15.09.1994) 

しかもそれはさらに自分の職業に専念したいという他のすべての女性にも当てはまる。というのも彼

女たちの生活空間というのは家政や塁塾2蓋主に限られてはいないからである。

(64) Wie lassen sich die Bedur白isseder Frau mit den Pflichten der Mutter in Einklang bringen? 

(Rhe初ーZeit仰 !g，07.10.1996)

どのようにしたら女性の要望は母親の務めとうまく折り合いをつけられるだろうか。

3.6. 事例6: kindlichの場合

最後の事例として、両面性をもっ形容詞kindlichr子供の/子供のような」が関係の形容詞として使用さ

れる語の組み合わせ CVerhaltenr行動」、Interesser関心」、 Erinnerungr思い出/記憶」との組み合わせ)

について取り上げたいと思う。文例(65)の場合、下線部が示しているように文レベルで表現されているもの

が関係の形容詞によって簡潔に言い換えられている。そしてそもそも下線部のような文脈的な要素がなけ

れば、「子供の行動」が問題となっているのか、大人の「子供っぽし、行動」のことが問題となっているのか

を区別するととすらできない。両面性をもっ形容詞 kindlichが関係の形容詞として機能するとき、 d出

kindliche Verhaltenは文例(66)に見られるような dぉKinderverhaltenや文例(67)に見られるような das

Verhalten der Kinderと交換が可能となる。

(65) ，足並derverhalten sich mitunter volli!Z andera， wenn sie alleine oder in der Gruppe sind“， schildert 

Ulrich Wetzels vom Medizinisch-Psychologischen Institut des TUV eine Besonderheit kindlichen 

Verhaltens. (Hannoversche Allgemeine， 01.09.2007) 

「一人きりでいるときやグループの中にいるときに子供たちは完全に異なった行動をすることがあ

る。」 と技術監査協会の医学・心理学研究所のウノレリヒ・ヴェッツェルスは子供の行動の特異性を描写

する。

(66) ，，Die meinen zwar， da田 allesseine Ordnung hat. F akt ist indes， dass d錨Kinderverhaltenbe凶

Aussteigen und Uberqueren der Strase unberechenbar ist"， sagte Taxweiler. 

(Braunschweiger Zeitung， 25.02.2006) 

「彼らは確かにすべてのものには秩序があると言っているが、下車するときや道路を横断するときの

子供の行動は予測がつかないことは事実だJとタクスヴァイラーは述べた。

(67) Der Einfluss der Medien auf das Verhalten der Kinder wird bisher von pol江ischerSeite v<δllig 

vemachlassigt. (助ein-Zeit加 !g，15.04.2006) 
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メディアが子供の行動に与える影響はこれまで政治の側面からは完全に軽視されてきた。

文例(68)における daskindliche Interesse r子供の関心」の場合もやはり kindlichが関係の形容詞として

機能するためには下線部のような文脈的な要素が必要となる。文例(69)(70)はdaskindlic舵Int怠resseがdas

Kinderinteresseや dasInteresse der Kinderと交換が可能であることを示している。

(68) Kinder besitzen eine naturliche Nem!Ier. die sie吋el白chzusammen mit der Lust am Lemen und 

Forschen wahrend der Schulzeit wieder ver1ieren! Dass es moglich ist， das kindliche Interesse zu 

wecken und die Faszination durch Wissenscha丘 anzuregen，hat die Reihe "Kinder-Uni" im 

vergangenen Sommer bewiesen. (Rhein-Zeitung， 10.06.2005) 

子供たちは生まれながらの好奇心をもっていて、それを彼らは学校に通っている聞に学んだり研究し

たりすることを楽しむ気持ちと一緒に再び失ってしまうことがよくあるの子供の関心を呼び起こした

り、学問の魅力を高めたりするととができることを昨年の夏に「こども大学」という一連の取り組み

が立証ずみである。

(69) Fur die Bibliotheksleiterin Dagmar Weckop kam das grose Kinderinteresse am Zauberer nicht 

uberraschend. (Rhein-Zeit仰 !g，24.08.2001)

図書館長のダグマノレ・ヴェツコプ女史にしてみれば、魔法使いに対しての子供の関心が大きいことは

意外なことではなかった。

(70)血reGeschichte "Geh凶emit einem Fremden mit" weckte schnell das Interesse der Kinder. 

(Rhein-Zeitung， 13.05.2006) 

彼ら(ベーターとリーザ:童話の登場人物)の物語『知らない人について行っちゃだめ』はすぐさま

子供たちの関心を呼び覚ました。

次に、 diekindliche Erinnerungという語の組み合わせについて考えてみたい。この名詞句は使用される

環境にしたがって、異なる二通りの語義となる可能性をもっている。例えば、文例(71)においては「子供の

頃の記憶Jという語義で使用されているのに対して、文例(76)においては「子供の記憶」としづ語義で使用

されている。前者の語義の場合、 kindlicheErinnerungはK血品leitse出merung(文例 72)、Kindererinnerung

(文例 73)、Erinnerungin der Kindheit (文例74)、Erinnerungan die Kindheit (文例 75)などと交換す

ることができるが、後者の語義の場合には、 Erinnerungder Kinder (文例 77) としか交換することができ

ない。

(71) Oder ist der Wald民豆naherzu Bahn und Flus geruckt? 1st er in der kindUゆenErinnerung豆竪tviel 

weit紅白ltfemtgewesen? (Die Presse， 30.04.1999) 

あるいは森は全土道路や川に迫ってきたのであろうか。子供の頃の記憶では森は企2エはるか遠く離

れたところにあった。

(72) Fur mich ist das also ein Stuck Kindheitserinnerung. (Mannheimer Morgen， 26.05.2000) 

だからそれは私にとって子供の頃の一つの星ζ昌となっています。
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(73) M比Kindererinnerungenbe仕achtetstecken sie .fi注旦ichnoch immer voller Geheimnisse. Ich w皇is

旦旦h，wひ ich meinen ersten wild lebenden Fuchs gesehen habe oder die meisten Gewolle der 

Waldohreulen fiir den Biologie-Unterricht meines Vaters gefunden habe. Heute mit den Amren des 

verantwortlichen Bewirtschafter~ halte ich den sehr geringen Waldanteil an der Gesamtflache， da白r

aber besonders hohen Privatwaldanteil der Forstgenossenschaften fiir etwas Besonderes. 

(Braunscゐ何igerZeitung， 27.12.2008) 

子供の頃の記憶からすると森は私にとっていまだに神秘に満ちあふれでいる。私は自分が野生の狐を

初めて見た場所や私の父親が生物の授業で使うトラフズクのベリットを見つけた場所を覚えている。

今日、責任のある管理者の目で私は全体の敷地の中で森が占める非常にわずかな割合であるのに対し

その代わりに山林組合がもっ私有林の割合が格別に高いことを特殊なこととして考えている。

(74) Das gehort zu meinen traurigsten Erinnerungen加 derKindheit. (St. Galler Tagblatt， 26.02.1999) 

このことは私の子供の頃の最も悲しい墨ど出の一つです。

(75) Auch Erinnerungen an die Kindheit wurden gβweckt. (即1仰 -Zeitung，11.04.2007) 

子供の頃の記憶も呼び起こされた。

(76)円五担金rsind als Zeugen gar nicht so schlecht“， sagt Oberstaatsanwalt Lubitz. "Qftkcδnnen sie sich an 

die verbluffendsten Details erinnerr}. Dingβ， die sich ein Erwachsener niemals einpragen wurde， 

dringen in die kindliche Erinnerung ein.“ (Nurnberger Nachrichten， 15.02.2005) 

「子供たちが証人となることはそれほど悪いことではない」とノレービッツ検事長は述べている。「しば

しば彼らはほんとうに驚くほどの詳細を思い出すことができる。大人が記憶にとどめないようなこと

でも子供の記憶の中に入り込む。」

(77) Ein schoner， erlebnisreicher Tag war却 Ende，der sicherlich lange in der Erinnerung der Ki加der

bleiben wird. (Rhein-Zeitung， 31.08.1998) 

多くのことを体験できる素敵な一日が終わった。この日のことはきっと長い間、子供たちの記憶にと

どまることだろう。

4.おわりに

上で示されているように両面性をもっ形容詞を含めて関係の形容詞は非常にさまざまな交換可能性をも

っている。またその被修飾語となる名調がどのような前置詞句や2格付加語と結びつく可能性をもってい

るかによっても解釈にいくつかの可能性が生じる。このことから関係の形容詞は潜在的に多義性をもっと

ととなり、その語義が決定される際に多くの場合、文脈的な要素に依存せざるを得ない状況を生み出して

いる。しかし、関係の形容詞は合成語の規定語や2格付加語など他の表現との交換可能性をもつことによ

って、テクスト内で頻繁に同じ表現が繰り返されるのを回避したり、表現を圧縮して簡潔に事物を指し示

したりする機能をもっ。多義性と暖昧性は一枚の紙のように表裏一体のものであるが、関係の形容詞は暖

昧さをもちながらも一方ではさまざまな方向に語句を拡張できる便利な表現手段であるため、よく用いら
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れている。拙稿で示した例はほんのごく 一部にすぎず、また主として潜在的な交換可能t性について論じた

ので、今後はさらに同一コンテクスト内で交換されている事例を中心にデータを収集し顕在化した交換可

能性について精密に分析する必要があるといえる。
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シャンタル ・ド・クレJレジュリーからアンブリクールの司祭ヘ

一一 「ベルナノス的聖人j像の変選一一

De Chantal de Clergerie au cure d'Ambricourt 

transformation du (( saint bernanosien )) 

長島律子

Ritsuko NAGASID島IA

シャンタノレ・ド・クレノレジュリーは、「ベノレナノス的聖人Jと呼び習わされている作中人物のうちの

一人である。 『悪魔の陽の下に~ (1926)の成功によって、ベノレナノスは文筆によって生計を立てる道

を選ぶことになるが、処女長編小説に続いて執筆された二編の小説『欺楠~ (1927)と『喜びJI(1929) 

は、併せて『闇』と呼ばれることもある、共通の登場人物を持つ二部作で、ある。シャンタルは『欺楠』

の中では副次的な登場人物ながら、シュヴァンス神父の「精神的娘Jとして彼の最期を看取る重要な

役割が与えられており、『喜び』では主人公として再登場する。つまり、シャンタルもまた、シュヴァ

ンス神父同様、『悪魔の陽の下に』のドニサン神父と、後期の代表作『田舎司祭の日記~ (1936)のア

ンプリクールの司祭との聞に位置する「ベルナノス的聖人」なのである。シュヴァンス神父について

は、かなり異なる印象を与えるこれら二人の司祭と比較すると、 ドニサン神父との類似点がはるかに

優っている 1が、シャンタルには、かなりの独自性が認められるほか、後にアンブリクールの司祭へと

つながると思われる精神性の特徴をも見出すことができる。

本稿では、シャンタノレ ・ド・クレルジュリーの人物像を分析することによって、 1920年代に「ベ

ノレナノス的聖人J像がどのような変化を遂げたのかを探ると共に、その変化がベルナノスの創作活動、

思想的深化とどのように関わるのかを明らかにしたい。

1.シャンタルと聖テレーズ

ベルナノスの作中人物は、実在の人物から着想、を得ていることが多い。『悪魔の陽の下に』のドニサ

ン神父には聖ヴィアンネーの生涯が色濃く反映されているように、シャンタルの人物像にはリジュー

の聖テレーズが大きく影響していることが2知られている。聖テレーズ (SainteTherese de Lisieuxま

たは SainteTherese de l'Enfant Jesus 1873-1897)は、若くして亡くなったが、ベルナノスとほぼ同

時代人と言うことができる。死後わずか 28年で、 1925年に列聖され(通常は死後 50年たたな

ければ列聖されることはなく、これは異例の措置である)、ジャンヌ・ダルクに次いでフランスの第二

の守護聖人となる。ベルナノスはこれらの経緯を知っており、また聖テレーズの著作を読んでいたと

思われる。
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しかし、シャンタルという登場人物の境遇やその生涯が聖テレーズと非常に類似しているというわ

けではない。裕福な中産階殺に属することと、幼くして母親を亡くしているという点はかろうじて共

通しているが、聖テレーズは信仰心の厚く愛情深い父と姉妹や叔母に固まれて幼少期を過ごしたのに

対し、シャンタルは、俗物の作家である父と、精神に異常を来した祖母、怪しげな亡命ロシア人の運

転手や使用人に固まれて過ごしている。聖テレーズは 14歳でカルメル会への入会を希望したが幼さ

の故に許されず、 16歳で、その志を遂げて修道生活に入ったのだが、シャンタルは、「ベルナノス的聖

人Jたちの中で、唯一聖職者ではない人物である。父のド・クレノレジュリーは、自らのアカデミ一入

りの野心のために娘を修道女にしようとしているが、シャンタルはこれを拒んでいる3。シャンタルと

聖テレーズの類似点は、むしろその精神性にある。

Guy GAUCHERはシャンタノレと聖テレーズに共通すると思われるいくつかの特徴を上げている4。

「子供のような性質j、「単純さJ、「日々、神に任せきり、神への信頼のうちに生きることJ、「日常の

些細な仕事の完遂の中に神の御心を見いだすことJr自らの弱さを知り、その中に喜びを見いだすことJ

などがそれである。しかし、これらは単に一人物の性質というに止まらず、重要な神学的論点を含ん

でいる。後述するように、ベルナノスは単に聖テレーズFをモデルにシャンタノレを描いたと言うよりも、

後に「教会博士j の称号を与えられることになる5この聖女の著作から大きな示唆を受け、それがこれ

以降の著作にも反映していると考えられるのではないだろうか。

2. r子供らしさJと「単純さ」

『悪魔の腸の下に』のドニサン神父と『欺賄』の、ンュヴァンス神父とは、ほとんど「同じj 人物と

も評されるほど、類似した特徴を持っている。とりわけ作家たちの冷たい知性の対極としての「愚鈍」

さ、腐敗したマキャベリックな教会政治から最も遠いものとしての「不器用さJが彼らを共通して特

徴付けている。これらの特徴は、シャンタノレにおいては「子供らしさJr単純さjへと変質する。尤も、

シュヴァンス神父も、「子供の魂」を持っていると述べられているし6、「単純j な人格を持ち合わせて

もいる。I子供らしさJr単純さj が先の二つの性質と矛盾するものではなく、人間性を特徴付ける同

じ方向性を持つパラダイムであることを裏付ける。 しかし、子供のような性質が初めて重要性を持っ

て前面に現れてくるのは、シャンタルにおいてである。しかも、老年のシュヴ、アンスに対して、シャ

ンタルは実年齢も子供時代を過ぎたばかりの 17歳と若く、「子供らしさ」を体現するのによりふさわ

しし、。

『悪魔の陽の下に』にもシャンタノレと同年代の少女ムーシェット(16歳)が登場する。 しかし彼

女はベルナノスの他の作品にも見られる「操閉された子供時代j を体現した最初の人物である7。純粋

無垢な「子供時代Jに先行して「蝶踊された子供時代Jが描かれたことはある意味で示唆に富んでい

る。ベルナノスの作品世界においては純粋な子供時代は予め確保されたものではない。罪ある人類に

とってはむしろ、特別な存在であると言える。

第三章のド・クレノレジュリー氏とシャンタルの会話には、特に「子供らしさ」を表す場面が描き込
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まれている。例えば、屋敷に出入りする父の客人で精神分析医のラ・ベルーズ教授をからかう件であ

る。

「疲れ切って、また不眠に陥ったりすると、わたしはすぐ聴覚が異常に興奮状態になるのだよ。

これはラ・ベルーズ、教授の見解が正しいと思うのだが。何を笑っているのだい?

一一 あら、何でもないわ!ラ・ベルーズ教授という名前を聞くだけで、笑いたくなるの。ジャ

ン・フランソワ・ド・ガロ一、 ド・ラ・ベルーズ伯爵、ラ・ブッソル号並びにラストロローブ

号の船長、ヴァニコロ島にて原住民に食べられる。

一一一これ、これ、シャンタル!

一一一それに、こういっては何だけれど、ラ・ベノレーズ教授の学説が正しいにせよ間違っている

にせよ、お父様の偏頭痛には全然効果がなかったわ。 J8 

ここで描写されるシャンタルの「子供っぽさj の「偉そうな人」、「重々しいもの」に対する子供の

「本能的な笑い」の一例といえる。これは、ベノレナノスの論戦文の中にも散見する「権威」、「制度」

に対抗する精神の表れである90

父親のド・クレノレジュリー氏によると、シャンタノレをこのように子供のままに据え置くのは、シュ

ヴァンス神父である。

「幸ムはシュヴァンス神父が、おまえをわざと滑稽な一一そうさ、滑稽な頑固さで(中略)無

関心とばかげた子供じみた一一そう、子供じみた無知の中に、とどめおいたことを答めている

のだ。おまえは本来とても落ち着いていて、分別があり、判断力もあるというのに… (彼は口

ごもった)おまえにはこういう家を切り盛りするのに必要な経験と決断と強い意志もある。そ

れなのにおまえは向こう見ずにも、世の中を子供のような単純さと、無邪気さと、従順さで生

きていこうとしているようだ。J10 

ベルナノスの「子供jの精神についてはすでに多くが語られている 110 それは、小説のみならず、論

戦文の中にも頻繁に現れる12観念である。「子供Jのイメージは常に無邪気さ、単純率直さ、不作為、

神に対する絶対の信頼を表し、既成秩序、それらを守るものとしての法、マキャヴェリズム、道徳な

どを象徴する「老人Jの概念と対置される。 ド・クレノレジュリー氏は、「家の切り盛り」をしっかりす

る、つまりブルジョワ的な価値観と秩序とを受け入れることを娘に求め、シュヴァンスの精神的娘で

あるシャンタルはそれを拒絶する o

シャンタルの「子供らしさj は、 ド・クレノレジュリー氏のみに認められているものではない。ロシ

ア人運転手のブヨードルが、シャンタノレについてすでに『喜び』の第一章でこのように言及する。
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4 長島律子

「大奥様も〔ド・クレノレジュリー氏の母親〕もお嬢さんも怖がってはいない。一方は憎しみ

と罪でいっぱいになっているし、もう一方は子供だからね。彼女が子供の歯の聞から口笛を吹

くと、この垣根の上に天使が見えるんだ。アザミの花のように身軽な、本物の小さい天使がね。J

13 

彼女の「聖性Jに異常な興味を示しその秘密をつけねらうフヨードノレは、 ド・クレル、ジュリ一氏と

は違い、ある種のいかがわしさを伴った宗教的感覚をもって、この屋敷の住人の中で異色の存在であ

るシャンタノレを観察している。彼は、彼女の「子供らしさJの中に何か聖性につながるものを直覚し

ている。そして彼の口から発せられるこの言葉は、物語の結末を予想させるものとなっている。

一方シャンタノレ自身は自らの「子供らしさ」を「単純さj ととらえており、そこには何らの意図も

働いていないことを伺わせる。

「私はとっても単純なの。ただそれだけ。 j 14 

そして、この「単純さJもまた、シュヴァンス神父と共通していることが指摘されている。

シャンタルの唯一の策略とは、まさに、ンュヴァンスの策略と同じだ、った。衝撃的なまでの単

純さだ。弱いものや、 ペテン師は自分が解決しようとする問題よりも複雑に考えをめぐらせる

ので、敵を包囲するつもりで自分の周りを際限なく堂々巡りするものだが、英雄的な意志は危

険のまっただ中に身を投じ、その危険を利用する。ちょうど、勝ち取った大砲の向きを変えて、

逃げていく敵を攻撃するのに使うように。 15

ドニサンとの比較においてのみ、ンュヴァ ンスを見ると、両者は非常によく似ている。しかし、そこ

にシャンタノレを加えて見ると、シュヴァンスは明らかにドニサンの立ち位置からシャンタルの方へ一

歩踏み出していたことが分かる。これはシュヴ、アンスの「精神的な娘j であるシャンタノレを描くこと

により逆に後から規定されてきたシュヴァンスの精神の本質であると言ってもよい。そしてその延長

上にアンプリクールの司祭が描かれたと考えられる。アンブリクールの司祭においては、不器用さと

いうドニサンから、ンュヴァンスを経て受け継がれた特徴もさることながら、「子供らしさ」が、非常に

重要な要素として繰り返し描かれるのである 160 W田舎司祭の日記』の一挿話、伯爵家の娘が反抗して

いる問題で、司祭が何の前準備も戦略もなく敷居の高い伯爵家に赴き、夫人に単刀直入に令嬢の話を

切り出し、頑なに閉ざしていた夫人の心を聞かせることになる、あの中心的な挿話は「単純さという

策略Jを体現するものに他ならない。そしてこの出来事について夫人は、「一人の幼い子供[幼くして

死んだ夫人の息子]の絶望的な思い出がわたしをすべてから遠ざけ、恐ろしい孤独の中に追いやって

いました。別の一人の子供[司祭]がこの孤独から私を引き出してくれたようです。17j と司祭に書き
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送るのである。

3. r受けとる」存在

シャンタノレの「子供らしさ」、「単純さJ、「不作為Jのもとを辿っていくと、それは、彼女が自らは

「イ可も持っていないことJを強調し、神の前に完全に受動的な存在になっていることに行き当たる。

どんなに深く自分の心を探っても、どのような嫉妬、たとえ神の嫉妬でさえ、彼女のうちに

その対象を見いだすことはないと思えた。というのも、彼女は、自らが何も所有していないの

だということを確信していたので、日増しに何も拒否することができなくなっていると感じて

いたからだ。 18

「大きな試練は偉大な魂のためのものじゃありませんか?小さな魂はそっとそこを通り抜け

ていくだけです…そうなの。私は偉大な魂ではないわ。ある日出会った冷徹な貧しい人が言っ

ていたように、『私の天職とは受け取ることです。私はほんの少しのもので生きられる。だから、

教会の入り口の脇に立って、神様に手を差し出すんです。神様はいつも二スーを恵んでくださ

ると思うので…~j 19 

シャンタルは神から一方的に「受け取るJ存在である。それと同時に、自らを空にする、あるいは

空であることを認めることによって神を指し示すことができるのだ。「水晶のよう、清水のようでなく

てはいけないよ。神様が透けて見えるくらいでなくてはいけない。 20j というシュヴァンス神父の言葉

を受けてシャンタルは r[神の手の中で]弱いっていいことだわ。弱い方がいい。 21j と、言い切る。

今や自分の無力さを確信することが彼女の喜びの舷い中心、炎に包まれた星の核になった。

この無力さによってこそ彼女は未だ見ざる「主」に結びあわされていたのである。 22

このような自己の無化、神に自らを委ねきるという信仰のあり方は、確かに自伝を通じて見る聖テ

レーズの生き方そのものであるといえよう 23。しかし、当然のことながら、聖テレーズ以前にキリスト

教世界における一つの潮流として、そのような神学的主張が存在している。即ち聖パウロに始まり、

アウグスチヌスを経てルターに至る、理性や行いではなく恩寵に最大限の重きを置く救済論である。

ベ/レナノス自身がこのような神学的潮流に身を置いていたが故に、存在を身近に感じられた同時代人

の聖テレーズに触発されたと想像される。自らの「弱さ j に関するシャンタルの言葉は、明らかに聖

パウロの言葉に重なる:r主が言われた、[わたしの恵みはあなたに対して十分である。わたしの力は

弱いところに完全にあらわれるんそれだから、キリストの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで

自分の弱さを誇ろう。だからわたしはキリストのためならば、弱さと、侮辱と、危機と、迫害と行き
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6 長島律子

詰まりに甘んじよう。なぜならわたしが弱し、ときにこそ、わたしは強し、からである24J。

そして、自己の無化と恩寵に対する全面的自己開放は、アンプリクールの司祭において、さらに明

らかな形で表される。司祭が「我々の空の手の奇跡j と彼の呼ぶ、伯爵夫人の「回心」の挿話は、そ

の具体的な例である。この出来事の後、司祭は日記に次のように記す。

主よ、私はあなたお一人がおできになる仕方で、ここに何もかも奪い去られてあります。 (Me

voila depouille， Seigneur， comme vous seul savez d句ouiller.)あなたの恐るべきご配慮、あな

たの恐るべき愛から漏れるものは何もないのですから。25

先の引用に見るように、『喜び』では「無力さにおいて神に結びあわされる」という認識は脱魂状態

における啓示としてシャンタルにもたらされるのに対して、アンプリクーノレの司祭の場合は、挫折と

絶望の体験を経た末に語られる言葉であると言えよう。

4. 日常性と聖性

GuyGAUCHERは「日常の細々とした事柄を成し遂げること」に神の意志を見いだすことが、聖テ

レーズとシャンタルに共通し、また、『田舎司祭の日記』にも、聖テレーズのその思想、が見て取れるこ

とを指摘している叱シャンタルの「日常の仕事j に対する意識は『悪魔の陽の下にJのドニサン神父

のものとは非常に異なっている。第二章「絶望の誘惑j の官頭でド、ニサンは、肉体労働を進んでする

ことが主任司祭ムヌ=スグレ神父の口から語られるし、現に彼と客人の会話中もドニサンは職人たちの

し残していった屋根の修理を一人続けている。しかしドニサンのこのような行為は、ムヌ=スグレ神父

からは全くの無駄であると見なされている。また、ドニサン自身は、知的能力に欠けるととを恥じて、

せめてもの償いに自分にできる力仕事を買って出ているといった風である。実際に前時代的な苦行を

自らに課したりする彼にとっては、労働もその前段階の修練のーっと位置づけられる。日常の仕事そ

のものの中に聖性を見いだ、すという考えには程遠い。彼にとって聖性とは、サタンあるいは悪との激

烈な霊的戦いの末に見いだされるべきものなのである。

それに対して、シャンタルは、精神に異常をきたしている祖母をなだめ、来客のために石鹸を取り

寄せ、好みに合う食事を手配するなどといった、「偉大な魂の持ち主なら、嫌気を催すような」平凡な

仕事を、自分は「そのために生まれてきたJもののように引き受ける27。シャンタノレはドニサンのよう

に、「神が呼び給うところまで昇ってjいこうとするのではなく、身の回りの一見つまらない仕事に価

値を見いだしている。これは、シャンタルの「謙遜さJというキリスト教的美徳を表しているともと

れるかもしれないが、それよりも、聖性という崇高なものを求めるために、この不完全な俗世界を去

るという二元論的な論理を覆す、ある種の神学的思考の表出と見るべきであろう。つまり、『田舎司祭

の日記』においてより鮮明に現れる、神は手の届かない天の高みに存在するのではなく、すでに地上

に来たり給うたという「受肉j を強調する立場である。
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アンブリクーノレの司祭もまた、シャンタルにとっての家族や家に相当する彼の教区に限りない愛情

を注いでいる。

私は今朝、私の教区、私の哀れな教区のためによく祈った。一一私の最初にして最後の教区。

なぜなら、私はここで死ぬことを願っているので。28

一見単調で無意味に見える日常性の肯定を象徴する「牛に新しい藁を運び、櫨馬に櫛をかけてやる。J

という、 トルシーの司祭の言葉が物語の始めから彼の脳裏を離れない。

しかし、この日常性の中の聖性という考え方は、『田舎司祭の日記』においては、この世の不完全性

と神の完全性、限定され得た存在と無限の存在という 二項対立をめぐる議論としていっそう明確に示

されることになる。地上にあるものは皆、誰の目にも非常に不完全な、取るに足りないものと映り、

その不完全さの最も如実に表すのが、死によって限定されているという事実である。が、そのような

人聞が既に「蹟われたJ存在であり、そのままで、尊いのだという思想に『田舎司祭の日記』は貫か

れている。

幼い息子の死とし、う現実を受け入れることができず、神に反抗する伯爵夫人に司祭は言う。

「奥様、もし我々の神が異教徒の神か哲学者の神であったなら、(私にとっては、そのこつは同

じものだ。)天の一番高いところに逃げ込もうとも、我々の悲惨さが神をそこから突き落とすで

しょう。しかし、我々の神は自ら迎えに降りてこられたのです。拳を振り上げ、その顔に唾し、

鞭打ち、最後に十字架に付けるなりなんなりできるでしょう。設が娘。t、ぞれは庇になされた

のです。 j (強調原文)29 

激しいやりとりを含む司祭とのこの長い会話の後、夫人は「私は諦めたのではありません。幸せなの

です。」と司祭に書き送る。ここには、取るに足りないものの中に完全性を見いだす、あるいは悲惨の

中に幸福を見いだすという「山上の垂司11j と同質の飛躍が認められる。そして何より、アンブリクー

ルの司祭自身が自らの死を前にして、失敗と挫折と矛盾に満ちた生を肯定するのである。

5. 目に見える「聖性J

以上に見たいくつかの点は、シャンタルにおいて現れ、アンブリクールの司祭においてより顕著に

なった特徴である。 ドニサン神父からアンブリクーノレの司祭への変化をたどる上で、シャンタルは確

かに欠くことのできない重要な鎖の輪であると言える。 しかし、シャンタノレとアンプリクールの司祭

に多くの共通点が見られるとしても、『欺楠』、『喜び』と『田舎司祭の日記』との聞には、人物を提示

する方法に大きな違いがある。

まず、 シャンタルについては、周囲の人物から、「特別な人間J 一一そして、それはステレオタイ
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プ化されたある種の聖人像を踏襲していると言わざるを得ないのだがーーと見なされている。シュヴ

アンスはセナブノレ神父にシャンタノレについてこう語る。

「私は一種の驚博一一まさに恐怖だ、った ーーをもって、確かに聖霊の訪れを受けた魂、もは

や我々の外にでた魂が、神に向かつて、膜想の頂上へ上昇するところを見たのです。[中略}あな

たは、聖なる魂、選ばれた魂というものを知っていらっしゃるはずです。 J30 

また、「神を信じていなしリロシア人運転手のフヨードノレは、シャンタルが十字に腕を広げたまま長

い間たたずんでいる姿を偶然目撃し、彼女に、超自然的能力のような何らかの「秘密」を嘆ぎつけ、

彼女につきまとう。

「どこへ行けとおっ しゃるんです。もし私に失った魂をもう一度見いだすチャンスがあるとす

れば、それはとこをおいて他にない。いつでもその奇跡を行うことがおできになるはずだ。そ

の聖なる手には、すべてが可能なのですから。J

[中略]

「いったいどんな興味を抱いているんです?その…

「奇跡にね。j と彼は言った。[あなたから、花のようにこぼれてきた本物の奇跡に。[中略]わた

しは俗な人間で、神など全く信じていません。それなのになぜ、あの最初の晩、探してもいな

いのにあなたを見つけたのでしょう、他の誰かではなくこの私が。そう、他の誰でもあのドア

を押してみる可能性があった。なのに、どうしてこの私が?そしてもし、聖女とか、脱魂状態

とかいう言葉に意味があるとしたら、あなたこそその脱魂状態にある聖女でした。J31 

シャンタルひとりが自らのこのような状態を、神経の病ではないかと疑っているのであるが、何よ

りも語り手がシャンタノレの「脱魂状態jを「奇跡的な幻視Jr新しい奇跡jと呼んでおり、次のように描写

する。

彼女はそれまで、彼女一人が緩やかな傾斜を辿って近づくことのできるその奇妙な世界の中

には入ったことはなかったのだが、今回は、真っ逆さまにそこへ流されていくのを感じた。文

字通り自分の上が深い水で閉ざされる音を聞いたと思った。実際彼女の体は絶えず増していく

巨大な重みに耐えかねてくずおれた。この重みの抗いがたい圧力が命を血管から追い出してし

まうようだった。それはまるで荒々しく苦痛を伴う仕方で存在が根こぎにされるようだったの

で、おそわれた魂は恐るべき沈黙でそれに答えるほかなかった…そして、それとほとんど同じ

くらい計りがたい時間の後、「光Jがあらゆるところから造り出、すべてを覆った。 32
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語り手によるこのような圧倒的な描写の前では、シャンタルの懸念は、真実らしさを失う。そして

逆に、この特異な現象が彼女の慢心による思い込みではなく、真実、神から来たものであることを強

調することになる。つまり、小説中の幾人かの人物と読者とにとって、それは明白な「しるし」であ

る。

『田舎司祭の日記』には、アンブリクールの司祭に関して、このような聖性の「しるしj はない。

それどころか、かれは世間知らずな貧乏人の小停という扱いを受け、司祭としての威厳を保つことも

ままならない。また、後に胃癌と判明する病気のため、気分が悪くなったり、食べ物を受け付けなく

なったりすることで、伯爵夫人や、家政婦たちからさえ「可哀想にJ(pauvre garcon)という憐'開の言

葉がささやかれる。司祭の最も良き理解者であるトルシーの司祭にも、アルコール中毒で、あることを

疑われたときに、「誓って言いますが… (Jevous jure que...)J と弁解し始めて遮られ、また日記にそ

の件を記すときにも、同様の言葉を用いて、そのとき飲もうとしていたワインは、「コップ一杯分の量

であって、それ以上で、はなかった。断言する。 (Jele jure.) Jと書き付ける。これほどまでにむきにな

って打ち消す司祭の姿は、トノレシーの司祭のみならず、読者からも、「知らぬうちにアルコール中毒に

なっているのに、自分だけが気がついていなしリと受け取られ得る。先の「空の手の奇跡Jと司祭の

呼ぶ伯爵夫人を回心に導いた一件さえ、夫人と司祭の聞の秘密としてとどまり、周囲には司祭が夫人

を責めたことしか伝わらず、しかもその夜、夫人が心臓の発作で死んだことも司祭との激しいやりと

りが原因であるとして責められる。

要するに、アンブリクールの司祭の聖性は誰の目にも明らかな状態では描かれないのである。周囲

の目には、彼は挫折と失敗を繰り返していたにすぎない。 しかし一人称で語られる言葉は、司祭ひと

りにとっては紛れもない現実である。

神秘的な手が、何らかの見えない壁に裂け目を開いて、平安が四方から入り込んで厳かに満

ちていくように私には思えた。深い水のような、死者たちの平安が。 33

6.結論

ドニサン神父という聖ヴィアンネーをモデルとした主人公『悪魔の陽の下に』を執筆した後も、ベ

ルナノスは「聖性Jを描くことと格闘し続ける。『欺輔』、『喜び』においてベルナノスはドニサンとは

明らかに異なる聖性の一面を描くことに挑んでいる。 ドニサンは教区民と自らの救いのために全身全

霊で悪魔と壮絶な戦いを繰りひろげる、英雄的で能動的な霊性を持っている。一方、次作において彼

が描き始めたのは、自己を完全に無化し、神の手の中に自らをゆだねようとする聖性である。

しかし、シャンタルに始まるこの傾向は、『欺繭』、『喜び』の中では、いくらか観念的なものにとど

まっている感が否めない。この二作品にはシャンタルの他に、セナブ、/レ神父という重要人物 (W欺臓』

の中心人物である。)、作家であるシャンタノレの父、精神分析医など、ベルナノスの小説の「常連」で

ある様々なタイプの人物が描き込まれており、シャンタルひとりの意識に物語が集中していないこと
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10 長島律子

もその一因であろう。さらに、より大きな要因として、シャンタルの f奇跡J、「脱魂状態」を描き「神

へと予め運命づけられた34J特別な存在として第三者的立場から語ることと、人間存在の悲惨さ、愚か

さ、弱さ 「にもかかわらずJ、あるいは「その故に」神の恩寵によって蹟われた存在であるとする、ベ

ルナノスが小説に表そうとした神学との聞に髄離が生じていることが挙げられる。

『田舎司祭の日記』においては、その思想は遥かによく肉付けされている。ここでは、日記という

形式の中でアンブリクールの司祭が辿った思索が、体験と共に綴られている。彼の思索の中心的なテ

ーマの一つが、現実の世の不完全さ、人間の最小さと、神の国の実現とも呼ぶべき彼の思い描く理想、

との懸隔である。このテーマは主人公とトノレ、ンーの司祭との会話にも取り上げられ、前編を通じて小

説の底流を流れる。そして、様々な挫折を味わった司祭が、死に臨んで最後に発するのが 「そんなこ

とはどうでも良い、すべては恩寵だ。」という言葉である。興味深いのは、このあまりにも有名な「す

べては思寵だ。Jは、実はリ ジューの聖テレーズの言葉だということであるお。聖テレーズの著作に現

れた神学的思想に触発されてベルナノスは『喜び』を著したが、それが真に登場人物として具現する

のは、アンブリクーノレの司祭を待たなければならなかった。

また、他のベノレナノスの小説が、皆所謂「三人称小説」である中で、『田舎司祭の日記』だけが、日

記形式であり、したがって「一人称小説j である。この小説と同時期に書き続けていた『ウィーヌ氏』

の中で、 三人称小説の「視点」の実験的試みをしていたおと思われるベルナノスが、「一人称」でこの

小説を書いたのも、あるいは聖テレーズの自伝から思いたったのではないかという推測も成り立つo

この自伝には、聖テレーズが子供の時に見たそこにいるはずのない父親の幻や、それについての彼女

の解釈などが書き込まれているが、それらは彼女の他の思索の中にあって、何ら違和感がない。実際、

「クレドJ(我信ず)が一人称以外のものではあり得ないのであるが、ベルナノスはこの著書から、自

らの創作に関する示唆を得たのかもしれない。

『欺臓』、『喜び』が、聖テレーズに触発されたものであったことは確かであるとしても、ここで取

り上げられたテーマが『田舎司祭の日記』でさらに深められるには、当時ベルナノスが触れた可能性

のある、 ドイツ神秘主義や、ギリ、ンャ正教的思想、の影響があったことも考えられる。これについては

機会を改めて検証したい。

略号

/: W欺繭j(L'lmposture) 

J: W喜び~ (La Joie) 

JCC: W田舎司祭の日記JI(Journal d'un cure de campagne) 

以上の小説についてはプレイアッド瓶(下記)のページを示す。

伍'R:Georges BERNANOS : auvres Romanesques， Gallimard， N.R.F.(La Pleiade)， 1984 

l シュヴ、アンス神父については、拙論 rw闇』の二人の司祭 一一『悪魔の陽の下に』から『田舎司祭

の日記』へーJ(滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 第 13号 2008年、 113-122) を参照。

2 聖テレーズがベルナノスの作品に与えた影響について最初に詳しく述べたのは GuyGAUCHERであ

る。GuyGAUCHER: Bernanos et sainte Therese de l'enfant-Jesus， in etudes bernanosiennes， 

1960， La revue des le町田 modemes参照。
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3 J.， p. 73参照。

4 前掲論文 pp.24-25o

5 リジューの聖テレーズは 1997年、法王ヨハネ・パウロ二世より、「教会博士j の称号を受けている。

6 1.， p.338参照。

7 Yves BRIDEL: l'Esprit d'enfance dans l'auvre romanesque de Georges Ber叩 nos，1966， Minard， pp.51-59 

参照。

日 J.，p.578. 
9 Georges Bemanos : Nous autres Francais， Essais et ecrits de combat 1， Gallimard， N.R.F.(La Pleiade)， 1971， 

p.623を参照。
10 J.， p.589 

11 Yves BRIDELの前掲書はそのうちの代表的なものである。

12 Ritsuko NAGASHlMA  : Bemanos et l'Histoire， 2002， pr自民 universitairedu Septen位ion，pp.30-33、

pp.176-206、pp.237-243参照。

!3 J.， pp.543-544. 
14 1.， p.497. 
15 J.， pp.611-612. 

16 Yves BRIDEL前掲書 pp.141-181、拙論Jeanned'Arc et le Joumal d'un cure de campagne de Georges 

Bernanos，滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 第6号 2001年、 pp.123-125参照。
17 JCc.， p.1165. 
18 J.， p.559 
19 1.， p.498. 
20 J.， p.603 
21 J.， p.572. 
22 J.， p.681. 

2この思想、は、例えば自伝の次の箇所に顕著に表れている。「私はまた、主の愛は、主のお恵みに全く

抵抗しない最も単純な魂のうちにも、最も崇高な魂のうちに現れるのと同じように、掲示されること

を悟りました。愛の本質は自らを低くすることにあるのですから、もしもすべての魂が教会を英知の

光で輝かせた教会博士たちのようであったなら、神様は彼らの心においでになったとしても低いとこ

ろまで降りてこられたことにはならないでしょう。しかし、神様は小さな声で泣いているだけの何も

知らない子供や、自然の法則に従って行動することしかできない未開人をもお造りになって、彼らの

心にまで降りてきてくださいます。このような魂こそが、その単純さによって神様の御心を奪う野の

花なのです…J(Sainte Tberese de l'Enfant-Jesus et de la Sainte-Face : auvres completes， 2004，臼i柱。ndu 

Cerf Desclee de Brouwer， p.72.) 

「これから自分のことをお話ししようとする小さな花もイエズス様から無償でいただいたお恵みを

公にすることを喜んでおります。 J(Ibid.， p.74.) 

24 2コリント 2. 9-10 、訳:口語訳聖書。
25 JCc.， p.1170. 

26前掲論文 p.251
27ょ， p.553. 

28 JCC.，p.1052. 

29 JCC.，p.1162. 

30 1.， p.341. 
31 J.， p.347. 
32 1.， p.681. 
33 JCC.，p.1062. 

34よ， p.557. 

35 Novissima 恰 rba，1926， Carmel de Lisieux， p.28. 

36拙論 Leprobleme de la narration dans Monsieur 0山nede Georges Bernanos - en comparaison 

avec The Unicorn d'Iris Murdoch -滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 第3号 1998年、

pp.117-132参照。
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12 長島律子

Rるsume

Chantal de Clergerie， personnage de l' Imposture et de la Joie， est comptee parmi les <<saints 

bernanosiens >> comrne Donissan et le cure d' Ambricourt， et se situe dans la chronologie de redaction 

de l'oeuvre entre ces derniers qui semblent assez di百'erentsl'un de l'autre. Chantal est munie de 

caracteristiques qui ne sont pぉ trespresentes chez Donissan: elle a une puerilite ingenue et la 

simplicite， au lieu de la maladresse de Donissan ; elle est complとtementfaible et passive devant Dieu ; 

et elle est respectueuse des petites choses， de la quotidiennete. Ce sont la des elements qui cons出 lent

la saintete de Chantal. lls font supposer aussi l'inf1uence de la theologie de Sainte Therese de Lisieux， 

Le cure d' Ambricourt herite ces elements de Chantal， mais illes incarne surtout， car chez Chantal， ils 

restent quelque peu abstraits. C' est la narration a la troisi加 epersonne qui raconte et conf・irmela 

saintete de 1 'heroine dans les deux romans ou fig町 eChantal a¥ors que dans le Journal d'un cure de 

campagne， c'est le cure lui-meme qui rapPOrte des evenements avec ses reflexions et ses desespoirs， 

ce qui permet au heros de ce roman d' etre un saint vivant. 
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『拍案驚奇』と『型世言』の言語

一明代呉語の言語的特徴を探る一

on the Linguistic Features of Pai，αnjingqi(拍案綜奇)and Xingshi}仰(型世言)

二

泊
貞

α厄

堂蔵
…
引

地
市
民

はじめに

特定の地域の読者を想定して書かれたものでない限り、白話小説の言語は、作者の「共通語」の反映に

ほかならず、作者の「共通語の世界」にあるしたがって、作品中に非「共通語Jである方言の影響を受

けた語嚢・語法が散見されることは至極当然のことであろう。本稿では、明末の呉語を反映している可能

性のある白話小説『拍案驚奇~ (崇禎元年[1628年]に刊行。作者凌凄初[1580-1644]は湖江烏程[現呉輿]の

人)と『型世言~ (崇禎 5年[1632年]?に成る。作者陸人龍は新江銭塘[現杭州]の人)両作品の言語的特徴、

すなわち明代(明末)呉語の言語的特徴の一端を探ってみたい九

なお、本稿が考察の対象とする文法項目は以下のとおりである。

1.範囲副調“多"(=“都") 

2.動態助詞“子"(=“了"または“着") 

3. 動補短語‘V(ー)VC'

4. ‘~快了'

5.“率性"(=“索性") 

6. 副詞接尾辞“里"(=“的"/“地") 

7. “自"と“是"の混用

8. “夜坂"(=“晩仮") 

9. 己然を表す疑問文

10. “哩"と“明"

11.“正径"

12.“仔仏"

1 r共通語の世界」という語は、佐藤 1986:145を参考にした。

2両作品の作者は現在の淑江呉語を話す地区の人で、作品中には当時の新江呉語の影響を受けた語葉・語法の存在が期待できる。
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2 地蔵堂貞二

明末の山東語を基礎方言とする白話小説『金瓶梅詞話~ (以下『金瓶梅』または「万暦本Jと称すること

がある)に多くの現代呉語と同じ語嚢・語法が見られることから、それらは版本成立の過程で、南方人によ

って混入された「呉語」であるとの説を探る研究者は少なくないこれに対し、それらは作者(山東人)の

言語であって、当時の山東語の反映に他ならないとの説を採る研究者は、管見の限り皆無である。ただ、

これまでの「呉語」混入説の多くは、現代呉語に基づいて導き出されたもので、説得性を欠いていると言

わざるを得ない

本稿は、『拍案驚奇』と『型世言』の言語を通して、明末呉語の様相の一端を探ることを直接的な目的と

しているが、『金瓶梅』に見える「呉語Jの来源を明らかにすることも射程に入れている。なお、本稿で使

用した版本は以下の通りである。

『拍案驚奇~:日本慈眼堂識尚友堂本影印，上海古籍出版社， 1985年。

『型世言~ :漢城大事室章閣議本影印，久忠貰業有限公司， 1992年。

1. 範囲副詞 “多" (=“都") 

普通話では、“多"は[飢o可、“都"は[tou!拓]で、異なる発音である。『金瓶梅』に見える“多"と“都"

の混用について、張悪英 1985:309は「“多、都"相混只能在果罷及則的“多、都"同音的方吉区J、李申

1992:492、257は「“都"、“多"常混用不分……迭是方音的影嗣Jr有些方言(例如果活区)“多"、“都"音

相混」と現代呉語(蘇州語では“多"は[tau44
](文護音)，“都"は[tau判]， W波浩方音字a:(第二版)]北京大

学中国語吉文学系活吉学教研室繍，文字改革出版社， 1989年， 32、107頁，以下『宇正』と略称;上海語で

は“多"“都"はともに[ω53]， W上海市区方言志~， r午宝隼・湯珍珠主端，上海教育出版社， 1988年， 81頁)

との関連を指摘するが、明代の呉語の状況についての言及はない。

1. 1 W拍案驚奇』に用例は枚挙に暇がない。以下にその一部を例示する。なお、例文は簡体字で統一し、

数字は巻数と頁数、 a. bは頁の表裏を表す。

なお、『拍案驚奇』の“多"“都"の混用現象を最初に指摘したのはおそらく香坂 1969:288であろう。

1)商番遇盗，差是命里所招。 (8-5b)

2)写墨， 三人主用了花押，付子文戴了。 (10-10b)

3)一日，苓JL三ノト多出去了，只留丙小娘担在家，岡上了円…。 (16-1b)

4)推来推去，大家三塁不肯牧遊去。 (22-7a)

5)汗偶吋，満鍋差是香米仮。 (24-12b)

6)連名字室不是了?(28-5b) 

7)不多吋，両小差死了。 (30-4a)

8)各人差依次坐了。(31-13a)

3戴不凡 1980、朱星 1982/1984、黄蒜 1984、張葱英 1985、朱徳隈 1985など。なお、朱徳県 1985は明・沈徳符の『万暦野獲編』の記

述にある 53-57回のみに南方人の補筆を認めるが、他の論文は 53-57回以外の章固にも「呉語」が見えると主張する。

4 ~Jえば主1J鈎奈 1986 は、*恵美 1985 の論証方法( ~金持E梅』の時代の「呉語」と現代呉語を直接結びつけて論ずる方法)を厳し〈批判
している。
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9) 丙小同伴，室不上二十来年記，他イi'l~を不是清白之人。 (34-17b)

10)他与隊徳甫也室是迂儒，不暁得迭些圏套…。 (35一16b)

11)二人差是預先倣下的文字，皆得登第。 (40-3a)

3 

1. 2 W型世言』に範囲副詞“多"の用例は見えない。『拍案驚奇』や『型世言』と同じく明末の呉語を反映

していると考えられる『新平妖惇~ (泰昌元年[1620年]に刊行。作者;馬夢龍[1574-1644]は江蘇蘇州の人)

にも範囲副詞“多"は見えない。これは、作者(編者)掲夢龍が意識的に呉語(方言)を排除した結果である

とも考えられる5。しかし『型世言』の場合、『新平妖惇』の状況と同じ解釈が当てはまるか否かは分からな

い。

2. 動態助詞“子"(=“了"または“着")

周知の通り、動態助詞“子"(“仔"とも表記)は現代呉語の代表的なマーカーの一つで、普通話の動態

助詞“了と“着"の用法を兼ねている。

2. 1香坂 1970/1983:425は『拍案驚奇』の動態助詞“子"として以下の用例を引く。

1)免不得是沈石田、文衡山、祝枝山揚子凡宅，便宜上丙数銀子。(巻1)

しかし、香坂 1970/1983が使用したテキストは、尚友堂本の原刻本を重刻したものを底本とした排印本

で、原刻本(上海古籍出版社版影印本『拍案驚奇~ 1-6b)は“了"に作る。結論として、『拍案驚奇』に動

態助詞“子"の用例は見えない。但し、『二刻拍案驚奇~ m二刻拍案驚奇(上・下)~，上海古籍出版社影印

本， 1985年)には僅か 1例ではあるが、用例が検出された。

2) 方オ把一天愁消梓子好些。 m二刻拍案驚奇~ 10-7a) 

2.2 W型世言』に動態助調“子"は数例見える

3)当日我在便殿，正吃子掲，撒一片在地上賜汝…・・・。 (8-21b) 

4)小須分付令正，映渠遺，老兄掌住子要承・ ・・・。(27-8b)

5)イホ伯后患，写渠一味，放子渠去要。(27-12a)

6)隊老先生只方銭，体不若把小些物件迩了隊公子，等渠迩子容，便元活哉。 (27-14b)

7)像前村周奈娘，年記比一捜大五七年，毎日蓬子決，赤子脚，一友丑示子人。 (33-6b)

5佐藤 1986:145を参照のこと。ただ、;馬夢龍編纂の呉語文学作品『山歌』にも範囲副詞“多"の用例は見えない。範囲副詞“多"の

不使用は漏夢龍の言語的特徴であったのかもしれない。

6例 3)の“子"は動態助詞“着"に相当する呉語の用法と認めたが、“子鶏"を一語とみて“幼鶏"、“撤鶴"の意との解釈も可能であ

る cw漢語大詞奥帥~，漢語大詞奥出版社， 1989年， 175頁参照)。
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例文 4)5) 6)の見える 27回は当時の呉語を意識的に用いている章回である。しかし例 7)の用例は作者が

無意識に用いた可能性が高い

3. 動補短語‘v(ー )vc'

普通話の動補構造は “vc"で表される。しかし現代呉語(上海方言)では“vvc"(動詞の重ね型+補語)

で表される m上海方言詞典~ I号|論J23頁，李柴主編，許賓華・陶嚢編纂，江蘇教育出版社，1997年)。

『波活口語~ (隊建民著， 北京出版社，1984年，27-28頁)によると、 1980年代にはすでに北京の街角や北

方出身の作家の作品にもこの形式が存在していたという。『拍案驚奇』・『型世言』とも僅かではあるが用例

が見られる。また、動詞と動詞の間に ‘ー'が挿入された形式の存在が特徴的である

3. 1 W拍案驚奇』の用例:

1)文若虚只是得意，取些水来，内外洗一洗浄…。(l-17b)

2)我女人之華， 也没甚提撮休赴，只要与体説一説辻。(15-12b)

3)我1f]落得倣倣熟也好。 (40-3a)

3.2 W型世言』の用例:

4)只児歌壇在桶伺得慌，軽軽把桶蓋頂一頂起。(5-13b)

5)夏学法等，兄見一見出，省得控欠。(13-8b)

6)我説叫先生阿愛也暁得有オ， 二来鼓ー敵実。9(13-9a) 

7)如今賢弟去，正A人|陥清辻，可方小弟帯一帯去?(20-5a) 

8)徐銘也要略倣ー倣破，也不要定在覚日尽夫。(21-7b)

9)身地落落功，掌得出来去賭。(23-10b)

10)待我1f]尋他谷和娘来悦一悦明，表一表正。 (25-8a)

11)固有荻把椅移ー移近…。(29-14b)

4. ‘~快了 ，(=‘快~了，) 

“快"が動詞短語または形容詞に後置され、「もうすぐーになるJの意味を表す。用例は両書ともに 1例

のみであった。

4. 1 W拍案驚奇』の用例:

1)隊秀オ凡花雪月了七八年，将家私弄得干浄快了。(15-7b)

4.2 W型世言』の用例:

7 '/J、姐只得披了~，赤了脚， 在厨下倣些粗用。， (14-1 2a) 、‘…赤了脚，蓬T~， 宣撞到弓前…。 ， (34-4a)、z赤着一脚，穿イ午破俄杉，

党要遊*1三安i'1来。， (34-13b)などの用例が見えるからである。

8近代漢語における‘wc''v-vc'については佳山佳2003:42-44に言及がある。

9‘鼓原文はド高' +‘犬，Jの字で、‘蔽'の俗字である。
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2)李大苛，如今我与介、在返jj]，本銭都弄没快了。(37-6a)

5.“率性" (=“索性") 

太田 1964/1995 : 2123 は『紅楼夢』の「有正本」に見える“率性"について、 rw石髄頭~ w野痩曝言』に

も見える (W小説詞語匿蒋~ 524 頁)。恐らくは南方語であろう J と述べている。『漢語大詞典②~ (381頁)

は『水濡惇』・『石点頭』・郭沫若の『屈原』の用例を引き、『訳語方吉大河典第 4 巻~ (5695頁)には r<

形>宜爽;宣載。岡語。福建。 1922年《福建新通志)):“宣捷日~。勺とある。

5. 1 W拍案驚奇』には“索性"(8例)が散見されるのみで、“率性"は 1例も見えない。

1)我れ再須示牲汗酒，蒙性留他イi'J泣宿，頑要凡日則ノト。 (3-12b)

2)我既元子嗣，何不索性弘他方女，断了夫人法点念共?(20-23b) 

5.2 W型世言』には“索性"・“率性"ともに散見される。“率性"(7例)のみ一部例示する。

3)当吋有笑他迂的，他却率性市行，不肯改易。 (11-2b)

4)投入来理他， 他率性寛不去了。 (18-5b)

5)圭天子百夷扶助，率性偲ノト皇帝。 (28-10b)

6)把忌事小，率性折了弥那指拝的，体也得二三千金，家中夫担好辻。 (31-19b)

7)不知章着大事，是ノト富家，率性咋他千百，迭叫削高堆，人也不覚得。(40-14b)

6. 副詞接尾辞“里 Ij" (=“的"/“地") 

表記は他に“裡"・“裏"・“日里"などがあるが、“里"で統ーした。副詞の接尾辞“裏"が重ね型のあとに

使われる表現は、蘇州一帯の呉語の用法とされる(佐藤 1986:176、180に依る。胡明揚 1981は未見)。

単音節形容詞の重ね型 (AA~) は、石汝茶 2005/2006 ・ 144-146 によれば、明末から清初 (17 世紀)の呉語で

は‘AA里'が主として用いられ、清代中期(18世紀)では‘AA能'が多用され、清末民初(19-20世紀)にな

ると‘AA里¥‘AA能'は衰退し、代わって‘AA叫(交/教)，が広く用いられるようになる。

6. 1 W拍案驚奇』の用例:

1)証錫出タ卜行走，開得昼前出告示道…急忙里来対王婆説…。 (2-26b) (急忙里3例・急忙7例)

2) 白白里把丙小的性命涙長了 !(25-14b) (白白里4例・白白地1例・白白的 2例・白白 3例)

3)高公看見画得精致，牧了他的，忙忙里也未看着題河…。 (27-11b)(忙忙里 1例・忙忙6例)

4)味郎所見透オ丈入所吉，道是暗暗里有些侵着他，一友不像意…。 (38-8b)(暗暗里 1例・暗暗地5例・暗

暗5例)

5)身畔ー捜，各有零腕。一宣里押到汗封府来，披知大戸。 (W二刻拍案驚奇~ 5-14a) 

2)-4)は単音節形容詞重ね型に後置された用例であるが、1)と 5)は例外的な用例(重ね型でない副調また

は形容詞に後置される)と看ることができる。しかし以下のように、『型世言』にも例外的な用例 3)-8)が
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散見される。

6.2 W型世言』の用例:

6)苦苦里挫他酒。(37-9a)

7)情眼里出西施，他自暗暗里相像返文姫生相仔仏好，身材仔仏好…。 (38-5a)

8)那船似醐蝶般志瓢西側，可可里触了礁，把舶撞得粉砕。(9-21b) 

9)可可里対日一向小房子出了，他去租下，先去舗了床帳，放下行李・・・。 (38-18b)

10)…平白里把ーノト好房夫至子如此。 (29-17a)

地蔵堂貞二

11)注油李良雨与日誌，商小一路里帯有披星，来到部阿，寺了一ノト主人肉子捷店中安下。 (29-19a)

12)一声央，不知方着什仏，失"掠里忙来看。 (35-13b)

13)政三道 “自然。ぺ流水里去了。 (36-13b)

上掲例から、明末呉語には単音節形容詞重ね型や擬音語以外の形容調や副詞にも副調接尾辞“里"が後

置された用例の存在が確認できる。但しこの用法についての報告は寡聞にして知らない100 また、現代呉語

にこの用法は(継承されてい)ない。

7. “自"と“是"の混用

普通話では、“自"と“是"の発音は異なるが、現代蘇州語・上海語では同音である u字1[]68、56頁

『筒明果方言河典j424、439頁)。

7. 1 W拍案驚奇』の用例:

1)己后張自弦，対自刻。 (38-16b)

7.2 W型世言』の用例:

2)男自男，女自女，岡割了也只倣得太l盗，井不曽有了倣女人的事， Jさ活恐ヌ住所。 (37-13b)

3)休自小兄弟，有十不も人得的?(37-15a) 

『型世言~ (37-15a)には以下のような用例も見られ、上掲例 2)の“自"は無意識に呉語の用字法を使っ

たものか。

4)男是男，女是女，邑有小知人是体寄苛的!(37-15a) 

産山佳 2004:136-137は上掲例 2)について以下のように述べている。

悦“×自 x"和“×是x"是有朕系的，更有説服力的是， ((型世吉》中針対同一事情，一周“白"字格

式，一用“是"宇格式，如:(1)良云道:“男自男，女自女，陶割了也只倣得太血，井不曽有了倣女人的事，

迭活恐ヌ住所。"(37回)(2)“軒氏道:男是男，女是女，邑有小担人是f庁、奇膏!"(37回)迭也就充分証明“白"

10香坂 1983:195はこの形式における“裏"(=“里")について「早期白話に発達したもののようである。というのは、『元曲』など

をみると、曲の部分に特にこのような形の語を多くみるからである」と言及するにとどまる。
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和“是"是可以通用的。《型世吉》的作者陪人北是漸江杭州人，是美方言地区的人，看来，在他的心目中，

“白"和“是"是同音的，也是同又的。

8. “夜仮"(=“晩仮")

『訳語方吉大河典・第三巻j](3558-3559頁)tこ依れば、“晩仮"の意の“夜飯"は、肢江官話、江進官話、

呉語、間語に分布する。また、同書3559頁には呉語の用例として上掲例1)が『拍案驚奇』の用例と並んで

挙げられている。しかし、山東の栄成・牟平・姻台 m訳語方言大河典・第三巻]3558頁)、済宇・威海 m山

志方吉司典](董錯克・張家芝主繍，活文出版社， 1997年， 254頁)にも“晩坂"の意の“夜飯"は分布し

ている。また、尾崎 1965/2007:5に引用する C.W.Mateerの『官活美繍](A Cause of胎'ndarinLessons based 

on idio.坊の 1898年増補改訂版にも、以下のような記述がある。

夜坂Supper.晩坂 isused both in Pekingese and in Southern Mandarin，but夜仮 is genera I I y used 

in Shantung(山志)• 

8. 1 W拍案驚奇』に“夜飯"は 13例(“晩飯"は5例)見える。

1)看看天色晩来，六老吃了些夜飯自睡。 (13-16a)

2)迭生田家己此晩了，同娘吃了夜仮。 (17-24a)

3)却悦元普当夜与夫人吃夜飯塁，自到有房里去安敵。 (20-32a)

4)老和尚大喜，急整夜仮，擢在房中，三人共臭而食。 (26-11a) 

5)吃辻夜坂，洗了浴，少不得先是那庵主起手，快示ー宵。 (34-19a)

8.2 W型世言』に“夜坂"は2例(“晩坂"は6例)見える。

6)盛氏見了心痔，晩同吃夜坂肘道…。 (3-11b)

7)伯迩不曽吃夜坂，叫知客留他茶寮待仮，与他在客房宿。 (9-24b)

なお、清末の呉語小説『海上花列惇』の対話文では 21例、叙述文では 7例“夜坂"が使われ、“晩仮"

は専ら叙述文に用いられ (13例)、対話文には用いられていない。このことから、『海上花列惇』の作者は、

“夜仮"を方言(呉語)、“晩仮"を共通語と意識して使い分けていたと考えられる(地蔵堂 2000:53参照)。

9. r己然」を表す疑問文

『金瓶栴詞話]53、54回には以下のような句式の文が見える。なお、例文は普通話にない用法を含んで

いるので訳文を付した。

1)只差小玉向官寄下半夜有睡否，迩説…。 (53-1b)ただ小玉を遣って、官寄が昨夜よく寝たかどうかと尋ねさせ、さら

2)説也奇怪，那吋該子就放下眼，櫨伏着有睡起来了。 (53-12b)不思議なことに、子供はひきつらした目を下げてう

つぶしながら眠りはじめた。
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3)説也奇怪，吃了迭萄，就有睡 了。 (54-14b)不思議なことに、薬を飲んだら、すぐに眠りました。

香坂 1983:305-306は‘有+vp(十没有?)'式について以下のように述べている。

“浸"“浸有"が動詞を否定している例は《元曲》や《水溝》ではまだ稀にしかみることができない。こ

れはこの時代には“不曾"“未曾"がまだ優勢で，これとの交替が終わっていなかったからである。しか

し，“浸"“浸有"が動詞を否定するようになっても，やはり “有"が動調の完了態を示すような例は見当

たらない。つまり，旧白話には「有+動詞+浸(浸有)りという構造はないといってよいのである。

しかし琉球官話課本 『白姓官話~ (18世紀中頃)にはこの句式が見える11 明末の『金瓶梅詞話』と清代中

葉の 『白姓官話』との聞にはおよそ 200年の時間的聞きがある。なお、『拍案驚奇』と 『型世言』にこの句

式は見えない。しかも「己然」の意を表す反復疑問文自体が少なく、一般には疑問助詞“仏"を用いた是

非疑問文で表している。『型世言』ではその傾向がより顕著である。以下では、「己然Jに意味を表す疑問

文について考察する。

9. 1 W拍案驚奇』の用例:

9. 1. 1 . 了+仏?'

用例は以下の数例のみである。

4)体来了企?(14-10a)

5)体如今当真牧心各実了-z.?(15-14a) 

6)而今待体有些不是赴，体先出首了ゑ?(19-16a) 

9.1.2 '曽+vp+仏?'

用例は数例見えるが、むしろ‘曾+vp+不/未/否/不曾/未曾?'のような反復疑問文の方が多見される。

7)造問老死魅曽対貴人説些甚琉仏?(3-5a) 

8)体女JL曽咋程家仏?(10-17b) 

9)坑道迭知人，是貴多的人，老丈曽暁得-z.ワ(12-15b)

10)官人曽子某月某日，与別人代写休羽生?(20-6a) 

11) 曽引人好捕体不?(2-27b)

11 木津 2004:40-41は 『白姓官話』の用例を引用し、以下のような要を得た説明をしている。

(1)直前の動詞句の「有」自体が、経験や実現の意義を添える副詞として、「曾」に類似する機能を有しており、それとの呼応におい

て「没有」が否定副詞として反復疑問文に用いられる。

(2)このような反復疑問文の形式は、管見の限り、歴史文法としての報告はほとんど見られない。ただ、方言文法を考慮に入れるなら

ば、閏語では、「有+VPJで実現や経験を表示し、「有+VP+無」式の反復疑問文も平行して存在する。

(3)閤語だけでなく客家語や卑語・漸南呉語にも同織の報告は見られる。
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12)相公曽要妻未?(34-17a) 

13) 曽托姉父倣些甚仏否?(6-3b) 

14) 曽到我家去披不曽?(2-10a) 

15) 曽有来事未曽?(9-13b) 

9.1.3 .可曽+vp?' 

用例は以下の 2例のみであるが、疑問副詞“可"を用いた疑問文は、反復形と共起する‘可+vp不VP?'、

是非疑問文に現れる疑問詞“企"と共起する‘可+VP-z..?'の両方が見える。

16)姑娘可曽受轄了仏?(34-9a)

17)官人可曽見他否?(37-13a)

9.2 W型世言』の用例:

9.2.1 ‘~了+仏?'

用例は『拍案驚奇』より多見される。一部を例示する。

1)老請人好了岳、?(4-9a) 

2)新吋的、f襲来了企?(14-11b)

3)膏，朕杯了去っ(17-9a)

4)他牧拾根子身長了企?(26-16a) 

5)休阿掲吊死了企?(27-29b) 

6)弥長了-z..?(34-12a)

7)令愛貴志好了仏?(38-16b) 

9.2.2 '曽+VP十仏?'

9 

用例は『拍案驚奇』より多見される。その一方で、『拍案驚奇』のような‘曾+VP+不/未/否/不曾/未曾?'

などの反復疑問文は見えない12

8)家中曽有人争克づえっ (3-21a)

9)イホ在「南曽帯甚珠子来仏?(12-9a) 

10) 曽与夫人相商去っ (18-12b)

11)今日曽有人来仏?(21-15a) 

12)体曽到我家ゑ?(26-13a) 

13)不知来娘曽有来事仏?(31-5a) 

14) 曽見膏膏来仏?(37-15a) 

12僅かながら次のような「己然」の意を表す反復疑問文が見える。

(1)媛子，吃晩仮也未?(5-13b) (2)好好凡年不児，生得迭商ノト好女JL，都吃了茶未?(10ー3b)(3)南地山上木失己歌完未?(15-16b) (4) 
到也不曽?(26-14b) 
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9.2.3‘可曽+VP+仏7'

用例は以下の 2例のみであるが、疑問副詞“可"を用いた疑問文は、反復形と共起する‘可+VP不 VP7'

の用例は見えず、専ら疑問詞“企"と共起する‘可+VP会7'の用例である13。この点は『拍案驚奇』とは

異なる特徴を示している。

15)迭担人可曽相坂仏7(19-13a) 

16)可曽着人打肝づえっ(27-23a)

10.語気助詞“日尼"と“哩"

江藍生 1986/2000:29は『金瓶梅』における“P}E"と“哩"について代金瓶梅雨活》成羽子明代晩期，

有中多用山志及江准方吉，只見“哩"不見“幌"。“哩"字絶大多数用子“腕 JP，只有扱少数用子疑向句」

と述べているが、実は“眠"は皆無ではなく、後人の補作だといわれている章回に 1例見える。

是了，好人口里的言i吾瞬。 (54-7b)/よいなかなか正直だな。

翠燕 2008:180は明代白話小説における“日尼"と“哩"の分布について以下のように概括している。

《金》“現"凡乎没有使用，仮友現 1例“呪"用子#疑向i吾句助司。而在柏后的《醒》、《聯》則分別方

8例和 313例。《金》方明代作品，“呪"的根少使用反映了迭祥一科活言事実:“現"在迭ー吋期迩根少見。

方此我ffJ又調査了元末明初的作品《水併特))， iさ部自活小説中“呪"未見使用;明末的《型世言))4例， <<初

刻拍案椋奇))7例， ((二刻拍案椋奇))5例。通迅速些作品我fI'J可以看出明代“呪"伎是零星使用，到了明末

清初以后，情況則友生了恨大変化。

『拍案驚奇』・『型世言』の“P尼"は「疑問Jr非疑問J両方に用いられている。なお、両書の“哩"の分

布状況は同じような傾向を示し、用例数は“日尼"を圧倒し、「疑問」用法も僅かながら見える。以下に“日尼"

の用例のみを示す。

10. 1 W拍案』の用例(7例) : 

1)便是現。 (6-13b)r非疑問J

2)便是呪!(10-11b) r非疑問J

3)老員外瞬7(35-22a) r疑問」

4)姐姐鴨7(38-16b) r疑問」

13 
『儒林外史H西遊記』の「可VPJ型疑問文には反復疑問文と共起する例がないという(荒木奥子2007参照)0W拍案驚奇』には反

復疑問文との共起何1]があるが、『型世言』には共起例がない。『型世言』の状況は『儒林外史』・『西遊記』と類似し、あるいは下江官話
の特徴を有しているのかもしれない。
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10.2 W型世言』の用例 (4例): 

5)慧耳梶?(11-15b)r疑問」

6)体是官，体妙冒員領月尼つ(17-7a)r疑問j

7)正是暁。(27-5b)r非疑問」

8)扱好的現!(28-14a) r非疑問」

11.“正径"

11 

『金瓶梅』には「まじめである;正当である;本当に」などの意を表す語として、“正径"と “正景"

が用いられている。香坂 1983・198は『金瓶栴』の“正景"(=“正径")を指摘した早期の論考である。李

申1992:151は「正景，即正径Jと指摘するにとどまる。

11. 1 W拍案驚奇』に“正景"はなく“正径"(15例)のみである。

1)市今迩有一ノト正径的夫人，中了尼姑毒t十…(6-9a)

2)老守一向扱有正径，市今到隼般老没志足元。 (20-33b)

3)依他写了，却把正径的実愉寛不曽填得明白。 (35-16b)

11.2 W型世言』にも“正景"はなく“正径"(4例)のみである。

5)那地件件都算銭，迭i左件件都倣不得正径。 (19-7b)

6)那竹秀倒也正餐，道…。(28-12b)

7)天下有迭等賊禿，我一粧正経事，他却戎顛顛的，全設些致減。(28-14a)

8)只佑客地放正姪些，主人家女JL切不可去打牙捺最噛…。 (38-4b)

12. “仔仏"(=“志z.")

“仔ゑ"について『漢語大詞典・第一巻~ (歩竹凡主鋪，上海辞有出版社， 1986年， 1154頁)は「方言。

窓会」と注釈し、『酔醒石~ w醒世姻縁惇』の用例を引くが、『明清果語調典~ (石汝燕・宮田一郎主鋪，上

海辞'tS出版社， 2005年)には採録されていない。但し巻末(四)呉語文献資料書目に『酔醒石』が収めら

れている。なお、『訳語方言大河典・第一巻~ (i!午宝隼・宮田一郎主繍，中隼有局， 1999年， 1295頁)は“仔

1，."を r<代>窓会。糞魯官活。山志」と注釈し、『醒世姻縁惇』の用例を引く。

『金瓶栴』に“仔仏"は数例見えるが「崇禎本Jではいずれも“窓会"に書き換えられている。

12. 1 ~拍案驚奇』に用例は見えない。

12.2 ~型世言』 に用例は頻見され (90 例余り。うち 1 例は“仔仏祥")、むしろ“;t;1，."より多用されてい

る。

1)妨妨法房子老了，志壁打西壁，仔1，.辻?(4-4b) 

2)体商兄弟仔仏打死我家人?(13-11b) 

3)此女就是賢弟用了，不辻百金，仔岳、退疑?(20-5a) 

-145 



12 

4)弦小山，仔1，.iさ祥呆?(26-7b) 

5)年兄仔1，.主人得?(30ー10a)

6)只要他接根子吋仔仏座承，他庇承就是了。(30-20a)

7)他白暗暗里相像迭文姫生相仔仏好，身体仔仏好，性格仔企好…。(38-5a)

おわりに

地蔵堂貞二

本稿は『拍案驚奇』と『型世言』の言語分布を通して、明末呉語、特に崩江呉語の特徴の一端を考察し

た。両書の言語は細部では必ずしも同じではないが、共通項はおおむね明らかにすることができたと考え

ている。今後は、同じく明末の白話小説『新平妖惇』や呉語歌謡を集めた『山歌』などの言語調査を行い、

「はじめに」で述べているように、『金瓶梅』の「万暦本Jに見える「呉語Jの来源を「崇禎本」との言語

上の異同に焦点を当てながら明らかにしたい。
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提要 本文考察明末白活小説《拍案l依奇》与《型世吉》的活吉分布，探汁明代美活，尤

其是漸江芙活的活言特征。美子《金瓶梅河活》中出現芙活的向題，本文不予汁沿，相美

向題男文治述。

美鍵両 明代白活小説漸江芙活 《拍案ot京奇)) ((型世吉)) ((金瓶梅河活》
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美子劫河重畳与量

An Analysis on the Reduplication of Chinese Verbs and Quantum of Motion 

果凌非

WULingfei 

Abstract 

Ifwe analyze the linguistics phenomena in modem Chinese合omthe point of view of vector， 

we will白ldthat the reduplication of Chinese verbs exp問 ssa kind of quan加mcontaining both 

motion quan旬mand time quan加msimultaneously. This quantum is di旺erentfrom which that“V 

ー下"“V一次"and “V一会JL"express respectively. 

1引言

現代双i吾功珂在使用的肘候可以重畳， l主科重畳措拘所表i主的活文多数研究者主人方与“量"有美。然而迭

ノト“量"具体指的是什仏?措拾各有不問。如果我1fJh人物理学中的“向量"的角度遊行分析，不仮可以対功河重畳

有一小更好的理解，迩可以更加明硝劫珂重畳所表i左的“量"与“V一下"、“V一次"、“V一会JL"所表i主的“量"

各自有什仏不問。

2美子“量"的思考

物理学中有一小概念用子描述物体的返劫，称之方向量 (vector)。向量即同吋包含大小和方向的量。向

量的重要意文在子同吋包含大小和方向法両ノト分量。根据i喜一思推方式来現察功河所描述的事象 (event)，

我1fJ会友現事象和向量之阿具有美似的特征，即事象也同肘包含着商ノト量。一小是事象中与肘向因豪相美的

量，在此我1fJ也称之方“酎量ヘ男ーノト是与事象本身行進状恋相美的量，我官、]在此称之アヨ“状志量"。就“肘量"

而吉，任何事象都是高不汗肘阿国素的。我1fJ所赴的肘空中的肘阿一般被弘方是正向的。而事象的友生，行

進和結束迭一辻程与肘向序列是一致的或者説是同向的。因此我イfJ也可以弘方事象是有方向的。就“状恋量"

市吉，由子事象又分功恋事象和静恋事象，因此“状恋量"也可以分方“功恋量"和“静杏量"。“功恋量"美似子某

些研究中称呼的“功量ぺ而“功量"是物理学中的一小概念，因此我イfJ暫且在此使用“功恋量"迭ノト提法。按照結

拘主文学悦(structuralism)的現点，整体由各ノト部分担成，各ノト部分由基本単位姐成。那づえ事象有没有措拘，

能不能分解明?Schank ( 1973 )曽径倣辻返祥的裳i式。将事象模挟牝，世i十一姐基本的功作素 (primitive-act)

作方拘成事象的模挟。不問的事象由相座的功作素所拘成。由子不同的事象所包含的功作素的量是不同的，

-149-



2 呉 J妻非

所以み人iさノト意文上来洪，事象中也存在量的多少或者大小的向題。対子事象我{11迩可以使用男一科分解方法。

如果我イ11特事象在肘阿j順序上切成美似子 CT(computed-tomography)的切片，我{f]可以想象出

Comrie(1976)所悦的一系列的“局面"(phase)。一般来説，不同的事象所包含的“局面"(phase)的量也是不同

的。至此，我111可以弘79事象是一小同吋包含着両小分量的量。本文暫且称之方“事象向量二対上述的“局面"

加以考察，我官、]迩会友現不同的事象中且有一姐“局面"可以代表i亥事項的特征。根据泡些特征我官、]可以判断

i亥事象代表的是“吃"迩是“胞"或者是其他的功司。有一些事象，比如与“是"“有"“在"“等子"“生生立山忠子"等功

i司相美的事象中，我111現察到的是一科静恋的画面，或者説事象由同祥的“局面"所拘成，不存在“局面"的変化。

有一些事象，比如“!河川破"“倒"“停"等功河所対庇的事象中，我{f]可以現察到不同的“局面"，但是仮仮只能現

察到ー姐“局面ヘ有一些事象，比如“所"“説"“弾"“唱"“吃山喝"“瀞泳"等功河所対l宜的事象中，我111不仮可以

現察到不同的“局面"，市且可以現察到ー些相美的“局面"随着事象的持接，不断地周期性地重隻出現。比如功

i司“走"所対庄的事象中，如果我111般投“走一歩"代表劫河“走"的特征，那久，整ノト事象則是“走一歩"的周期性

的重隻。埴科可以代表劫珂特征的ー姐相美的“局面"所拘成的片段，我{fJ可以看作是“事象向量"的基本単住，

本文也称之方“最小周期"。事象中的“最小周期"之和拘成“最大周期“最大周期"是事象的“量"的表現形式。

事象具有向量特征，同祥“最小周期"和“最大周期"也具有向量特征。据此我1f)迩可以対劫河作一小分笑。如果

事象中包含最小周期的重隻出現，相庄的劫両方多周期功河。如果整ノト事象仮包含一小最小周期，相座的功

河79単周期功司。如果事象中不存在“局面"変化，相庇的功河方零周期功河。

3美子2ジbi司重畳的思考

首先，本文弘方功河的重畳是静恋i司~[的功恋逗用，属子活用的施時，与i吾境的共系十分密切。 昆然功

河的重畳存在子i吾境中，然而A人詰拘上来看，功河重畳美似子隻合功河。隻合功司一般分方偏正措拘，比如“静

親"等，井列詰拘，比如“ーも妖"等，劫素描拘，比如“加油"等以及功キト詰拘，比如“想起"等。功河重畳后，第

二ノト劫河可以軽i実，重畳后的失系庇i亥是主和次的美系。与隻合功i司的九科美型相比，更笑似子功キト措拘。

我{f)知道功キト詰拘中的キトi吾是対前面功河在程度或者措果上的キト充。比如，“1f大"的“大"是対“1f"的程度的キト

充，“吃完"的“完"是対“吃"的結果的キ卜充。而功河重畳肘，后面的功河対前面的功i司的ネ卜充是什仏呪?以下是

本文的傾没。

功珂重畳之后，后面的功河対前面的功i司加以キ卜充，キ卜充的内容是i亥功河所対庄的事象中的ーノト片段，

i哀片段由代表功i司特征的ー姐“局面"姐成。凱“量"的角度来看， 1亥片段等子或者大子一小“最小周期ヘ由子“最

小周期"是本文所説的“事象向量"，同肘包含着“功恋量"和“肘問量"i主両ノト分量，所以在功河重畳出現的単句

中，其他表示“功恋量"和“肘I可量"的成分都会受到排斥。

以上面的偲波方基拙，我イf)来対功両重畳作一ノト具体的分析。

3.1功i司重畳与“功恋量"

功河重畳与“量"之向有一定的相夫性，法一点在研究者之同己径迭成了共明。但是具体沿及到“量"的肘候，

則有各科不同的解梓。比如部敬敏(2000)主人方功i司重壷可以表迭有三科不同的“量"，分別方“次数量"“程度量"

和“同向量"。市本文所説的“量"指的是同肘包含“功杏量"和“吋伺量"迭問ノト分量的“事象向量"。部敬敏的“次
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数量"代表“功作反隻的多少"， J5.立改属子本文的“功恋量"的沼崎，部敬敏的“程度量"代表“功作力度的経重"，

本文札方返す¥“程度量"庇i亥是副河所描述的対象。

前面我11']提到，功i司重畳 (VV)是以i哀功i司的“最小周期"作アヨキトi吾，而“最小周期"是一小“事象向量ぺ

包含“劫恋量"和“肘阿量"商小分量。市“V一下守口“V一次"所表迭的是什仏眼?通辻両者之向的比較可以加深

我官]対功両重畳的理解。

“V一下"和“V一次"j討中短i吾形式，比如“看ー下"和“看一次"，我官、]恨雄A人中感覚到“日す向量"的因豪。可

以悦法科短i吾形式更側重子描述事象的“功恋量"培一分量。如果説“看一眼"是“看"的事象中“劫恋量"的基本

草住，那仏“一下"所表迭的“劫恋量"庇i亥大子“看一眼"所表法的“功恋量ヘ宏、-A来解秤“次"鴨?本文弘アヨ“次"

表法的是事象的小数。“一次"表法的是一小事象，“二次"表法的是両小事象，依次笑推。可以も人アヲ“V 一次"

所表法的“功杏量"是一小羊ノト事象中的上限。由此， JA“劫杏量"的角度来看，“vvヘ“Vー下ヘ“V一次"三

者之間的美系庄i哀是“VV"<“V一下"<“V一次"。

接下来我官、]再来看看功河重畳与量河相斥的向題。

一般我11']可以説“写ー封信"“吃岡小平果"“達三本相"而不可以悦“写写ー封信"“吃吃両小平果"“i柔涜三本

相"。美子迭一点，李宇明(1998)弘7'l有両小原因。一小原因是功河重畳是“由‘V - V'省略‘一'造成的"。 晃

一ノト原因是“功珂重畳所表現出的‘量是i吾吉心理現念上的量ヘ的碗“V-V"的形式是不能帯量河キトi吾的。

但是“由‘V-V'省略‘一'派生出来的"迭一説法需要加以考i正，況且凡乎所有的隻合功司都不存在“V-V"返

一形式。比如，我1m良雄仏同“研究研究"是由“研究一研究"派生出来的。“i吾吉心理現念上的量"法ー提法也辻

子抽象。

“写ー封信"“吃両小平果"“i柔三本有"中的数量i司“一封"“商ノト山三本"分別表法的是各小事象的“功恋量"上

限。而功i司重畳所表法的“功恋量"是ーノト基本単位，是下限。“写写一封信"“吃吃丙小平果山違法三本有"之所

以不成立是因方泡些短i吾中同肘包含両ノト“功杏量"， 一小是功i司重畳所表法的“功恋量"的下限，晃一小功恋量

是量両所表i主的“功杏量"的上限。jさ星然是矛盾的。

然而我イ1']又宏ム解梓李宇明(1998)指出的“日自11']吋拾吋治両ノト向題"不成立，而“日自11']吋i合吋i合法両ノト向題"

成立法ノトi吾言現象呪?即量珂前出現指代両或者其他修怖河的吋候，功河重差可以和量河同現的何題。実隠

上，量両前面加指代河或者則的修怖i司后，其量的性原己径友生変化了。比校一下“吃三小平果"“吃i主三小平

果"“吃我芙来的三小平果"。“吃三小平果"中的“三"表i左的是i亥事象的“功恋量"的上限。没有到i主法小上限，

事象就不能結束。而“吃速三小平果"和“吃我芙来的三小平果"?法両小句子所表i主的i吾丸井不要求吃完“三小

平果ヘ挟句活悦，即使“劫恋量"没有法到上限句子依然成立。可以悦量河前面加上指代河或者其他修怖成分，

対象明碗了，而量的特征則減弱了或者不重要了。因此劫河重畳所表法的量和量i司所表法的量的沖突也就不

存在了。

3.2 i9J河重畳与“吋阿量"

前面提到，功i司重畳 (VV)措拘同肘包含“功杏量"和“8'J阿量"両ノト分量。“肘向量"的大小是i亥事象在日す

阿行進的方向上，h人“最小周期"的升始到“最小周期"詰束的一段肘向量。小子法一段肘阿，我官、]則元法b人事象

-
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中鳴も人相庇的功河的特征，或者説劫i司不成立。因此“最小周期"所包合的肘向庄i亥是“肘向量"的下限。“吋伺

量"的上限則是b人事象的汗始到事象的措束迭一段“肘向量ヘ或者説事象的7干始到“V完"所表法的逗一段“肘阿

量"。沿題中的“V一会JL"，拾我1iJ的感覚也是表迭一小“肘阿量"。 i表“肘阿量"的大小庄i哀介子“VV"和“V完"

所表迭的“肘向量"之I司。如果我1ìJ悦“V 一小会JL"或者“少 V一会JL"表迭的B~n同量則会短一些，如果我1n説“多

V 一会JL"表法的B~I司量則長一些。下面我1fJ再来看看功河重畳与表迭“B~Î司量"的肘阿副河之i司的美系。

況i吾中，吋向副i司可以表iさ商科不同的i吾文。出現在功i司的前面成方修怖劫珂的壮i吾表示事象友生的肘

刻，出現在功河的后面成方キトi吾，表示事象持接的吋向。比如，“平上胞歩"表示“胞歩"友生在“上午"，“胞三

ノト小吋唄リ表示“胞"持接了“三ノト小肘"。然而功河重畳以后，我官]依然可以悦“早上胞胞歩"却不可以悦“胞胞三

ノト小肘"。其原因是什仏明?因方功珂重畳本身包含着“B~ 阿量"迭ノト分量，如果出現了則的表迭“肘問量"的B~

向副河，同一小句子里就会有丙小不同的“肘向量"， }A而戸生沖突。迭是功河重畳不可以帯肘向副河作キトi吾

的根本原因。市肘阿副i司作方状i吾出現在句子里的肘候，由子表法的不是“肘阿量"的概念所以不会出現両ノト“B~

1司量ぺ也不会有両者之向的沖突。除此以外，功i司重畳与吋恋的美系也庄i亥属子“吋向量"的沼崎。下面我イiJ

来倣ーノト簡単的分析。

河1[意文上的功河一般都可以接受表示吋恋的助i司比如“正在山着"“了"“辻"或者表示否定的副司“不"的

修怖，而功河重量之后則不接受法些司的修怖。其原因本文机方，一是因方功河重畳不同子一般河江意文上

的劫司，功i司重畳是功河的i吾用，脱高了i司Y仁成方i吾料:二是因73功i司的重畳本身包含着“吋同量"，其本身

就是“相"(aspect)的表現形式。越元任(1968)具体地称之アデ'tentativeaspect" (さも式市目)。

功河重畳不可以有“VV了"的用法，却可以有“V了V"的用法。美子功i司重畳与“了"的失系，李宇明(1998)

有如下的地述。

[“了"可以出現在劫河重霊式的中間和后面。出現在后面的

“真要批坪批坪他了7"等。猷加在重畳式中向的

而且与一般的“了 1"也有不同 o ] 

首先，出現在功河重畳式后面的

面，市必須限制在“要一了"或者“i亥…了"等ー些特定的句型里。“休息休息了"“批坪批坪他了"均不成立。其次，

朕加在重畳式中同的

就不得不接受一小仮仮与功河重壷相美的“了 3"了。

美子“了 1"与“了 2"，芙凌非(2004)的措治是，“了 1"接在功河的后面表示最小周期的完結;“了 2"接在句

尾表示最大周期(事象)的完結。

4美子功i司重畳的九手中有代表性的看法規点

美子功河重畳，常見的有三神具有代表性的規点，即“日す短説“裳i式悦"和“経松説"。対子j喜三科学説，

部敬敏有以下的且結。

第一， 短肘悦:

王力(1944) 弘方功i司重畳表示“短B~ 貌ぺ呂叔湘(1944) 也以方功河重畳是一科“短吋相"。近期戴
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耀晶 (997)更遊一歩弘方“短同性是功珂重量的本贋属性"他声明他考察的角度是“肱句子反映事件来研

究劫河重畳迭ー形恋的意~"，“使用功i司作i育活的句子表示的是一小功恋的事件，一小完整的事件，ーノト短

肘的事件"。萌実相当多的例子可以説是劫司重畳式表示了“a'1"1司短"的意文，但是何題在子:第一，“短肘"

是否功河重畳最基本最核心的意文?即除了表示“吋向短"之タト，迩有没有比jさ更方重要的i吾法意文?第二，

迩有不少例子元法用“短吋"来遊行解梓，比如“毎天晩上都看看屯祝"“体教教我"就彼雄体会出肘同短

的意文来， j主起碍説明逗ー解梓帯有明星的局限性。

第二，裳武悦:

呂叔湘 (944)指出:功i司重畳“有吋又可有裳i式之意，可称方 4裳t式相， "。王迩 (963)弘方:“重畳

起来表示一次行功的，除了絶対不能重畳的功河以外，其他絶大多数功i司都可以重畳起来表示室i式"。越元任

(979)同祥把功河重畳称均“裳i式恋"。朱徳照 (982)則弘方“表示功量小"的功珂重畳式“常常表示裳

i式ヘ近来，李宇明 (996)也大体上弘同誌科説法，も人アヲ“劫i司重畳一般表示命令、 i青求，或者希望遊行的

誓i式，其后可加 4看、看看、 i式i式等， "。首先提出蹟疑的是李人益 (964)，他も人方“会t式"jさ居意思是整小

句子或是~~功河重畳式同現的“看"、“i式i式"表示出来的，不是単純的依輩功i司重畳表示的。近来，朱景松

(998)支持李人盤的意見，明碗主政“重畳式本身井元会i式丸"。其突，用“誉i式"文来解梓功河重畳的i吾

法意文，碗実有以備概全的毛病，因7'1有相当多的句例根本没有任何的会武意文。

第三， 軽松悦:

迭一見解最早是王迩 (1963)提出的，地も人方以一次完整功作作方一小単位的，功河重畳起来可以“表

示常常友生功作，有軽松悠岡的意味，或表示通辻jさ些功作，恨容易地就把肘向打友持了"。刻月隼C1983) 

肱表地功能的角度指出表未然的功河重畳，表i本功能是緩和i吾汽さ是委腕表i主主現慮望的一科方式:有些

功河重畳，表示径常性的，反隻進行的劫作，表述功能包含軽松、随便的意味。后来李珊 (1993)提出不

同看法:“其実緩和、軽松、委腕不是ABAB本身所具有的培法意丸"“只是ABAB在活用中増添的非固定

的意文"。戴耀晶 (1997)也弘方裳城、軽松、軽微等意文不是功i司重畳基本i吾文属性，而是“功河重畳短

吋性贋在具体i吾句中引申得出的"。

以上三科説法似乎都有官一定的合理性，但是同肘也有不少地方解秤起来有国雄。目前各科有共功河重

畳培法意文的説法中，最有影日向的当推朱徳照的“功作量"悦，他も人アヨ“功河重畳式表示劫作的量"“所南

劫作的量可以b人功作延接的a'l阿長短来看，也可以b人功作反隻次数的多少来看"前者叫“a'l量"后者叫“功

量"。具体地悦，就是功i司重畳式有吋表示“同量短"有肘表示“功量小ぺ有吋両者兼有 。対培ー現点作

出修正的是李珊(1993)，地提出了“結合r合"即“肘量短和功作小常常是措合在ー起的"。地這用替換方

法測i式了九百条例句，即日AB用表示肘量短的“V一会JL"来替挟，或用表示劫量小的“Vー下JL"来替換，

得出的措拾是:“鈍表功量小的有一些，鈍表肘量短的技不到一条"。 iさー詰拾是跡、方耐人寺味的，官暗示我

イ|、]:“肘量短"也i午井不是功i司重畳的一科独立的培法意文。

九十年代末，又有岡住学者的研究成果引人注目 。第一住是李宇明 (998)的“洞量説"他弘方“劫

i司重畳主要起的是洞整劫量的作用。即重畳式与其基式相比較，有些重畳表示功作反隻的次数少、持接的肘

間短，有些重畳表示 4多量， "。第二 住是朱景松 (1998)的“能功説"他札方功河重畳的i吾法意文可以
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“旧結方三ノト方面:減弱功作、行方、変化的量，延接功作、行方、変化的辻程，強化功作、行方、変化的

能功性"其中“強化能功性是功河重畳式最根本的意文"。我1I'Jh人中可以看出:人1fJ方了探求双i吾功河重畳

式真正的i吾法意文，正在進行多角度的探蒙。我1I'J仔畑地反隻地比校了各科説法以后，覚得法科科培法意文，

A研究者所挙実例乏解梓力。迭就有点JL像是暗子摸象，毎ノト人都只是摸到了真理的一部分，却不能反映出

真理的来看，似乎都有官一定的合理性，但是，往往不能推而「之，対男タトー些功河重畳式却棋核心和全部。

我イfJ的看法是:首先要区別7干功珂重畳式不同居次的i吾法意文，即把由子上下文i吾境所造成的活用意文，

把由子格式制約所形成的句法意文剥寓出来，以探求純粋由子功河童畳所拘成的培法意文究寛是什仏，也就

是悦，区分升功i司重畳的核心意文、派生意文和格式意文，只有法梓オ能修理)1関各科培法意文之向的共系:

其次，研究的重点是根据功珂的小突把功珂重畳的核心意文技出来，只有真正摘清楚了核心意文，オ有可能

推早出派生意文，井且遊市結合句式来摘清楚格式意文。

美子“吋短説ぺ本文も人方功河重畳代表肘向短是値得商権的。按照本文前面的治述，功河重畳与各ノト功

i司所赴的i吾境相美，所表i主的酎間的長短直接取決子i亥功河本身的“最小周期"的“肘向量"的大小。重畳的功河

本身的“最小周期"短，則其劫河重畳表i主的“吋!司量"也相$.地短，如果重畳的功i司本身的“最小周期，，*，則

其“最小周期"的“肘I司量"也相座地長。比如“打打計"或i午符合肘短説，而“体庄i亥留留学"中的“留学"所表i主的

“同阿量"則-K得多。庇i亥悦“肘短説"是一小相対的概念。功司重畳相対子i亥功河不重畳，表迭的“吋同量"短，

而子不同的劫i司之|司，“肘短説"是没有意文的。

美子“裳i式説一部分学者坑アョ功i司的重畳可以表iさ裳i式的意思，男一部分学者反対i討中現点。実隠上

会i式的共鍵因衰在子会域的判断基准。本文弘方判断的基准不要求更多的量，只要求払事象的7干始到功河成

立的瞬間法一段就可以了。也就是悦只要有一ノト最小周期的量就可以満足会域的判断基准。 A人法ノト意文上主井，

功i司的重畳可以表i左“裳t式"，但是功河的重畳可以表iさ“会i式"庄i哀是功河重畳的一科i吾用意文，而不$.1亥是劫

i司重畳的全部内面。

美子軽松説，有学者も人方功河的重畳表示常常友生的功作，有軽松悠同的意味。i討中説法或i午受到了形

容i司的重畳比如“高高央共"，“漂漂亮亮"的影日向。庄i表悦是否表iさ軽松的意味取決子功河本身的i吾文，市不是

功i司重畳的用法。実応上，“体庄i亥深刻反省反省"，“我一定要教官iI教官iI他"等例句恨維i上人感覚到“経松"的意

思。

，臣、之，“吋短説"“裳i式説"“経松説"都是功珂重畳的一些i吾用特征。

5錯1;合

至此我イfJ可以就“VV"与“Vー下"、“V一次ぺ“V一会jし"的区別下ーノト詰拾。即“VV"所表法的

是ーノト“事象向量"市“事象向量"同吋包含“功率量"和“吋阿量"さ両小分量。 iさ也是功河重畳与数量

河以及肘同副河相排斥的原因。“V一下"和“V一次"表法的“量"更側重子“功恋量"j主ノト分量，而“V

一会JL"表法的“量"則偏重子“吋向量"迭ノト分量。
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ずり応力に対する血管緊張調節機序検討のための

摘出血管潅流曝露装置の開発

The Development of the Blood Vessel PerfusIon System for 

E玄aminationof Shear Stress Mediate Vascular Tonus Control 

Mechanism 

南和広，寄本明，樫村修生1)

Kazuhiro MINAMI， Akira YORIMOTO， Osamu KASIDMURA 

Abstract 

Thepu中oseof this study was developed the blood vessel perfusion system for 

examination of shear stress mediatevascular touns control mechanisum The 

isolated pulmonary arteries were attached between two glass tubes with a thread 

for operations (Radnoti blood vessel perfusion system) and placed at 370C in 

organ baths containing PSS that was continuously bubbled with 21 % U2， 5% 

CO2 and 74% N2・Ablood pressure transducer (Radnoti) was attached to the tube 

that flowed into the pulmonary mieηand connected to a PC link type data 

collection system (NR-200 KEYENCE Japan) that recorded pu1monary arterial 

pressure. The pulmonary arterial pressure was significantly increased with 

increasing flow of both PSS and PSSD， and that induced by PSSD was higher 

than that by PSS at the same flow rate. These results were similar to preliminary 

research with a catheter. Furthermore， L-NAME (10.8 M) in PSS significantly 

increased pulmonary arterial pressure at flow rates of 5 and 7% of body weight. 

L-NAME in PSSD also significantly increased pulmonary訂 terialpressure at 

flow rates of 5， 7 and 9% ofbody weight. 

Thereforeラ weconsidered that a study of extracted pulmonary vessel flow 

preparations for examination of vessel tonus was feasible. 

緒 E司 素が換気されると肺動脈血管は特異的に収

縮する，いわゆる低酸素性肺血管収縮

高地などの低酸素環境下において，低酸 ( hypoxic pulmonary vasoconstriction， HPV) 

1)東京農業大学大学院
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を生じることが報告されている 1) この

HPVによって生じる肺高血圧は、高所にお

ける高地肺水腫(High altitude pulmonary 

edema， HAPE )を引き起こす原因のーっと

考えられている. HAPEは急性高山病の中

でも重症型の一つであり，標高 2，700m以

上の高地に急速に到達した際に発症する.

近年，交通手段の発達により急速な高地

到達が可能となり，登山者だけでなく観光

客や高地での作業援助者が HAPEを発症す

る可能性が増加すると考えられる. HAPE 

は，呼吸困難などの症状を生じ，死亡例の

報告もある.また，園内においては，標高

2，350mでの死亡例も報告されている.

これらのことからも肺動脈血管緊張動態

を検討することは，急性高山病の予防およ

び改善において重要であると考えられる.

これまでに，我々は摘出血管張力実験装

置を用いて急性および運動トレーニングに

対する肺動脈血管収縮反応の検討により，

以下のことを明らかにしてきた 2，3)

l 急性運動および運動トレーニングは，

ノノレエピネフリンおよびフェニレプリ

ンに対する肺動脈血管収縮性反応を減

弱させる.

2 急性運動および運動トレーニングによ

る肺動脈血管収縮性反応の減弱作用は，

内皮細胞を剥離することで消失する.

3. 急性運動および運動トレーニングは，

AChによる血管弛緩反応を促進させる.

4. 急性運動および運動トレーニングによ

る血管弛緩反応促進作用は，内皮細胞を

剥離することで消失する.

これらのことから 3 運動または運動トレ

ーニングを行うことで肺動脈血管の収縮が

抑制され，肺動脈圧の上昇を抑制する可能

性が示唆された.また，このメカニズムと

して，肺動脈血管における受容体の感受性

変化および内皮細胞から放出される NOが

関与していることが推察された.

これまでに，血管内皮細胞における NO
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産生においては，内皮細胞表面にかかるず

り応力が主要な役割を果たしていることが

報告されているの.血管内におけるずり応

力が変化する主要な要因は，運動時の血流

再配分にともなう血流量の増加および発汗

や換気充進にともなう脱水による血液粘性

の増加が考えられる.血管内におけるずり

応力増大にともなう NO産生促進および

eNOS蛋白増加は，これまでに体血管を中

心に多くの報告がなされている 5，6，7，8，9)

しかしながら，これまでの検討に用いた

摘出血管張力実験装置では，血管内皮細胞

に対してずり応力刺激を負荷することが出

来ず，運動に対する肺動脈血管適応にずり

応力が与える影響を検討することは出来な

かった.また，張力変化を測定すること運

動および運動トレーニングが血管緊張に与

える影響を検討することはできたが，肺動

脈圧を測定することはできず，実際に肺動

脈圧に影響を与えるほどの変化であるか否

かは判断できなかった.

そこで，本研究は，新たに血管内皮細胞

へ与えるずり応力刺激の調整可能な摘出血

管濯流装置を開発することを目的とした.

方 法

1. 実験動物

実験には、 7週齢の雄 Wistar系ラット 12

匹を用いた。

2. 描出肺動脈血管標本作製

ラットは， pentobarbital Na (50 mg kg一

i.p.) 麻酔下において，開胸し右心室内に

heparin Na (1000 IU)を投与後，脱血死させ

た.その後，肺および心臓を摘出し， 40Cの

PSS栄養液 (Mmol・L-1
) : 199 NaCl， 4.7 KCl， 

l.l7 MgS04 with H20， 22.6 N aHC03， l.18 

KH2P04， 5.5 D-glucose， and 3.2 CaCh with 

H20 (Sigma Chemical; St. Louis， MO)内で月市

動脈を眼科用はさみを用いてリング状(10 
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mm)に摘出した.

3 肺動脈圧の測定

摘出した肺動脈血管を，摘出血管濯流装

置 (Bloodvessel perfusion system， Radnoti， 

CO.， Ltd.， USA)内の 2本のガラス管の間に

手術用糸を用い固定し，37
0

Cに調整さ れた

PSS栄養液 15mLのマグヌス管内に留置 し

た(図 1).血管内濯流液は，上記の PSS栄

養液 35mLを用いた .血管内外の PSS栄養

液は， 21 % O2， 5 % CO2および 74% N2 

の常酸素混合ガスでパプリングした.潅流

液 を定量ポ ンプ(mod巴17518， Master Flex， 

CO.， Ltd.， USA)により循環 し，肺動脈血管

流入時の濯流圧を肺動脈圧として， 血圧 ト

ランスデュ ーサ (Radnoti，CO.， Ltd.， USA) 

により測定を行った.

肺動脈圧は，下記の(1)から(6)の実験条件

において，安静時の肺動脈血管血流量に相

当する濯流量から最大運動時の血流量に相

当する濯流量 11)まで， 5分間 ごとに段階的

に増加させ，データ集録装置 (NR-200， 

KEYENCE Japan， CO.， Ltd.， Tokyo) Iこよ

り連続的に記録した .なお， 各濯流量は，

3 

に設定し.30分間濯流し肺動脈圧を安定 さ

せた.

(2)デキス トラン添加実験

(1)実験終了後に，肺動脈血管内濯流液を

PSS濯流液か らPSS濯流液にデキストラン

を濃度 5% にな るように 添加 した濯流液

(PSSD) に変更 した.その後， 濯流量を

Restに設定 し 30分間濯流させ，肺動脈圧

を安定さ せた.肺動脈圧安定後に，濯流量

をRestから Ex3まで段階的に増加 し肺動脈

圧 を連続的に測定 した .Ex3濯流後に， 潅

流量を Restに設定 し， 30分間濯流さ せ肺

動脈圧を安定さ せた.

0.03 mLl体重(g)/分 (Rest)，0.05 mLl体重(g)/ Fig. 1. A d叩 3111orthe Ilow叫 Josuresystem山 ngextracted blood vessels 

分 (Exercise1 Exl). 0.07 mLl体重(g)/分

(Exercise 2 : Ex2)および 0.09mLl体重(g)/

分 (Exercise3 : Ex3)の 4段階 とした.

4. 実験条件

全ての摘出肺動脈血管において， 下記の

(1)から (6)の全ての実験条件で肺動脈圧 を

測定した.なお， (1)から(6)の実験は連続 し

て実施した.

(1) 流量負荷実験

常酸素混合ガスでパブ リングされた PSS

栄養液を濯流液とし，安静時の肺動脈血管

血流量に相当する Restで 30分間濯流させ

た.肺動脈圧の安定を確認後， 濯流量を Rest

から Ex3まで段階的に増加 し，連続的に肺

動脈圧を測定した.その後， 濯流量を Rest
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(3)PSS潅流液における内皮 NO合成酵素阻

害剤前添加実験

(2)実験終了後に PSS濯流液に変更し，

濯流液に内皮NO合成酵素 阻 害剤である

トJ曲-Nitro-L-arginine methyl ester hydro-

chloride (Sigma); L-NAME (1.5x 1 0.8M)を

添加 した.添加後， 濯流量をRestに設定し

20分間濯流さ せた.その後，濯流量をRest

からEx3まで段階的 に増加し肺動脈圧を連

続的に測定した. Ex3潅流後に， 濯流量を

Restlこ設定し， 30分間濯流さ せ肺動脈圧を

安定させた.

(4) PSSD濯流液における 内皮 NO合成酵素

阻害剤前添加実験
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(3)実験終了後に，濯流液を PSSD濯流液

に変更し，直ちに，インドメタシン(10-SM) 

および

10 

添加

20分間濯流

Restから

L-NAME， (1.5xlQ-8M)を添加した.

後，濯流量を Restに設定し，

させた.その後，濯流量を Ex3 
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まで段階的に増加し肺動脈圧を連続的に測

定した.

統計処理

測定値は平均値±標準誤差で表し，有意

差は分散分析法を用い，危険率 5%未満を

有意水準とした。

5 

Time (min) 

Fig. 2. Rcpresentativc examples of changes in puhnonary arterial 

pre ss ure a nd flow ra te 

10 

。

動脈圧は，流量増加にともない有意に上昇

(Fig. 3， Pく0.01). PSSD濯流濯流時

においても，肺動脈圧は，流量増大にとも

ない有意に上昇した (Fig. 3， Pく0.01)• 

Rest， 0.05， 0.07および 0.09mL!体重(g)/

分潅流時における肺動脈圧は， PSS濯流時

より PSSD濯流時において有意に高値を示

した

なお，本研究は， r Guide for the Care and Use 

of Laboratory AnimalsJによる詳細な方針と

行程に従って実施された.

果結

流量に対する肺動脈圧の代表例を Fig.2 

した (Fig. 3. pく0.01)• 

PSS濯流時の肺動脈圧は，

加により上昇傾向を示したが，

PSS濯流時の肺動脈圧は， L-NNA 

L-NNAの添

有意ではな

に示した.

Fig. 3は， PSS濯流液および PSSD濯流

液を用いた場合における肺濯流量と肺動脈

圧の関係を示した. PSS濯流時における肺
かった.

!
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の添加により 0.05および 0.07mLl体重(g)!

分潅流時に有意な肺動脈圧の上昇が認めら

れた CFig.3， Pく0.05). PSSD 濯流時の肺動

脈庄は， L-NNAの添加により 0.05，0.07お

よび 0.09mLl体重(g)!分潅流時に有意な肺

動脈圧の上昇が認められた CFig.3， Pく0.05)

考 察

本研究は，新たに血管内皮細胞へ与える

ずり応力刺激の調整可能な摘出血管濯流装

置を開発することを目的として実施した.

運動時においては，末梢における酸素需

要の増大にともない，体循環と同様に肺循

環においても血流の増加が起こる 10) 運動

時には心拍出量の増加に伴い肺血流量は安

静時の 3から 4倍に達することが報告され

ている 11) 本研究における濯流量は，安静

時の肺動脈血管濯流量に相当する濯流量

CO.03mLlg体重/分)から最大運動時に相当

する湛流量 CO.09mLlg体重/分)まで段階的

に増加させて検討を行った.

また，運動時には，血流量の増加による

ずり応力の増大だけでなく，発汗にともな

う脱水によるずり応力の増大が考えられる.

さらに，高所における運動時は，低酸素に

よる換気克進にともなう脱水およびトレー

ニングにおける赤血球成分の増加によるず

り応力の増大が考えられる.本研究におい

ては，これらの運動時の増大を再現するた

めに，濯流液流量の変化だけでなく，濯流

液に 5%濃度のデキストランを添加するこ

とで高所トレーニングによるへマトクリッ

トの増加にともなう約 2~ 3倍の血液粘

性の増加を想定した範囲内と して濯流液自

体の粘性を増大させ，運動時の血管内環境

を再現した.

これまでに，樫村ら 12)は，覚醒 したラッ

トにおいて肺動脈血管内にカテーテノレを留

置することで，運動強度の増加にともない

161ー

5 

肺動脈圧が上昇することを報告している.

本研究において新たに開発した摘出血管潅

流曝露装置においても同様に，運動強度の

上昇を再現した濯流液流量の増大に対する

肺動脈圧の上昇を確認することができた.

また，本研究において測定された肺動脈圧

は，カテーテルを用いて測定した先行研究

とほぼ同様の値を示していた.これらのこ

とから，本研究により開発した摘出血管流

量暴露装置は生体内の流量に対する血圧反

応を再現可能であると考えられる.

生体内にカテーテノレを挿入して行う実験

においては，正確な血圧を測定できるとい

う最大の利点があるが，生体内における血

管緊張調節は，神経系および様々な血管作

動性物質の影響を受けているため，メカニ

ズムを特定するには問題点も多い.本研究

で開発した摘出血管潅流曝露装置は，摘出

した血管を用いるために神経系の関与を排

除することが可能であり，血管自体の緊張

調節機構を検討することに適していると考

えられる.また，本研究における検討は，

潅流液中に血管作動性物質量が全ての献体

において同一量であることから，血管内皮

細胞に対するずり応力の影響のみを検討す

ることが可能であったと考えられる.

これまでに NOは，血管内皮機能におい

て重要な役割を持つことが報告されている

4， 13) 血管内皮細胞における NOは，内皮

NO合成酵素(巴ndothelialNO synthase， eNOS) 

がアセチノレコリンやブラジキニンなどのア

ゴニストおよび Ca2十により活性化され産

生される.また，血管内皮細胞における NO

産生においては，内皮細胞表面にかかるず

り応力が主要な役割を果たしていることも

報告されている 14)

本研究において，濯流液に NO合成酵素

活性阻害剤である L-NAME を添加するこ

とで肺動脈圧の上昇が認められた.このこ

とから，潅流液流量に対する肺動脈圧調節

において血管内皮細胞から放出される NO
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が関与していたことが確認された.また，

L-NAME添加による肺動脈圧の上昇は，湛

流液流量および潅流液粘の増大にともない

増加した.これらのことから，本研究で開

発した摘出血管流量曝露装置は，濯流液流

量および濯流液粘性の増大，すなわち，ず

り応力の増大に対する血管緊張調節機構の

メカニズムの検討においても有効であると

考えられる.

要 約

本研究は，新たに血管内皮細胞へ与える

ずり応力刺激の調整可能な摘出血管濯流装

置を開発することを 目的 とした.本研究で

開発した摘出血管癌量曝露装置流量におけ

る濯流液流量および粘性に対する肺動脈圧

変化は，先行研究とほぼ同様の結果を示し

ていた.さらに，ー酸化窒素合成酵素阻害

剤である L・NAME添加 により肺動脈圧が

上昇する こと が確認されたこのことから ，

本研究において開発した摘出血管癌量曝露

装置流量は，ずり応力に対する血管緊張調

節反応の検討に有効であると考えられる.
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年齢階層別にみたウォーキング時における

熱中症予防のための水分摂取基準

A Standard for a Water Intake for Prevention of Heat Disorders 

during Walking by the Age Class 

寄本明

Akira YORIMOTO 

Abstract 

It was examined about a standard for a water intake for prevention of heat 

disorders for walking of the middle age person by the ambient temperature. An 

equation of regression was asked from the data on the research of ours until now 

from the relations between the ambient temperature (WBGT) and the sweat rate 

(g/kgl hour) in walking， and a water intake standard value was made to cope with an 

ambient temperature and ca1culated. 

Relations between the ambient tempera印re(WBGT) and the wat町 intake

standard value (glkg/hr) were shown with y=O.537x-7.100 in young person and 

ァ=1.248x-22.258in middle age person. A standard for a water intake in young 

person during walking were more than 4.181 mllkgl hour in WBGT 21
0 

C， more than 

6.330mllkgl hour in WBGT25
0

C， more than 7.941ml/kgl hour in WBGT28
0

C， and 

more than 9.553mllkgl hour in WBGT31
0

C. A standard for a water intake in 

middle age person during walking were more than 3.950mllkgl hour in WBGT 21 oC， 

more than 8.942m1/kgl hour in WBGT2YCラ morethan 12.686mllkgl hour in 

WBGT28
0

Cラ andmore than 16.430mllkgl hour in WBGT31 oC. 

緒 自

日本全国各地の平均気温は地球温暖化がすす

み 100年前と比べると 1oc以上、都市部では都

市化による ヒートアイ ラン ド現象の影響もあり

3
0

C前後上昇している(南、2003)。特に健康や
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生態系への影響の著しい夏季において、世界各

地で異常高温と健康被害が多発 し、高齢者の熱

中症発生および多数の死亡事例が報告されてい

る。このよう に夏季の高温による健康 リスクが

予測されてお り、温暖化に伴 う夏季の熱ストレ

スによる健康影響が重要課題のーっと位置づけ
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られる(安藤、 2003)。また、夏季運動時の脱水

や体温上昇による熱中症の発生も近年、中高年

者に多くなってきている。

ウォーキング実施者は中高年者に多く、夏季

のウォーキングは熱中症予防のための注意が必

要となる。暑熱環境下の運動時には体温上昇を

抑えるため主として発汗による熱放散を行う。

発汗が大量になると体内の水分量の減少、すな

わち血摂量の減少となり高体温や心拍数の増加

をもたらし、運動能力の低下や熱中症発生の危

険性が増加する。そのため熱中症予防には水分

及び塩分摂取が重要となる。しかし飲水の重要

性は多くの研究で報告されていが、適切な飲水

量を示したものは少ない。そこで、本研究では

ワォーキング時における熱中症予防のための環

境温度別の水分摂取基準について、特に若年成

人および中高年者の年齢階層別に検討した。

方 法

1 対象者および対象とした研究

水分摂取基準値はこれまでに著者らが実態調

査および実験で得られた先行研究のデータに基

づき算出した。対象とした調査 ・実験は①夏季

における日常でのウォーキング(中高年者 25

名:寄本ら、 2001)、②炎天下でのウォーキング

(中高年者 26名:寄本ら、 2001)、③25kmマー

チ(中高年者 75名:西川ら、 2004)、④17kmウ

ォーキング実験(中高年者 6名、若年成人 15

名:寄木ら、 2005)、⑤ウォーキング調査(若年

成人 15名.未発表資料、 2006)および⑥夏季環

境条件を設定した人工気象室でのウォーキング

相当の運動(成人 6名:寄本、 1992)である。

2.測定項目とその方法

運環境温度は暑熱環境を総合的に評価するた

め気温、湿度、気流および輯射を組み合わせた

湿球黒球温度 (WBGT: Wet Bulb Globe 

Temperature) を用いた。なお、 WBGTは自然気

流に暴露した湿球温度 (NWB)、乾球温度 (NDB)、

黒球温度(GT )から、屋外で は

WBGT=O. 7NWB+0.2GT+0. lNDBの式で算出される。
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ウォーキング時の発汗量は次の式により算出

した。

発汗量=(ウォーキング前の体重+飲水量)

ーウォーキング後の体重

なお、体重は 10g精度或いは 50g精度の体重

計を用いて計測した。ウォーキング中の飲水量

は適宜飲水ボトノレの重量を上皿自動天秤で秤量

し減少量を求め、その積算値とした。

歩行速度は各ウォーキングの所要時聞から算

出した。

心拍数は携帯型の心拍記憶装置を用い毎分測

定し、ワォーキング時の平均心拍数から運動強

度として心拍予備水準(%HRreserve)を求めた。

心拍予備水準はウォーキングにおける安静時心

拍数からの増加分を最大心拍数から安静時心拍

数を引いた値で除して求めた。

ウォーキンク守時の水分摂取基準はウォーキン

グ時における環境温度(WBGT)と発汗量(g/kg/hr)

との関係から回帰式を求め、スポーツ活動時の

熱中症予防指針(日本体育協会、 2006)で示さ

れている環境温度区分に対応させて算出した。

結 果

ウォーキング速度は対象とした調査や実験に

よって歩行距離が異なるため多少差異はあるが

若年成人、中高年者とも 4.5~6. Okm/hrであっ

た。 この際の運動強度を心拍予備水準(%

HRreserve) で示すと若年成人は 35~40%、中

高年者は 50~65%であった。

図 1にはウォーキング時の環境温度と発汗量

との関係を示した。環境温度 (WBGT) と発汗量

(g/kg/hr)との聞には若年成人および中高年者

とも 0.1%水準で有意な相関関係が認められた。

その回帰式は若年成人が y=0. 672 x -8. 875、中

高年者が y=l.560x-27. 822であり、回帰式の傾

斜は中高年者で、高かった。

表 1にはスポーツ活動時の熱中症予防指針

(日本体育協会、 2006) で示されている環境温

度区分に対応させて、若年成人におけるウォー

キング時の推定発汗量と水分摂取基準を示した。
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中高年者

y =1.560x-27.822 
r = 0.585 (p<O.OOl) 
n = 155 
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若年成人

y = 0.672x-8.875 
r = 0.679 (p<O.OOl) 
n = 54 
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WSGT (OC) 

との関係

表 2にはスポーツ活動時の熱中症予防指針

(日本体育協会、 2006)で示されている環境温

度区分に対応させて、中高年者におけるワォー

キング時の推定発汗量と水分摂取基準を示した。

推定発汗量は図 lに示した回帰式より算出し、

体重 (kg)・時間 (hr)当たりの値、日本人成人

女性の平均体重 (54kg)での値および日本人成

人男性の平均体重 (64kg) での値で示した。

WBGT31
0

C (乾球温 35
0

C)でのウォーキングは平

均的な体重の男女で 1時間の推定発汗量は

1.l1~1. 31kgに達する。これは体重の 2.1%の

脱水率となる。水分摂取基準は推定発汗量の

80%を摂取すること目安に考案した。環境温度

(WBGT)と水分摂取基準値 (g/kg/hr)との関係

を式で示すと y=1.248x-22. 258 (xはWBGT、

は水分摂取基準値)となった。

y 

と発汗量 (gjkgjhr)ウォーキング時の環境温度 (WBGT)

推定発汗量は図 1に示した回帰式より算出し、

体重 (kg)・時間 (hr)当たりの値、日本人成人

女性の平均体重 (54kg)での値および日本人成

人男性の平均体重 (64kg) での値で示した。環

境温度は WBGTで評価をするのが望ましいが、乾

球温度に換算すると WBGT31
0

CI土乾球温 35
0

C、

WBGT28
0

Cは乾球温 31
0

C、WBGT25
0

Cは乾球温 28
0

C、

WBGT21
0

CIま乾球温 24
0

Cにほぼ相当し、併記した。

WBGT31
0

C (乾球温 35
0

C)でのワォーキングは平

均的な体重の男女で 1時間の推定発汗量は

0.65~0. 76kgに達する。これは体重の1.2%の

脱水率となる。水分摂取基準は推定発汗量の

80%を摂取すること目安に考案した。環境温度

(WBGT)と水分摂取基準値 (g/kg/hr)との関係

を式で示すと y=O.537x-7. 100 (xはWBGT、yは

水分摂取基準値)となった。

図 1

若年成人における環境温度区分別のウオーキング時推定発汗量と水分摂取基準

54kg体重は日本人成人女性平均体重、 64kg体重は日本人成人男性の平均体重

表 1

水分摂取基準(若年成人)

g/kg/hr 54kg体重(g/hr) 64kg体重(g/hr)

9.553 520 620 

推定発汗量

g/kg/hr 

11.941 

環境温度

WBGT 

運動は原則中止

厳重警戒(激しい運動は中止)

警戒(積極的に休息)

注意(積極的に水分補給)

240C未満ほぽ安全(適宜水分補給)

日本体育協会予防指針
乾球温

350C以上31
0

C以上

510 430 7.941 9.927 310
C以上2S

0
C以上

410 350 6.330 7.912 2S0C以上25
0

C以上

270 230 4.181 5.226 240

C以上21
0C以上

21
0

C未満
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表 2 中高年者における環境温度区分別のウオーキング時推定発汗量と水分摂取基準

54kg体重は日本人成人女性平均体重、 64kg体重は日本人成人男性の平均体重

環境温度
日本体育協会予防指針

推定発汗量 水分摂取基準(中高年者)

WBGT 乾球温

31
0

C以上 350C以上運動は原則中止

28
0
C以上 310C以上厳重警戒(激しい運動は中止)

25
0
C以上 2S0C以上 警戒(積極的に休息)

21
0
C以上 240C以上注意(積極的に水分補給)

21
0

C未満 240C未満ほぽ安全(適宜水分補給)

考 察

ウォーキング愛好者は四季を通してウォーキ

ングを実施しており、夏季のウォーキング時は

脱水や体温上昇を起こし熱中症になる危険性が

ある。この熱中症とは暑い環境で生じる障害の

総称で、血圧低下や脳血流減少によりめまいや

失神が起こる熱失神、脱水で脱力感、頭痛、吐

き気などが起きる熱疲労、大量の発汗により血

液中の塩分濃度が低下し筋肉がけいれんする熱

けいれん、体温上昇で中枢機能に異常をきたし

意識障害を起こす熱射病のことを言う。暑熱環

境下のウォーキング時には体温上昇を抑えるた

め主として発汗による熱放散を行う 。発汗が大

量になると体内の水分量の減少、すなわち血摂

量の減少となり高体温や心拍数の増加をもたら

し、運動能力の低下や熱中症発生の危険性増加

となる。そのためこれらの予防には飲水が重要

である。飲水による脱水の回復は運動能力を低

下さすことなくウォーキングを遂行し、熱中症

の危険性を減らすことになる。WBGT31
0

C (乾球

温 35
0
C)のウォーキングでは平均的な体重の男

女とも 1時間に推定発汗量は若年成人で 0.6kg

以上、体重の1.2%に達し、中高年者で1.1kg 

以上、体重の 2.1%を超える脱水状況であった。

一般に、体重の 3%以上の脱水を起こすと、運

動能力の低下や体温調節機能の低下によって熱

中症の可能性が増大するため、2%を超えないよ

うに水分・塩分の補給を行う必要がある。特に、

中高年者や暑熱環境下の運動に馴れていない人

一168

g/kg/hr g/kg/hr 54kg体重(g/hr) 64kg体重(g/hr)

20.538 16.430 890 1，060 

15.858 12.686 690 820 

11.178 8.942 490 580 

4.938 3.950 220 260 

にとって、このようなワォーキングにおいて熱

中症の危険性が考えられ、充分な注意が必要で

ある。

水分摂取基準は推定発汗量の 80%を摂取す

ること目安に考案した。ウォーキング時の自由

飲水での水分摂取率は 17km ワォーキングで

62.1% (寄木ら、 2005)、25kmウォーキングで

51. 6% (西川ら、 2004)、歩行移動によるゴ、ルフ

プレーで 51.3% (寄本ら、 1999)であり、高温

環境下でのウォーキング時には自由に水分を摂

取しても 40~60% しか摂取できない。 ヒトでは

発汗による脱水時に自由に飲水させても直ちに

脱水量に相当する水分を摂取することがなく、

一般にその後の食事などと共に脱水を回復する

(森本、 2007) とされている。この様なことか

ら水分補給は積極的な飲水休憩と自由飲水を行

うことにより発汗量の 80%の補給を目指すべ

きである (McArdle ら、 2005;中井ら、 2007; 

日本生気象学会、 2008) との報告があり、本研

究ではこれらを勘案して発汗量の 80%を水分

摂取基準とした。本研究から環境温度 (WBGT)

と水分摂取基準値比/kg/hr)との関係は若年成

人で y=O.537x-7. 100 、中高年者で y=1.248x 

-22.258 (xは WBGT、yは水分摂取基準値)の

式が得られた。例えばこの式より中高年者の

WBGT31
0C (乾球温 35

0

C)のワォーキングでは 1

時間の推定発汗量は 1kg以上に達し、体重の

2%を超える脱水状況で、あったが、基準値の水分

量を摂取すると 0.4%の脱水に押さえることが

できる。若年成人の場合も同様に 0.4%の脱水

に押さえることができる。
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若年成人におけるWBGT25
0
C(乾球温280C)以上

でのウォーキング時水分摂取の目安

合体重64kg(男性)の場合

1時間ウォーキング 410ml 

5時間ウォーキング 2，050ml 

女体重54kg(女性)の場合

1時間ウォーキング 340ml 

5時間ウォーキング 1，700ml 

本飲水のヲイミンゲは1時間lこ2-4回に分けて補給する。

図2 若年成人における水分摂取基準の目安

(一例)

中高年者におけるWBG丁目。C(乾球温280C)以上

でのウオーキング時水分摂取の目安

女体重64kg(男性)の場合

1時間ウォーキング 560ml 

5時間ウォーキング 2，800ml 

女体重54kg(女性)の場合

1時間ウオーキング 480ml 

5時間ウオーキング 2，400ml 

*飲水の'Jイミングl立1時間!こ2-4固に分けて補給する。

図3 中高年者における水分摂取基準の目安

(一例)

一方、中高年者の特徴として、図 1の回帰直

線に示されたように中高年者は若年成人に比べ

発汗量は多く、さらに回帰式の傾斜は中高年者

で高くなっており、高温ほどその影響は大きい。

実際に暑熱環境下でウォーキング速度や距離を

各地で開催されているウォーキングイベントに

近い状況で実施した若年成人および中高年者の

水分摂取、脱水状況の比較において、若年者と

同じ量の水分補給を行っていても中高年者は発

汗量が多く、脱水が進行していた(寄本ら、2005)。

この様に中高年者が若年成人より発汗量が多く

なっているのはワォーキング時の運動強度に起

因していると考えられる。これらのウォーキン

グ時の歩行速度は若年成人、中高年者とも速歩

から急歩程度 (4.5~6. Okm/hr)であり、両者の
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聞にウォーキング速度の差はみられなかった。

しかし、ウォーキング時の運動強度(%

HRreserv e) では若年成人の 35~40% に比べ、

中高年者は 50~65% と高く、中高年者に生体負

担が大きくなっていた。さらに高齢者は脱水す

ると、体液バランスの回復が口渇感の低下や腎

機能の低下に起因し、若年成人より遅延する(井

上、 2002) と報告されており、より注意が必要

となる。中高年者は、若年成人よりも多くの水

分補給が必要であることが示された。

飲水のタイミングについてはウォーキング時

の水分摂取は水筒等を携行し約 30分毎に摂取

する(寄木、 200 1)、 1 時間に 2~4 回に分けて

補給する(日本体育協会、 2006)、コップ半分~

1杯程度の水分・塩分を 20"'-'30分ごとに補給す

る(日本生気象学会、 2008)という報告があり、

水分摂取基準の量を 1 回 200~250ml を基準とし

た回数が適当と考えられる。また、飲料の種類

については発汗により水と同時に塩分等も失わ

れており、大量の発汗の場合は塩分の補給も必

要であり、大量に発汗した場合水だけを飲むと

身体の電解質ノミランスが崩れ、熱けいれんなど

を起こす原因となる。また、水分だけを摂取し、

塩分を補給しないと希釈性の飲水停止が起こり、

体液量を保持できなくなる。すなわち、水分だ

けの摂取の場合は体液が薄まり、身体はそれを

防ぐためのどの渇きを止め水分補給を拒否し、

水利尿等によって自発的脱水(二次的脱水)を

起こし、その結果元の体液量まで回復しない。

長時間にわたる運動時にはスポーツ飲料のよう

な電解質を含んだ飲料水を頻繁に摂取する必要

があり、スポーツ飲料が水などの飲料水より

rehydration (体水分量の回復)を高められる。

このように飲水による脱水の回復は運動能力を

低下さすことなく運動を遂行し、熱中症の危険

性を減らす。

以上のことから、一般的な夏の日の環境温度

をWBGT25
0

C(乾球温 28
0

C)とした場合の若年成

人および中高年者のウォーキング時における熱

中症予防のための水分摂取基準の一例を示すと

図2、3のようになる。図には 1および 5時間
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の水分摂取基準値を示した。なお、本研究で示

しものは飽くまで基準値であり、各個人の体力

レベル、暑さへの耐性、体調、衣服条件等によ

っても体温調節反応は異なるため、個人差を考

慮して状況に応じて水分摂取量を増加さす必要

がある。

要 車包

中高年者のウォーキング時における熱中症予

防のための水分摂取基準について、環境温度別

に検討した。水分摂取基準値はこれまでに著者

らが実態調査および実験で得た先行研究のデー

タに基づき、ウォーキング時における環境温度

(WBGT)と発汗量 (g/kg/hr)との関係から回帰

式を求め、スポーツ活動時の熱中症予防指針で

示されている環境温度区分に対応させて算出し

た。

環境温度(WBGT)と水分摂取基準値(g/kg/hr)

との関係は若年成人で y=0.537x-7.100、中高年

者で y=1.248x -22. 258 (xはWBGT、yは水分摂

取基準値)の式が得られた。ウォーキング時の

水分摂取基準は若年成人の場合、 WBGT210Cで

4. 181ml/kg/hr以上、WBGT250Cで6.330ml/kg/hr 

以上、WBGT280Cで 7.941ml/kg/hr以上、WBGT310C

で9.553ml/kg/hr以上であった。中高年者の場

合は、WBGT21
0
Cで 3.950ml/kg/hr以上、WBGT250C

で 8.942ml/kg/hr以上、 WBGT280Cで 12.686

ml/kg/hr以上、 WBGT310Cで 16.430ml/kg/hr以

上であった。
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自己学習を促す英語の多読教育について

On Teaching Extensive Reading to Develop Learner Autonomy 

西津裕一

Yuichi NISIsZAWA 

1.はじめに

日本の英語教育の欠点のひとつに英語を読む量の少なさが指摘されることが多い。よく言われるように中

学から大学に入るまでに授業で読んだ、英語の分量を全部合わせてみてもペーパーパック l冊分にもならない

ことが多い(奥村 1999;金谷 2008)。

高等学校の外国語教育の時間と大学の教養課程における英語の時間における違いのひとつに授業の時間数

があげられる。たとえ 50分の授業であったとしても高等学校においては週に 5日あった外国語(英語)の

授業が、大学の教養の授業では、 90分の授業が週に一、 二回ということが多い。ただでさえ外国語の修得に

はその外国語に触れる時間の量が大切であるのに、週に 3時間程度では、なかなか効率があがらないのが現

状である。

これらの2つの側面、すなわち英語を読む分量の不足、そしてさらに英語に触れる時間の不足、を補うた

めのひとつの方法として、英語をたくさん家庭で読んでこさせる指導が考えられる。このような指導を授業

に取り入れることによって、英語を読む分量を増やすことが可能であるし、学習者が自主的に授業外の時間

でも英語で書かれた小説や英字新聞などを読むことを習慣づけることができれば、たとえそれが毎日 30分

程度の時間で、あっても、英語に触れる時間の不足を補うことが可能であるかもしれない。さらにそのような

学習を繰り返すことで、最終的に、自主的に英語の小説などを選択し読んでいこうという態度、すなわち「学

習者オートノミー」を養うことが可能ではないか。

以下は、このような問題意識から授業の最初の 30分程度を使って実施したたくさん本を読む指導の実践

報告である。

2.本報告における「学習者オートノミー」の定義

具体的な実践の紹介に入る前に、「学習者オートノミー」という考え方について整理しておきたい。近年、

外国語学習における「学習者オートノミーJに関して多くの研究が発表されている。しかしながら、「学習者

オートノミー」とは何か、ということに関しては、その研究者が、「学習者オー トノミー」のどの側面に焦点

を当てて研究するかによって異なるのが現状である。

「学習者オートノミー」の研究の始まりは、 1971年とされる。 1960年代の終わりに産業先進国となって

いた西洋諸国においては、これからの社会の進歩のために物質的な豊かさではなく、社会における個人を尊
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2 西津裕一

重した「生活の質」の向上に目を向けるべきだという考えが広まりつつあった。その後 1971年にヨーロツ

パ協議会(Counci1ofEurope)のModemLanguage ProjectがFranceのNancy大学に Cen回 deRecherchers 

et d' Applications en Langues (CRAPEL)を設立した。ここでは、社会の出来事に対して、より責任を持つ能

力を育てようとする個人が、自身のための学習に責任を持つ 「学習者オートノミーJの研究が進められてい

った。その後、時代が変わって IT技術が発達した現在に至るまで、「学習者オートノミー」としづ用語は外

国語学習の様々な文脈で使用されてきた。

こうした混乱した用語の使用を整理するために、 Bensonは 「学習者オートノミー」という語の意味につ

いて大きく次の3つに分類している (Benson1997)。

1) 技術としての「学習者オートノミー」

「学習者オートノミー」とは学習者が教育制度の外で言語を学ぶ行為である。

2) 心理的なものとしての「学習者オートノミ ~J

「学習者オートノミー」とは学習者に、より責任を負わせる態度とか能力の

複合概念である。

3) 政治的なものとしての「学習者オートノミー」

「学習者オートノミー」とは、学習の過程や内容をコントロールすることに

関する概念である。

もちろん Bensonは、これらは互いに完全に独立したもので、はなく、場合によっては互いに重なり合うもの

であると述べている。そこで本報告では、 Bensonの1と3を組み合わせて、「学習者オートノミー」を「教

師と学習者の関係の変化によって徐々に学習の過程や内容をコントロールし、最終的に、学習者が自主的に

授業外でも学習を進めようとする行為Jと定義し、授業実践を通じてどのようにしてその力を養っていくの

かというととについて考察する。

3.実践の背景

このような英語をたくさん読むことを取り入れた授業を始めるきっかけとなったのは、ある国立大学の一

般英語を担当しているときで、あった。90分の授業すべてを使って教科書の英文を精読するという「テキスト

一辺倒の単調な授業J(大学英語教育学会授業学研究委員会 2007)を行っていた際の学期末の自由記述のア

ンケートで、 「テキストの精読もいいですが、 HarryPotterのような有名な作品を l冊読んでみたいです」

という意見が目にとまった。そこで、次の年度から、学生にペーパーパックを買わせて、読んでくる範囲を

前の授業であらかじめ指定し、その内容に関する確認のテストを次の授業で行うという実践を行った。精読

の授業と比較すると事前に読んでくる分量が多くたいへんで、あったが、映画にもなっている有名な作品を用

いることで、また、ある程度作品を読んだ後実際に映画でその場面を確認するという活動も取り入れること

で、学生は以前よりもより積極的に授業に参加しているように感じられた。さらにその一方で、英語で本を

読むということ自体に楽しさを見出していると思われる学生もいた。そこで、このような実践を繰り返し、
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学期末に英語の本を自主的に読んでくるとしづ課題を出すことで学生が英語をたくさん読むことに対する

「学習者オートノミーJを育むことを促すことができないかと考えた。その実践について以下に報告をする。

4.実践の対象・科目名・時期・回数と時聞について

1)対象:関西の公立大学英語専攻ではない l回生29名 (男性 14名:女性 15名)

初回授業で、学生に英語学習についての意識調査を行ったところ、

英語をたくさん読むという指導を受けてきた学生はほとんどいなかった。

2)授業科目名:英語1 (必修)

3)実施時期:2008年度

4)実施回数と時間:週一回の通年の授業の始めの 30分程度で実施した。

5. 1実践の方法ー導入

まず導入として初回の授業で、学生がこれまで、受けてきた英語教育に欠けているのが、英語を読む 「量J

に対する意識であるということを口頭で説明した。つまり日本語の本であれば、来週の授業までに新書を l

冊読んでおいてくださいと指示されてもそんなに苦労を感じずにその本を読むことができる。しかし、それ

と同じように来週の授業までに英語の本を l冊読んで、おいてくださいと指示されてもそれができないのは、

これまで、英語の「量」を読むということを意識した学習をしてこなかったからだということを口頭で説明し

た。

そこでこの授業では、そのような 「量」を意識した学習の手始めとして、英語の物語を毎回5ページ程度

ずつ各自授業が始まるまでに読んできてもらって授業の初めにその内容を確認する。そしてそのような活動

を繰り返し行うことで最終的に数百ページの英語の本を l冊読み上げるので、それを契機に英語の本を自分

で自主的に読んで、いくということの楽しさを知って、それを習慣づけてもらいたいということを学生に口頭

で説明した。

このようにして、全体の導入を 「学習者オートノミー」を育むために学習者の意識を高める

( awareness-raising)ための手段として用いた。

5. 2実践の方法ー授業の内容

授業が始まる前にRoaldDal吐の刀leCharlie and the Chocolate Factoη(講談社英語文庫)を教科書とし

て購入してもらった。そして前の授業であらかじめ次週までに読んでおいて欲しい箇所 (5ページ程度)を

指定し、次回の授業の始めにハンドアウトで確認をすると口頭で伝えた。また、読む際には、わからない単

語はすぐに辞書などで確認するのではなく、いわゆる 「二度読み」、 一度目は辞書を引かずに読み、 二度目に

どうしても理解の妨げになる単語を主に後ろの注釈で確認をすること、もし注釈にもなければ辞書を引くこ

と、 主に後ろの注釈から単語の意味も出題するので必ず注釈にも目を通しておくように、といった注意事項

も口頭で確認した。

英語をたくさん読む活動は以下の手順で指導した。
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(T:指導者 S:学生)

l)T:机の上の筆記用具以外は片付けるように指示し、記入用の StudyQuestions for the Charlie and the 

Chocolate Factoゅを各学生に配布する。StudyQuestionsは次の 3つの部分に分かれている。

①Answer each question in English. 

(本文の内容に関する 3~5 問の質問。 内容の細部に関する質問よりも大まかに物語の筋を追う

質問を多く出すようにした)

②Answer the meaning of each word in Japanese. 

(英語の語棄に関する問題4問)

③ Writeyo町 questionsor comments on this part. 

(自由記述欄)

2)T:それぞれの質問に 15'""'-'20分程度で答えるように指示をする。

S:質問の答えを書き始める。

3) T: (5分程度過ぎた後で)①は基本的には英語で記入だが、どうしても英語が思い浮かばない場合は日

本語が入ってもかまわない、②はわからなくても何か記入すること、③はこの部分の感想、でも、理

解できなかった箇所についての質問で、もいいので、必ず何か記入すること、なお③については日本語

でも英語でもかまわない、①の問題で、何が問われているかわからない場合は遠慮なく指導者に質問

すること、といった指示を与える。

S:質問の答えを書き続ける。

4)T:次回の範囲を黒板に板書する。

5)T:学生が考えている聞に前回の StudyQuestionsを各個人に返却しておく。

S:質問の答えを書き続ける。

6) T: (10分ほど過ぎた後で)記入できた学生は提出して、必ず次回の範囲をチェックして、返却されたハ

ンドアウトを確認し、静かに後半の授業の予習をしておくように指示をする。

7) T:机間巡視しながら、記入できている学生は回収、記入できていない学生の進行状態も確認して、回

収した学生には、時間を無駄にせず、まだ記入できていない学生もいるので、静かに後半の予習を

しておくよ うに指示をする。

S:記入できた学生は提出して、次回の範囲を各自の本にチェ ックして後半の予習、記入できていない

学生は引き続き答えを考える。

8) T: (残り 5分程度になったら)残り 5分程度でまだの学生は仕上げるように指示、(実際にはすべての

学生が書き終わるまで、待って)残りの学生に提出させる。

9) T:学生の提出したハンドアウトにすばやく目を通し、②でよく間違えている箇所や①であまり答えら

れていない箇所に関して口頭で全体にコメントをする。その際、返却したハンドアウトにあった質
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問(わかりにくい箇所など)を紹介し、その質問を共有した後で解説をする。さらに、現在は物語

全体のどのあたりで、次回はどのようなことが起こるのかということに関して少しだけ説明を加え

て、学生が続きを読みたくなるように仕向ける。

S:教科書とハンドアウトを見て説明を聞いている。

(次回の授業までに)

10) T: 学生の提出したハンドアウトにすべて目を通して評価をする。その際に特に③に注意して、内容

についての質問等は別紙に整理して、あまり読めなかったという学生はTI)'it harder next time、今

回の範囲も楽しく読めたという学生には、 Enjoy江など学生の継続した学習を促すコメントを必ず

書き加えるようにする。

ある程度、読んだ分量がたまったら lから 9までの活動の後、その読んだ場面を映画で確認するという活

動も行った。だいたい四、五回の授業に一回の割合で読んだ箇所までの内容をDVDの映像で確認した。そ

れによって指導者は、学生に、事前に映画の場面を英語で読んでおけば、①それをどのように映像化してい

るかという視点が生まれ、よりその映画を楽しむことができるということを理解させて、さらに②映画の中

でどれぐらい原作の台詞がそのまま使用されているかということにも意識を向けさせた。またその一方で、

英語が苦手な学生に③読めなかった箇所を映像で、確認させて、次の授業で、少しでも読んでこようという意

識を持たせるようにした。

教材として授業で使用した映画は以下の2つで、ある。

1) Charlie and the Chocolate F actory rチャーリーとチョコレート工場J

(2005年製作 TimBurton監督)

2) Willie Wonka and the Chocolate Factoη 「夢のチヨコレート工場」

0971年製作 MelS加art監督)

主に 1を使用し、学期末などに2と比較したりした。

翻訳に関しては、基本的にはできるだ、け英語だ、けで読んで、いって欲しいが、どうしても英語だけでは不安

だという場合、あるいは自分は英語が苦手で翻訳で確認しなければ授業のペースにとてもついていけないと

いう場合は、利用してもかまわないということを、 4、5回目の授業で、口頭で伝えた。その際も必ず、英語

で読むというととを基準にして、それでよくわからなかった箇所を翻訳で確認、するようにと説明した。

この映画の翻訳として以下の2冊を紹介した。

1) rチョコレート工場の秘密J 柳瀬尚紀訳 2005年評論社)

2) rチョコレート工場の秘密田村隆一訳 1972年評論社)

巧
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初回の授業で翻訳のことを伝えなかったのは、最初から翻訳に過度に頼って欲しくなかったからで、ある。ま

たこの小説には、例えば、 Vuolet，you are tuming violet， Violetという台詞(第21章)やsquarecandies也at

look roundの場面(第23章)のように、翻訳だけを読んでいたのではよく理解できない箇所があるととも

説明した。またそのような翻訳が難しい表現(場面)が、 2つの翻訳で、どのように訳されているかを比較す

る楽しみもあることを伝えた。

このような活動を毎授業続けて、夏休み前の授業において、 1冊自分の読みたい英語の本を決めてそれを

読み、 BookReportを夏休み明けに提出するという課題を出した。

Book Reportについては、奥村(1999)のAppendixで紹介されている多読レポ}トの形式を使用させてい

ただいて、その本の summaryとcommentをなるべく多くの量を英語で書いてくるよう指導した。また自分

が読む本に関しては、基本的にどのような本を選択してもよいが、あまりに薄い絵本などは避けるように、

という指示を出した。また、自分で決められない学生は、付属図書館の洋書コーナーlにある本から選択して

もよいということも説明した。さらに、それでも決められない学生は指導者の研究室に相談に来るようにと

口頭で伝えた。

6.結果ー学生の BookReportから

本報告の冒頭で述べたように、この実践の目的はただ単に英語の本をたくさん読むだけではなく、最終的

には「学習者オートノミーJ、すなわち「教師と学習者の関係の変化によって徐々に学習の過程や内容をコン

トロールし、最終的に、学習者が自主的に授業外でも学習を進めようとする行為Jを育むということを目標

としている。そこで、その目標にどれくらい近づけたかを検証するための手段として学生のBookReportの内

容を取り上げる。

学生が読んできた本のタイトノレとページ数は以下の通りで、あった。

(なおページ数の記述が無かった本に関してはタイトノレのみを紹介する)

Julius Caesar (13) 

Storiesfrom Shakespeare(13) 

No Garden for George(20) 

Rip陥nWinkle (22) 

TimeforαRobbery (23) 

Danger Unde.棺round(31)

Sheela and the Robbers (31) 

αtePαir ofEyes (31) 

Calling All Monsters (38) 

Robinson Crusoe (44) 

lこの大学の付属図書館には、伊dedreadersのAdvanc巴d(2000 words)が219冊、 Upper(1500 words)が285冊、Intennediate
(1000 words)が312冊、 Elemen凶y(500words)が221冊、 B巴ginner(300words)が188冊、 PenguinActive Readingが14冊、英
語で書かれた文学(ベーパ}パック)が 93冊、合計 1340冊の洋書が所蔵されていた。
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Peter Pan (58) 

Skyjack(60) 

1百eSound ofMusic (63) 

1百eStory of Doctor Dolittle (70) 

1he Return of Sherlock Holmes (114) 

Anne ofGreen Gables (120) 

T百eAlchemist (167) 

M的 JPoppins (202) 

T百eLion， the Witch， and the Wardrobeο06) 

1he Sherlock Holmes Mysteries (533) 

Five Famous Fai，ηTales (600) 

Matildlα 

T五eHouse on the Moors 

A Bear Called Paddington 

1he GreatG.αtsby 

Dr.J均JllandMr.砂de

7 

学生のBookReportsより、 1)本の選択、 2)自己省察、3)継続した学習への意志、 4)読書の喜び、に関するコ

メン トを引用する。英文は誤りを含むものもあるが原文通りとした。

1)本の選択

・1studied world history in my school days. So 1 know the unsettled age in Rome. 

• 1 enjoyed reading because託isone of鼠mousstory in Japan. 

.Ihadknown也1Sstory when 1 read this book. Because Sound of Music is very famous movie. 

・百世sstory became a movie. There is the di島 rencebetween a novel and a movie. 

2)自己省察

• 1 have not ever read出1Sstory. 1 know on1y the title. 1 w出 lazyin the summer vacation. So I've much 

hurry read the book. 

. Novel is di:fficult. Because there is many metaphor expression. But therefore， read many novels. It 

leads to the acquisition of much vocabulary. It is impossible now. But some time the b∞k for adults 

will come to be readable， too. Language study is everyday accumulation is impo此ant.

3)継続した学習への意志

.Iwantto句 readinga foreign book after血1S.

• 1 wi11 read a lot of detective novels. 1 want to acquire power of reading in the白加re.1 felt good when 

lread也1Sbook. So 1 want to read books of every variety. 
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. When I began to read the book， I出oughtせlat比W出 bo出19.B凶 graduallyI felt it's interesting. And 

I started也inking出atI want to read another book. on也isoccasion， I read very short story. So I 

want to read more long one. I want to read foreign books. 

• I want to read original story of Peter Pan. 

'In白issummer， I read也isseries all. I want to read again and again. 

4)読書の喜び

. Anywaぁitwas delight that can read with weaken my “English" brain. 

• I have read也isnovel twice times. At血attime， Japanese. But， the impression is a li仕ledifferent 

when reading in English. Of course foreign book take time to read. It was the frrst experience也atI 

feel English is beauti血1.

本の選択については、重複したのは2冊 (Sheelaand the Robbersと1恥 SoundofMJωic)のみであり、

各学生が自分の興味に合わせて読みたい本を選択したことがわかる。26冊のうち付属図書館にあるものが、

21冊で、あった。gradedreadersで読んだ学生が 14名、ペーパーパックは7名、ページ数不明が 5名、であ

った。

引用したBookReportsのコメントからわかるととは、主に以下の通りである。

1)本の選択に関しては、以前に学校の別の授業で触れられたもの、日本でも有名なもの、あるいは映

固化されたもの、を選択する学生がいた。

2)夏休みの課題としたが、休暇中に読みきれず、授業が始まる前にあわてて読み終える学生もいた。

3)英語の本を l冊自主的に読むと、さらにもっと読みたいと考える学生が複数存在した。また graded

readersで読んだ本のオリジナルを読みたいと考える学生や、自分が読んだ本を何度も繰り返し読み

たいと考える学生もいた。

4)日本語の本ではなく英語の本を読むことに喜びを感じる学生がいた。さらに英語の本を読むことを

通して、英語が美しいと感じる学生もいた。

7.省察と今後の課題について

本論の冒頭で「学習者オートノミー」とは、 「教師と学習者の関係の変化によって徐々に学習の過程や内容

をコントロールし、最終的に、学習者が自主的に授業外でも学習を進めようとする行為」であると定義した。

そこで本実践では、英語の本を少しずつ読むという活動について、指導者は、初めに学習者の英語を読む

「量」 に対して意識を高め、その後、毎回の授業での活動を通して、それぞれの学習者が、自主的に本を読

むようにハンドアウトの comment欄で応援し、時には映画を紹介し、時には翻訳や言葉遊びについて言及

して、それぞれの学生が徐々に、自分の興味関心に合わせて、主体的にその本を読んで、いくように仕向けた。

その活動をある程度経た後の夏休みの課題において、自分で選択して本を 1冊読んでくる課題を出したと

ころ、 (もちろん授業の音刊面に組み入れられるからという要素もあるが)、各自の関心(映画化した作品、日
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本語で読んだことがある作品など)に従って本を読むことができた。内省する学習者(夏休み中に読めなか

った)もいれば、英語で本を読むことに対して高い意欲を持つ学習者(さらに読み続けたし、/喜びを感じる)

もいた。

Nunan (1997)も述べるように、いきなり先述したBenson(1997)の定義の lに見られるような、教育制度

の外で自主的に学んで、いくような学習者になることは困難である。真にオートノミーを持った学習者を育て

るためには，段階を踏む必要がある。その段階を調節(negotiate)するものとして指導者が必要なのである。

Voller(1997)は、とのような指導者と学習者の関係の調整の意識がなければ、オートノミーを持った学習者

を育てる学習は成功しないだろうと主張する。真にオートノミーを持った学習者に各個人がどの程度迫るこ

とができたかは明確ではないが、少なくとも学習者にそのような目標に至るまでの道筋を示すことはできた

のではなし、かと推察する。

最後に今後の課題として以下の 3点を挙げておきたい。

1) 定義として「教師と学習者の関係の変化によって徐々に学習の過程や内容をコントロールする」と

述べたが、結局、指導者の指示した活動を学習者はしているだけである。 StudyQuestionsにして

も学習者に問題を作らせるとか、 pairworkを取り入れるなど、さらに学習者に主体的に学習をさ

せる工夫が必要である。また真にオートノミーを持った学習者になるには、自己の学習に関して自

省(selιreflection)、あるいは、ある段階で自己の学習を他の学習者と共有(interdependence)、する

必要があるが、そのような活動もどこかに組み入れる必要がある。

2) 本実践のような本をたくさん読む活動が、本当に「学習者オートノミー」を促す効果があるのかと

いう実証的なデータが必要である。また gradedreadersなどの平易な読み物を使用した多読ではなく、

このようにいきなり数百ページの英語の小説を少しずつ授業で、読んで、いくことの効果に関しても、

検証する必要がある。

3) この授業が終わった後も学生が引き続き英語の本を読み続けることができるような何らかの

follow-upsを工夫する必要がある。
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Abstract 

百lIsreport demonstrates the teaching practice of focusing on也edeve10pment of 1earner autonomy in 

reading c1asses. j岨era brief definition of the concept of1eamer autonomy， genera1 c1ass pro叩 duresusing the 

annotated text of the Charlie and the Chocolate Factory are outlined. Students' oW1l comments in血eirbook 

reports are high1ighted.百lesecomments suggest that s旬dentsare invo1ved in the process of deve10ping血e廿

oW1l goa1s and content. fu the end， the importance of teacher's con仕01over也eprocess and content of 

1earning is emph出 ized.

百lepresent report shows no empirica1 relationship betwe明 白ereading c1ass activity and the 

deve10pment of1earner autonomy;白r也erstudy is needed on this point. 
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国際教育センター主催のセミナー

2008年 度第 1回セミナー

題 目: 祇園祭と山鉾行事の諸相

講 師: 深 見 茂 氏 (財団法人祇園祭山鉾連合会理事長)

日 時 : 2008年 12月 9日(火) 10時 40分'"'-'12時 10分

場 所: 滋賀県立大学 Al-301教室

講師紹介:

1934年京都に生まれる。1996年より財団法人祇園祭山鉾連合会理事長を務める。祇園祭の

顔としてよく知られているばかりでなく、ドイツ文学研究者としても著名であり、大阪市立大

学、滋賀県立大学、各教授として、これまで文学研究や研究者育成において多大な功績を残し

てこられた。本学在職中には、国際教育センター長も務められている。 1958年大阪大学大学院

文学研究科修士課程(独文学専攻)修了。 1994年大阪市立大学文学博士。大阪市立大学、滋賀

県立大学、各名誉教授。

概要:

そもそも祭を分析する場合には二つのアプローチの仕方が考えられます。その一つは人類学

的宗教学的なものであり、祭の持つ妖艶な魅力を考察し、祭が人間の存在と心にとってどんな

意味があるのかを問うところから入って行くというアプローチの仕方です。そしてもう一つは

社会学的民俗学的なものであり、祭の構造を観察し、それが機能する仕組みを分析して、祭が

人間の生活と精神にとってどんな位置を占めているかを問うところから入って行くという方法

です。しかし、祭に「捉えられたJ精神と、祭を「捉えようとする」精神は本来、不可分離な

ものであり、まさにそのことを幼少年時代の頃より自ら体験されてこられた立場から、この講

演では祇園祭の起源と縁起、歴史、山鉾懸装品、 「町中Jなど祭の魅力について詳しく解説し

ていただき、祇園祭の山鉾行事を執行することの現代的意義についてお話しいただきました。
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Acαdemic Reports ofthe University Center for Intercultural Education 

2008年度第2回セミナー

題 目 APractical Curriculum Model to Promote Leamer Autonomy in Y oung Leamers 

学習者の自主性を促進する実用的学習プログラム

講 師: カーノレヘッドパーグ (KarlHedberg)氏 (長浜バイオ大学)

日時 2009年 1月 30日(金) 13 時 10 分~14 時 40 分

場 所: 滋賀県立大学 A3-301教室

講師紹介:

Karl Hedberg has been teaching English in Japan for over 14 years. He eamed his Master's 

degree in Education from Temple University -Japan in 2002. He is the owner and head teacher 

at Keystone English School血Nagahama.He also currently teaches at the Nagahama Institute of 

Bio-Science and Technology and at Shiga University in Hikone. 

日本で 14年以上、英語を教える。2002年に TempleUniversityで教育学修士号取得。長浜で

英会話教室KeystoneEnglish Schoolを経営し、ヘッドティーチャーを務める。現在長浜バイオ

大学、および滋賀大学教育学部において講師を務める。

概要:

Promoting leamer autonomy is essential in helping students to become good leamers of 

language. Since developing autonomy is an ongoing and progressive procedure， a model is 

useful to monitor and help develop practical leaming ski11s. The speaker presented a 

well-known curriculum model and showed how it can be adapted to inc1ude the development of 

leamer autonomy. 

学習者の自律性を促進することは、学生が「よい言語学習者」になることを手助けするために

必要不可欠です。自律性を高めることは前進的で進歩的な手順であるため、カリキュラム・モデ

ルは実践的な学習スキルを確認したり、高めたりするのに役立ちます。本講演では、最初にこの

よく知られたモデ、ルの紹介があり、それがどのように学習者の自律性を高めるのに適用されるか

についてお話しいただきました。
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祇園祭と山鉾行事の諸相

深見茂

(財団法人祇園祭山鉾連合会理事長)

1.起源と縁起:

起源:

諸説あるが、今日の学者たちの主張するところによれば、貞観 11年 (869)、疫病退散を願って、神泉苑

(現在は二条城の南にあるが、当時は広大な領域を有し、京都の水源の中心と考えられていた)に 66本

の鉾を立て、祇園社(祇園感神院=現在の八坂神社の前身で、当時は仏教寺院であった)から神輿を神泉

苑に送ったとされる年をもって祇園御霊会(ぎおんごりょうえ) =今日の祇園祭の開始とされている。

縁起:

牛頭天王(ごづてんのう。ヒンズーの神で、 日本に垂遮して、素養鳴尊に擬されている)伝説による。あ

るとき、牛頭天王は妻問いの旅に出て南海にいたり、途中、旅に行き暮れて、分限者、つまり大金持ちと

して巨大な屋敷を構える巨旦将来(こたんしょうらし、)なる男のもとに宿を求めて拒否される。しかしこ

の巨旦将来の屋敷に住むある女(のちに登場する蘇民将来の娘で、巨旦の妻となっていた、とも、侍女で

あったともいう)の案内で、巨旦の兄弟である蘇民将来(そみんしょうらい)のもとを訪ねる。蘇民将来

はあばら家に暮らす極貧の身であったが、牛頭天王を喜んで迎え入れ、藁の床と、粟の粥で歓待したとい

う。牛頭天王はこれを多として感謝し、翌朝、再会を約して更に旅を続け、ついに頗梨莱女(はりさいじ

よ。日本神話では櫛稲田姫に擬せられている)なる女性を見出し、これを要り、八人の王子(八王子)を

もうける。やがて牛頭天王は妻と成人した八王子を引き連れて故国への帰還の途に就き、あの蘇民将来の

もとを再訪し、旧交を温めたのち、「これより巨旦将来を襲って一族蔵滅の復讐戦を挑むつもりである。

ついては、蘇民将来の一族は目印の守り札として腰に茅の輪をつけておけ」と命じ(綜の由来)、かの巨

E将来の屋敷の女については、桃の木片に「急々如律令J(きゅうきゅうによりつりょう) (= ["急ぎ急ぎ

て律令の如くなせJ) なる呪文を書いた守り札を与えておく。しかるのち、牛頭天王は八王子を率いて巨

旦将来の屋敷を襲い、その一族を皆殺しにした、という。

この伝承は旧約聖書の第二書「出エジプト記」に記載されている、ユダヤ民族のエジプト脱出にまつわ

る伝説と極めて類似している。すなわち、モーセを通じてヤーウェの神がもたらす十の災厄の最後「長子

の難」に際し、守り札として指示した「子羊の血」がちょうど「綜Jに当たるからである。

両者の関係の究明は今は措くとしても、古代宗教における神々は洋の東西を間わず、「怒りの神」、「ね

たみの神」であり、古代の諸民族はこのような怒りやねたみの神々にいかにして愛され、その災厄からい

かにして逃れ得るかに汲々としていたのである。
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II.歴史:

山鉾風流の成立:

このように、疫を京都の住民たちから取り除いてくれるようにと、祇園社を中心に皇室、公家、武家等、

要するに時代の権力者層が主催する神事が、神輿渡御(みこしとぎょ)を中心にその形態を整えて行った

ことに対応し、やがて、氏子自身も、それを擬した、ないし協賛の意を表した別個の祭事を工夫するにい

たる。これを風流(ふりゅう)と称し、さまざまな飾り物が練り歩いた。清少納言の『枕草子』にも、「心

地よげなるもの、 L.....1御霊会(ごりょうえ)の馬の長(うまのおさ)Jとあるが、ことで「御霊会」と

は祇園祭のことであり、「馬の長」と呼ばれているものは、朝廷の使者ではあるが、そうした祇園祭の風

流の一つなので、ある。

やがて、この行事が広く知られ、全国から見物人が訪れるようになるにつれ、また、当時の政治権力も

この祭事を支援したことも相侠って、次第に多彩かっ大型化し、今日の山鉾に近い出し物が次々と氏子の

区域周辺を巡行するようになる。こうした行事を総称して 「山鉾風流(やまぼこふりゅう)J と呼んでい

る。

応仁の乱(1467年勃発)まで:

この山鉾は、応仁の乱が勃発するまで、 58基も存在したことが資料により知られている。しかし、京

都を焦土と化したといわれる応仁の乱により全滅したとされる。

明応9年(1500): 

応仁の乱から次第に復興し始めた山鉾行事が、ほぼ完全に旧に復したとされ、主主取り行事が始まった明

応9年(1500)、巡行に参加した山鉾の数は36基前後で、あった。

その後、所在不明となった山鉾、交替で出ていた山鉾、町籍が変更になった山鉾、まだ出ていなかった

山鉾(木賊山)、等あり、事情は複雑である。

参考文献:脇田晴子著 中世京都と祇閤祭。疫神と都市の生活 中公新書 1481(1999) 

現在:

しかしながら、今日存在している 32基の山鉾、および現在休み山となっている 3基の山鉾、計 35基

ほぼすべて、この明応9年における名称(山鉾の名前)、町籍(どの町内が出していたか)、風流(どのよ

うな趣向の飾りものをしていたか)の 3点をそのまま引き継いで今日におよんでいる。

それゆえ、休み山を含むこれら 35基の山鉾が、今日、祇園祭の山鉾行事に参加し得る、また、参加す

べき山鉾である、とされる。
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ill. 山鉾懸装晶:

山鉾を飾る懸装品には、染織品、刺繍、漆製品、金工品、絵画、人形、鎧、金冠・御幣等の紙製品等、

多岐にわたり、詳細説明はできないけれども、調査が終了している「渡来染織品jについて、その出自に

関する分類を列挙し、戦国時代以降、鎖国時代を含み、し、かに多彩な外国製品を導入していたか、提示し

ておく。すなわち、全297点の渡来品の生産地は、

中国 156点

中国近辺 27点

朝鮮 37，京

インド 34点

パキスタン 3点

アフガニスタン 5点

ベノレシャ 2点

カザフスタン 2点

トルコ l点

ヨーロッパ 30点

参考文献:祇園祭山鉾連合会刊(梶谷宣子・吉田孝次郎著) 祇園祭山鉾懸装品調査報告書。渡来染織品

の部 (1992) 絶 版 一

w.山鉾行事の運営主体の組織(江戸時代から明治31年頃まで): 

(1) I町中(ちょうじゅう)J : 

江戸時代より山鉾を所有し、山鉾行事を運営していた組織は、町中と呼ばれていた。周知の通り京都

の町は中国の長安を模範として造営され、その中心部は碁盤の目状になっている。その析目の一辺は

60間(けん)、すなわち約 110メートノレで、ある。この一辺の通りを隔てて相対する住居区域が「町中」

と呼ばれる行政単位である。

(2) I町衆(ちょうしゅう)J : 

そしてこの相対する住居に住む住民、これが「町衆(ちょうしゅう)Jと呼ばれる人々である。

そして祇園祭の山鉾はこの「町中」が保有し、「町衆」が運営していたのである。

(3) I寄町(よりちょう)J : 

さらに、これら山鉾を保有運営する町中それぞれを、その周辺部の氏子数ヶ町が、主として財政的に

支援する義務を負っていた。これらの町中を「寄町(よりちょう)Jと称し、豊臣秀吉が導入したと
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される。

(4)町中の行政的役割:

さて、秀吉以後、江戸時代において、町中は租税は免除されていたが、役人の給料の支払い、その他、

折あるごとの寄付等の義務は負っていた。しかし、他方、不動産所有売買権、居住転出入認許可権、

印鑑証明発行権、等を保有し行使していた。つまり、幕府は裁判権と警察権は保有していたが、その

他の行政諸業務は強制的に町中に請け負わせ、今日風にいえば、 「小さい政府Jを形成していたわけ

である。それ故、結果として、町中は、なるほど諸制限はあったが(たとえば、武士・検校は居住さ

せてはならない等)、これも今日風にいえば、幕府直轄の一種の行政代行特殊法人のごとき存在であ

った。さらに町中は、町内各戸が表通りに面して占める間口の広さに応じて町費を徴収してもいたか

ら、相当な権力と財力とを保持した自治組織として、町衆を統括していたのである。

具体的、かっ簡略にこれらの諸権利の持つ意味を説明する。例えば、町中の居住者の一人が転出す

るとする。すると、町中はまずその空き家を買収する。次に誰をその家に住まわせるか、または賃貸

するか、を希望者のなかから吟味選定することが出来るわけである。適当な人がいなければ、その空

き家は当面、「町中持ち(ちょうじゅうもち)Jとして保管する。とうして、町中は、地域にふさわし

い職業集団を集めつつ、常に町内に一定の経済的、文化的、良俗的水準を保つことができたのである。

また、手形発行に必要な印鑑証明発行権をにぎ、っていることの意味は説明するまでもあるまい。町中

の承認がなければ商売もできなかたわけである。(今日風にいえば、コミュニティーの諸問題である。

私は専門ではないが、中世ヨーロ ッパ諸都市の運営との比較は興味あるテーマの一つで、あろう。)

(5) r町家(ちょういえ)Jの存在と機能:

町中はその所有する不動産(町内の家屋・土地)の一つを「町家(ちょういえ)Jとして使用してい

た。このことは別して、山鉾を保有する町中にとっては重要な意味を持っていた。すなわち、彼らは

この 「町家Jを諸種の会合 ・相談の場としたほか、その裏にある蔵(倉庫)に、自分たちの山鉾の資

材や、懸装品を収蔵し、祭に際しては、表に面する二階等にそれら懸装品や人形(御神体)を飾り(1会

所飾り」と称する)、蝉子方を有する山鉾はそこで、嚇子も行なっていた(1二階曜子」と称する)。そ

して、この 「町家」の前に自町の山鉾を建てたのである。

なお、普段は人に貸与し、家賃収入を得ていたのが普通で、あった。

v.町中の衰退と山鉾町の窮状(明治 31年頃より敗戦前後まで): 

(1) r寄町」制度の廃止:

しかるに明治維新となり、まず秀吉以来存続してきた寄町制が明治5年廃止され、 一部の山鉾は財政

的に重大な危機に陥る。いくつかの鉾は、売却ないし質入れの瀬戸際においとまれた。この危機は、

八坂神社を拠点とし、氏子の聞から寄付をつのり、基金を作って困窮山鉾町に融資する組織「清々講
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社」の設立により辛うじて回避された。

(2) 1町中」の解体:

次に明治31年、京都市が自治権を得て独立し、京都市制が施行されると、「町中」は、保有していた

上記の諸権利をことごとく喪失し、「公同組合会」としづ任意団体になり下がる。つまり、「町中」は

その法人格を喪失した結果、

1) 1公同組合会」は、もはや、町内に住む町衆を、祇園祭を維持するために動員する法

的根拠を失った。かっ、巨大な官僚組織と化した京都市を維持するために課税されることとなり、「公

同組合会」は、その徴税業務を請け負うこととなった。

2) 1公同組合会」は任意団体となったため、不動産を所有する資格を喪失した。つまり、

「町家(ちょういえ)Jを保有する権利を失ったので、ある。そこで、各山鉾町は、急逮、町内の有力

者一名ないし複数名の名義で法務局に登記し直したのである。これはのちのち深刻な影響を祇園祭に

及ぼす事となる。なぜならば公的財産が個人財産に変じたのであり、これは、共有であった財産が、

個人の怒意に委ねられることを意味するからである。

3) 山鉾そのものの所有権も主管組織の任意団体化によりグレーゾーンに入る。こうして、

諾権利を剥奪され、所有関係は暖昧化し、課税義務が増大した結果、貧困化した山鉾町は、困窮状態

のまま、懸装品等の修理新調もままならず、古ぼけた山鉾を抱えて第二次大戦時代へと突入して行く。

(3)さらに、都市の近代化に伴う諸障害の発生:

明治45年、京都府知事は祇園祭山鉾巡行の中止の命令を発する。理由は、京都市中における、電線・

電話線の空中架設、市電線の敷設、等、要するに都市の近代化に伴う道路障害の発生であった。この

命令は、地元新聞社を中心とした、知識人たちによる反対キャンベーンの展開と、市民の反対運動の

結果、取り下げられたが、この問題はその後も尾を引き、昭和 31年からの巡行路の抜本的変更、昭

和 41年からの、「先祭(さきまつり)J 07日)と、 「後祭(あとまつり)J (24日)の合併という形

で、結論がでる。

(4)敗戦 (945)前後における山鉾行事廃絶の危機:

すでに昭和 18年 (943)、戦争激化により、山鉾行事は中止に追い込まれていたが、敗戦後は、昭

和 22年 (947)、一部復活までの 4年間、休止状態となる。しかも、占領軍による、国家神道の禁

止により、祇園祭はもとより、山鉾行事の存続も危ぶまれ、山鉾の没収も危倶された。いくつかの山

鉾町での町家の売却による喪失、一部懸装品の流出や紛失もこのころ発生した。

羽.祇園祭山鉾行事の復興・維持への取り組みについて

(大正・昭和・戦後以降): 

もとより、こうした近代の危機に対応する各方面の取り組みは早くからなされて来た。
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(1)祇園信仰の継続:

なによりもまず触れておかねばならないのは、上記、 vの(2)の1)に述べたように、「町中」が町衆

に対する祭礼への法的動員権を喪失したにもかかわらず、町衆の間に伝統的に定着していた土着的祇

園信仰はなお脈々として生きていたから、山鉾行事はその後も毎年、従来通り執行されることができ

たことである。(なお、この精神的伝統の崩壊は昭和 20年の敗戦以降に発生し、今日の最も深刻な問

題と化していることは、日本の他の諸伝統的民俗行事と同じである。)

(2) I清々講社」の結成(明治5年): 

さて、具体的対応としては、まず、すでにVの(1)で触れた募金機関「清々講社」による困窮山鉾に

対する融資事業が最も早い対策の一つである。

(3)山鉾保存会の財団法人化運動:

次に、早くも大正時代、山鉾行事にとっての最重要拠点、である不動産「町家」の所有権を奪回すべく、

山鉾保存会の公益法人化運動が着手される。 1923年に一件(1放下鉾(ほうかぽこ)保存会J)が成

功したのを手始めに、この運動は戦前戦後を通じて行われ、今日、 32山鉾保存会中、 23保存会まで

が財団法人化に成功している。これによるメリットは、単に税制上の諸優遇点のみではない。不動産

を私有から公有化し、山鉾を法人の基本財産化することにより、その所有権の帰属を明確化できるか

らである。

ただし、公益法人化と一言で表現するのは簡単であるが、その実現には各保存会は非常な努力を払

わねばならなかった。その事業の完全成功のために 10年、 20年という年月を要した保存会も少なく

ない。

(4)公的機関による補助制度の整備。及び、それとの関連における「山鉾連合会」の結成(大正 12年(1923)。

平成4年 (992)、財団法人化): 

もとより、江戸時代から、山鉾を所有する町中相互間に連絡機関は存在していたけれども、大正 12

年 (923)、京都市による修繕補助制度の新設、また、昭和 14年 (1939)には、「私祭奨励金J名目

による補助制度の新設等、公的機関による補助制度が整備され、更には、 Vの (3)で触れたような、

都市近代化に伴う諸問題の発生、また、観光化の拡大による宵山や巡行時における交通規制、山鉾警

備、人的安全確保、等、各山鉾単独では解決不可能な諸問題を協議し、あわせて、各山鉾聞のより円

滑な意思の疎通を図るべく、大正 12年(1923)、「山鉾連合会」が結成されるにいたる。これは、の

ち、平成4年(1992)、財団法人化され、今日にいたっている。

(5)国家による「重要有形民俗文化財J(昭和37年(1962))、「重要無形民俗文化財J(昭和54年 (979)) 

の指定:

その後、「祇園祭山鉾J29基が、国家により「重要有形民俗文化財」に指定され、さらには「京都祇

園祭の山鉾行事jが、同じく国家により「重要無形民俗文化財」に指定された。これにより、国家の

補助金を受けての山鉾行事の維持継承が可能となったのである。
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(6)文化庁により、平成20年 8月、「京都祇園祭の山鉾行事」をユネスコ無形文化遺産第一回リスト登録

の囲内候補のーっとすることが決定された:

「ユネスコ無形文化遺産」のリストに登録されることは、なによりも京都の文化的活性化に貢献する

ことはもちろんであるが、この運動にはもっと深刻で、重要な目的がかくれている。すなわち、すで

に述べきたったところからも明らかなように、祭行事などと言うものは、大きな社会的、政治的変動

に遭遇すると、あっというまに消滅してしまうものなのである。その一番の典型は、東京である。祭

礼の都、祭りの町とうたわれた江戸の町には、神田と山王だけでも 80本を超える屋台や山車(だし)

が存在した。それが現在、残存しているのは神輿のみである。消滅の理由は、関東大震災や東京大空

襲以前の問題で、あった。すなわち、まず首都機能完備のための電灯線、電話線、市街電車敷設等に伴

う架空電線という道路障害が発生したこと、次に、江戸の祭は天下祭といわれ、山王祭は元和元年

(1615)以来、神田祭は元禄元年(1688)以来、江戸城参入、将軍上覧の資格を持つ、いわば徳川|

幕府の威光の象徴で、あったため、明治政府に嫌われたことである。前者は社会的、後者は政治的理由

であろう。

これが祇園祭山鉾行事にとって、他人事ではないことは、既に見てきた通りである。

また、このような急激な変動のほかにじわじわと迫りくる、経済的・思想的な変化も、日本の民俗

文化の、そして祭文化の根を掘り崩しつつある。

その見地から、我々祭文化を保存継承しようとする者たちは、あらゆる機会をとらえて、品位ある

方法で祭にステータスを常に高める努力をしなければならない。その意味において、今回のリスト登

録に成功することは、祇園祭の山鉾行事を国際的な関心のもとに置き、日本政府にこれを守る責任を

より強く自覚させる機会となることが期待されるわけである。

w.結び:

以上をふまえ、最後に、山鉾連合会の責任者として、祇園祭の山鉾行事を執行してゆく上での

私の基本的な考え方を述べておきたい。

まず、やや長文だが、引用を一つ。これは、中村敦夫という俳優で、政治家でもある人物の言

葉である。(~子どもたちの八月十五日』 岩波新書 より)

「江戸時代から日本はお上の国だ、った。しかし当時のお上は各藩の藩主であり中央政府ではな

い。そして藩の下には無数の地域共同体がそれなりの自主性をもって呼吸していた。自分たちの

生活についてはある程度の地域の自主志向が残されていた。こうした共同体的主体性が失われた

のは明治維新以降である。日本は近代化を急ぐあまり強権的な国家主義路線を選択した。中央集

権を強化させるために個人や地域の自主自立性を徹底的に抹殺した。人々はつかみ所はないが巨

大な権力を行使する国家、つまり新しいお上の影におびえ、次々と主体性と自己決定権を放棄し
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てきた。だからお上の始めた戦争に関しても責任を感じないし、その是非についても考えもしな

い。主体性の放棄は思考停止を生み、今日でもその状況は続いている。j

さて、京都においても、日本国家の近代化と中央集権化は、かつて活発な市民生活を展開して

きた市内中心部の町衆の「自主自立性を徹底的に抹殺しjてしまった。にもかかわらず、その町

衆の精神が支えてきた祇園祭の山鉾行事のみは、江戸の町とは異なり、無傷のままで町衆の手に

生き残った、というこの事実を、今引用した文章の趣旨に沿って考えるとき、その象徴的意義は

重要である。すなわち、祇園祭山鉾行事こそは、京都市民がかつて行政的諸権利を保有し、自主

性と自己決定権とをもって自律的精神生活を営んでいたことを、現代のわれわれに、①想起させ、

我々市民が今日もなお潜在的にその能力を備えていることを、 ②保証し、将来その能力を杜会的

政治的に顕現させ得る、③希望を与える、これら三点を美的に、また信仰的に象徴する民間行事

として、われわれの手に残され、委ねられたのである、と考えられるからである。
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A Practical Curriculum Model to Promote Learner Autonomy in Young 

Learners 

Karl HEDBERG 

Introduction 

This paper will outline a presentation 1 gave at the University of Shiga Prefecture in 

January of 2009. At that time， 1 presented a modified version of a well-known curriculum 

model created by J.D. Brown in 1995. The modified version has an additional component that 

aims to promote the development of leamer autonomy. In the presentation， 1 showed how this 

model could be applied to create and maintain language courses for young leamers. For this 

paper， 1 will first present a few definitions of leamer autonomy. Second， 1 will discuss some 

guiding principles that helped influence my interest in developing leamer autonomy in young 

leamers. Third， 1 will present the modified version of the curriculum model and discuss some 

practical applications of each component. Forth， 1 will outline some additional practical 

applications ofthe model. Finally， 1 will conclude with some final thoughts on the subject. 

What is Learner Autonomy? 

Any discussion on leamer autonomy should start with some basic definitions. Leamer 

autonomy was most notably defined by Hemi Holec in 1981. He said，“The main idea of 

leamer autonomy is that students should take responsibility for their own leaming， rather than 

be dependent on the teacher." Since that time， leamer autonomy has become a prominent 

theme and buzz phrase in the field of ESL. Another notable definition is Nunan's (1988) 

definition in which he states that leamer autonomy is not an absolute concept. There are 

degrees of autonomy， and to the extent of which it is feasible or desirable for leamers to 

embrace autonomy will depend on a range of factors to do with the personality of the leamer， 

the goals in the undertaking the study of another language， the philosophy of the institution (if 

any) providing the instruction， and the cultural context within which the leaming takes place." 

This definition struck a particular cord with me as 1 feel it is essential as a teacher of young 

leamers to start leading my students down the path towards autonomous leaming. 
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Guiding Principles 

Kumaravadivelu (1994) st剖esth剖 thefield of ESL has entered the age of what he 

termed as “The Post Method Condition". There are three main characteristics ofthis condition. 

First， no single method can handle the complexity of language learning and teaching. Second， 

the condition must recognize teacher autonomy. Third， principle pragmatism plays a larger 

part of how we can shape c1assroom learning. In addition to these three characteristics， he 

goes on to list ten macro-strategies in what he calls“a strategic企ameworkfor L2 teaching." 

They 紅 e:maXlmlze learning opportunities， facilitate negotiated interaction， minimize 

perceptual mismatches， activate intuitive heuristics， foster language awareness， contextualize 

linguistic input， integrate language skills， promote learner autonomy， raise cultural 

consciousness， and ensure social relevance. Kumaravadivelu and the Post Method Condition 

have played a major part in shaping my approach to teaching. 

In addition to the above principles， 1 was also influenced by a similar list of principles 

advocated by Williams (1998) that are specifically focused on teaching young learners. If we 

comp訂 ethese principles with Kumaradivelu， we cannot help but notice the overlap. 

Williams' ten principles訂 e:Start where the child is， encourage social interaction， support the 

negotiation of meaning and collaborative talk， allow children to be active participants in the 

learning process， pitch input within the zone of proximal development， introduce language at 

discourse level， plan meaningful and purpose白1activities within a c1ear and familiar context， 

help learners to become more independent and autonomous， develop a supportive and non 

threatening leaming environment， and test and assess in the way we teach. With these 

principles in mind， 1 have been aiming to create courses that adhere to these principles as 

much as possible. 

In most English teaching situations in Japan， teachers of young learners usually have 

limited class time to expose children to comprehensible input. Since most students are not 

afforded the benefits of language immersion， it is essential for teachers to develop ways for 

students to study outside of the classroom. As an owner of a small English conversation 

school， 1 am in the fortunate situation of being able to monitor my students and their progress 

for extended periods of time. Many of my students h 
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a unique opportunity as well as responsibility to prep町 estudents for the ye町 sof studying 

ahead. H.D. Brown (1994) points out that for many ye紅 sTEFL methods， course books， and 

teachers were largely concemed with the delivery of a project and not so much on the role of 

the leamer in the process. He argues that the methods students use to leam the target language 

are just as important as the methods that are used by the teachers to instruct the language. 

To address the needs of both teaching the language and developing leamer autonomy， 

Nunan (1997) outlines a scheme to gradually increase the level of autonomy. This scheme 

contains two main components， the content domain and the process domain. This can be 

simply redefined as the “what" and the “how"ぬldentsleam. These domains run parallel with 

each other in their development. For the content component， 1 have chosen a course book 

series that 1 felt matched my students' language leaming needs and still fulfilled my principle 

requirements. In addition to the course book series， the teachers and 1 have been choosing 

supplementary materials (often with the students help) and have been developing a leamer 

access center that will be further discussed later in this paper. 

The development of the process domain is heavily inf1uenced by the implementation 

model as proposed by Nunan (1997). The implementation model has five levels. They訂 e:

awareness， involvement， intervention， creation， and transcendence. Realistically， 1 cannot 

expect young leamers to quickly reach the upper levels of this scale but it is possible to have 

students make the first steps towards becoming true autonomous leamers. 

The development of leamer autonomy also leads to the promotion of self-confidence. 

H.D. Brown (1994) inc1udes the promotion of self-confidence as one of his twelve guiding 

principles. He states，“At the heart of alllearning is the condition that a person believes in his 

or her own ability to accomplish the task". 1 believe that this is even more so for young 

leamers. Additionally， Brown (1994) mentions sequencing tasks from easier ones to more 

difficult ones as essential to maintain motivation. While， 1 think Brown was primarily 

focusing on the content of the language， Hedberg (2003) suggests that this can also apply to 

the leaming process as well. Developing leamer autonomy depends greatly on having and 

maintaining long-term motivation， so it is important to spen 
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The need for a model to development learner autonomy 

Systematic approach for designing and maintaining language curriculum 

J.D. Brown (1995) 
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The development of learner autonomy is a major component in the courses th瓜 wehave

developed at my own English language conversation school. This is declared in our mission 

statement and we believe very strongly in the development of this principle. As a result， we 

sought out a model that we could use to help create， monitor and adapt as our students 

progress with their language learning. A model is very useful in that it can provide a 

systematic approach to help create the course， monitor progress (or lack of)， and adapt to the 

changesth剖 occurin the learning process. In seeking out a model， Hedberg (2003) found that 

the curriculum model that J.D. Brown (1995) created could be adapted to account for the 

development of learner autonomy. In Brown's model， the primary focus is on the content 

domain. In order to better monitor the “process domain" the model has been adapted to make 

the development of learner autonomy a main component. 
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an model has six main components and Hedberg's adapted model has Brown's 

additional component. Adding another component to the model as opposed to just making it a 

part of the objective component serves two main p山poses.The first is th剖 isstresses the 

importance of developing learner autonomy in the overall curriculum design. The second 

reason is that it can be directly connected to every other component in the model. While this 

model can be applied to a number of different levels and learning situations， 1 will focus on 

some practical applications for teachers of young learners. 

Systematic approach for designing and maintaining language curriculum with a learner 

autonomy component 
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N eeds Analysis 

Brown (1995) believes th瓜 itis logical th剖 coursedesigners make the students the 

focus of the needs analysis. 1 interpret this as meaning that we should focus on the needs of 

the students and not on the expectations and hopes of the parents of young leamers or even 

that of the teachers. We do our best to focus on the individual learners. However， 1 cannot 
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dismiss the wishes of the teachers and p訂 entsaltogether as we encourage the p紅 entsof the 

students to involve themselves with their children's learning. He also emphasizes that we 

need to focus on the human needs in addition to the language needs. 1 believe that this is even 

more so for young leamers. 

With young leamers， it could be argued th瓜everythingis needed. After all， they really 

町etrue beginners. With limited classroom time we must prioritize certain needs. We have 

concluded that their number one need is extensive exposure to comprehensible input. As most 

of my classes meet for just an hour once a week， it is very important to be able to expose 

students to language outside of the classroom. As course development is an ongoing process， 

we must constantly monitor their needs and adjust accordingly. 

Objectives and Goa.s 

As mentioned earlier in this paper， Nunan's (1997) scheme contains two main 

components， the content domain and the process domain. He asserts that we should set up 

complementary goals for both of these domains. He further emphasizes that these goals 

should be harmonious and that it might be counterproductive to do otherwise. For the content 

objectives， the teachers and 1 have selected a course book series and a number of 

supplementary materials including an ever-growing library of children's books. 

For the process objectives， we set out to: make the goals and strategies explicit， 

involve the learners in making choices， show learners how to modify and adapt goals， content， 

and tasks to meet their own individual goals， and help learners move beyond the classroom to 

develop themselves as autonomous learners. 

Based on the needs analysis of each level of students， the teachers and 1 attempt to 

negotiate with the children some explicit goals. For example， we negotiate with the students 

to set the number of pages of homework to be done before the next class. Also， we have 

discovered th剖 byusing a course book， we can point out to the students (and parents) the 

language we will be using three or six months from now. Nunan (1988) points out th瓜 this

will help students and p紅 entshave a realistic idea of what language skills their child will 

study. By making the objectives clear， we can at least provide a starting point for negotiation 

and consultation. Another advantage is that language learning is seen as the gradual 

accumulation of achievable goals. Additionally， we are developing the learners' role in the 

learning process and self-evaluation then becomes more feasible. 
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Testing 

Brown (1995) mentions th剖 testingis not an easy step. The combination of the 

investment of time， resources and energy makes this step complicated. This is further 

complicated by the addition of the learner autonomy component to the model. Objective 

evaluation is possible when focusing solely on the content domain of the model. There are 

numerous ways to evaluate how our learners are progressing with the acquisition of the 

language targets we set out to test. However， objective evaluation is not as easy when looking 

剖 theprocess domain. This is far more subjective when “testing" our students on how 

autonomous they are becoming. Nonetheless， we have set up some criteria for the students 

that help indicate some levels of autonomy. For example， the students are issued a library card 

once they have mastered using the computer so丘warethe school uses to check out library 

books. The students are eager to get the card， so we have discovered that they are very 

focused on how to use the software in order to get the card. Also， the computer library 

software allows us to monitor how many books the students are checking out and we can see 

if they are checking out books at the appropriate level. In addition， we ask their p訂 entsif 

their children are studying on their own. We have also been working on a “learning to le紅n"

checklist for each level of students. The rest of our evaluation comes from observing each 

student in class for signs of them taking control of their own learning. 

Materials 

The choosing of materials is an ongoing process that is inf1uenced my many factors 

such as the students' maturity levels and linguistic progress. Since most of our students 

continue to study at our school for multiple years， the model has become an invaluable too1. 

Following this model has allowed us to experiment with different materials and choose the 

most appropriate content for developing learner-centered courses. For a learner-centered 

curriculum， Nunan (1988)訂 guesth瓜 materialsshould have a degree of authenticity. He 

further states that they should also foster independent learning by raising the consciousness of 

the learners and th瓜 willhelp the learners become more aware of the learning process. He 

also suggests that materials should have self-evaluation exercises and assessment exercises 

built into the material. Good materials should also be suggestive and not definitive to allow 

for personalization. They should also ref1ect the socio-cultural context of the students. For 

materials， we use textbooks for much of the product domain and we have been developing a 

learner access center to provide the students with additional authentic materials from which 
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they can use to supplement their own leaming. As mentioned earlier in this paper， we 

discovered that having a course book is very use白1in helping determine goals and objectives. 

F or the past three ye訂 s，we have been using the English Land (Nakamura & Seino， 

2006) textbook series. This series is able to meet most of the criteria that Nunan (1988) 

suggested. A certain level of authenticity (in the eyes of the children) is provided by the 

Disney characters in the book. There are self-evaluation and assessment exercises built into 

the materials and there are features of the text that encourage the students to do their 

homework on their own without help from their parents. An outstanding feature of these texts 

is that in order to complete some assignments， the students need to refer to other p訂tsof the 

book in order to complete the tasks. The writers are based in Japan and have many years of 

experience teaching Japanese students. However， the other teachers and 1 felt that relying 

solely on textbooks would discourage independent leaming. We felt that we needed to 

provide our students with additional authentic materials that they could access on their own 

and study at their own pace. 

Since we started the school in 1999， we have been building a learner access center and 

have made this a major component of our curriculum. Students are encouraged to come to the 

school early and stay after class. This allows them time to access the center which is located 

in the waiting area of our school. The center includes a computer with Internet access， videos， 

DVDs， magazines， vocabulary cards， reference books， maps and other assorted materials. For 

the young leamers alone， we have over 950 books at various levels for the students to choose 

from. In recent ye町 s，we started to collect a small fee from each student and have used this 

money to stock the library. This allowed us to provide a wider r叩 geof materials. And to our 

surprise， we discovered that having the students pay a small fee gives them a sense of 

ownership and an additional reason to borrow books. Since we started collecting the fees， the 

number of books being checked out of the library has greatly increased. 

Some of the books are graded readers and others are “regular" books th瓜 wehave 

been buying from a supplier in the United States. We have sorted the books into levels of 

difficulty and have color-coded them with tape on the spines of the books so that the younger 

students can be easily d 
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the first grade of elementary school)， we explicitly teach them how to use the computer and 

the software so they can check out the books on their own. We have discovered th剖 justby 

having the young leamers use the computer to check out the books has really empowered the 

students to read even more. 

Teaching 

For the teaching component， 1 will focus on how we aim to develop leamer autonomy 

by explicitly teaching leaming skills. As Sheerin (1997) points out， just having a leamer 

access center does not guarantee that independent learning will take place. As teachers， we 

must point our students in the right direction. K wan (1999) points to evidence that supports 

the role of the teacher as a resource manager. Her evidence suggests that there are strong 

advantages to having teachers manage and select materials as well as help the students leam 

how to navigate the leaming centers. As teachers， we devote lesson time on how to use the 

computer， the software， and how to choose appropriate materials. Each week， the students are 

given time to return， select and check out books. As teachers， we are there to monitor the 

students. We provide help when needed but have discovered that the students are very good at 

choosing appropriate material on their own. 

Evaluating 

Brown (1995) says th剖 evaluationis an ongoing procedure and that it is closely 

related to the needs analysis but that it can also take advantage of information taken from each 

of the other processes. Needless to say， 1 believe that information about developing leamer 

autonomy needs to be constantly evaluated. Since my teaching situation allows me to follow 

the progress of my students beyond one yeぽ， this component is given even more prominence. 

Our current courses are the result of evaluation， reevaluation， experience， and trial and error. 

Our course programs are by no means complete or perfect. Course design is an ongoing 

project that can be improved upon by constant evaluation of each component ofthe model. 

Nunan (1988) suggests some useful questions to ask when evaluating a language 

program. Are my students leaming strategies efficient? Do they atlend class regularly? Do 

they pay atlention and apply themselves? Do they practice their skills outside of the 

classroom? Are the materials appropriate? Are there any personal problems that may be 

interfering with their leaming? And probably most importantly， are they enjoying themselves? 

In addition， 1 must ask myself， are my students making appropriate steps towards taking 
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responsibility for their own learning? Are we doing everything we can to help them towards 

that goal? 

Additional Applications 

In this section， 1 would like to brief1y present some additional applications. As 

mentioned on the previous pages， we adapted the model to encourage the development of 

learner autonomy. It inf1uences our choices in co町田 materialand led us to the development 

of our learner access center. In addition to the books in our library， there are magazines， 

videos， DVDs， picture cards， and a computer with access to the Intemet. 

The learner access center also has a number of commercially produced family games. 

We encourage students to borrow some ofthe same games that we play in class such as UNO， 

Hangman， and J enga. These games provide opportunities for the students to use the real 

functional language needed to play the games outside of the school. These games have 

become very popular with the students. They believe that“real games" are more白nthan the 

“language games" we also play in class. We also issued “Lesson Notes." Lesson Notes are 

small booklets that students are given at the beginning of the term. Each week， the students 

must write down the particular lesson targets of their lesson and the homework assignments 

for the following week. The lesson note system allows for the students to monitor their own 

progress as well as take responsibility for their own learning. 

Conclusion 

Brown's (1995) model provides course designers and teachers with a useful and 

pragmatic way to monitor the development of languages courses. 1 felt strongly enough in the 

development of learner autonomy to add an extra component to the model in an effort to 

explicit1y develop independent learning skills in young leamers. Using this model， 1 brief1y 

presented some practical applications to help foster these skills. As Brown emphasizes， the 

model is not stagnant but rather ongoing. It can constant1y be improved upon by evaluation 

and monitoring. With that in mind， it is important to regularly consult with the other teachers， 

parents and the students themselves. We are constantly looking for ways to further develop 

their autonomous learning skills. 

While my students are years away from being true autonomous learners， 1 would like 

to think that we are leading them in the right direction. This to me is the key to true leaming 
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success or failure. As teachers of children， we have the great responsibility of having our 

students develop leaming skil1s that they can utilize for many years to come. 
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ロート7イ7ンド1'N '" 6月8日
J.~J. 7イールト"

E 上村盛人 イギリス 平成21年7月10日 スワインパーン没後100年国際学会
ロンドン '" 7月11日

ーーーー」ーーーーー

文部科学省科学研究費補助金交付一覧

-平成 21年度 (3件、合計し 10 0千円)

区分 氏 名 研 究 課 題

基盤研究 中井誠一(代表) 高温環境における健康生活のための指針づくり
(c) 寄本明 (継続)

(他3名)

基盤研究 新矢博美(代表) 年齢階級を考慮、した水分摂取算定に関する調査的研究
(c) 寄本明

(他3名)

基盤研究 小栗裕子 リスニング指導において導入としてライティングの宿
(c) 題を課した場合の有効性
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金 額
(千円)

691 

支給額
(円)

200， 000 

240，000 

金 額
(千円)

100 

500 

500 



平成 20年度短期在外研修報告

石田法雄

研修課題:The 12th European Block Conference of the Intemational Association of Shin Buddhist 

Studiesでの論文発表と The15th European Shin Conference参加。およびヨーロッパ仏教

事情の視察。

研修地:ドイツ、パートライへンハノレ市 オーストリア、ワイーン市郊外ワイングラーベン

研修期間 2008 年 8 月 20 日 ~8 月 3 1日(12日間)

研修内容:

1. 2008年8月 20日関西国際空港を発ち、オーストリア、ウィーン国際空港に到着した。

翌日、ウィーン大学visitingscholarの室屋安孝氏と面談を行い、ウィーン市郊外ワイングラーベン仏

教事情の視察の打ち合わせを行い、日本からの他の研究者と共に、ワイングラーベン視察を行った。

ll. 24日は列車による移動日で、ザノレツプノレグ市経由で、 ドイツ、パートライヘンハノレ市に到

着し、第 12回国際真宗学会ヨーロッパ支部大会と第 15回欧州真宗会議の打ち合わせを行い、学会

と会議は連続して 26日から 29日まで開催された。

III. 8月 26日から 29日までの4日間にわたりドイツ、パートライヘンハル市にて The12th 

Biennial European Block Conference ofthe Intemational Association of Shin Buddhist StudiesとThe

15th European Shin Conferenceが開催され参加した。国際真宗学会ヨーロッパ支部大会のテーマは

fMay peace and tranquility prevail throughout the world! Jで、ヨーロツノミと日本からの参加者が中心

となり発表が行われた。参加者は他に各国様々で、あった。発表論文は前もって提出されており、それ

らが纏められた冊子が、学会受付時に発表者・参加者に配布された。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。私は初日 の開会スピーチ直後の発表者で、“MayPeace Prevail on 

Earth!-Shinran's Letter to Shoshin-“のタイトルで論文を発表した。(この論文は当紀要第 12号に一

部書き換え掲載した。)学会後引き続き開催された欧州真宗会議との合間に、パートライヘンハル市内

観光ツアーが一部希望者におこなわれ、参加者は一時の休息を享受し、相互の親睦を深めた。ヨーロ

ッパ支部大会は隔年開催されるが、次回の二年後はルーマニアで開催されることが会議で決定された。

IV. 学会、会議が終了した翌日の 30日にパートライへンハノレ市からザルツブルグ市に車で移動し、

フランクフルト経由で帰国の途につき、 31日帰国した。
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呉凌非

研修課題:世界漢語教学学会第 9回国際漢語教学学会に参加し、論文を発表する

研修地: 北京国際会議センター

研修期間:2008 年 12 月 1 4 日 ~2008 年 12 月 17 日

研修内容:

先ず、世界漢語教学学会第 9回国際漢語教学学会世界漢語大会は 2008年 12月 14日から 2008年

12月 17日までの期間、オリンピック会場近くの北京国際会議センターを主会場として、盛大に開催

されました。開会式には許嘉硝会長をはじめ、国家対外漢語教学べン公室主任許琳などの政府関係者

も出席しました。大会中、中国教育部、とりわけ国家対外漢語教学領導小組(国家漢亦:

http://www.hanban.edu.cn)が“漢語橋工程"の旗の下に対外漢語教学にかける政策的な意気込みを国

の内外にアピールするための一大デモンストレーションという趣が色濃く反映されま した。その影響

もあって、世界から 19の園、 1000を超える参加者が会議に出席しました。会議は主に「国語国際教

育の現状と学科設立J、「孔子学院院建設」、「国際中国語教育基準J、「教学方法と教学パターン」、 「対

外中国語教員の育成j、「教材と教学資源J、「中国語教学と学習J、「中国語検定試験と評価」などの議

題を中心に展開され、とても活発な大会でした。

私は大学生の中国語授業中の集中力の特徴及び授業内容配分の合理化をテーマとした論文を発表し

ました。日ごろの中国語教育の経験を踏まえ、観察及びアンケート調査に基づいて、大学生の授業中

における集中力の変化に注目し、その変化に一定の規則性を見出しました。そして、それに応じて授

業内容の重点や、テーマごとの長さなどを合理的に配分することで授業効果を高めることができると

考えています。なお、論文は学会誌 《世界双i吾教学学会通況》にて掲載される予定です。

今回の学会を通じて、多くの中国語教育者と接することができて、とても勉強になり、今後の中国

語教育に活かしていきたいと考えています。

最後に、今回の学会発表は滋賀県立大学の国際学会発表助成を受けました。この場を借りて感謝の

意を表したいと思います。
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上村盛人

研修課題:Swinburne: A Centenary Conferenceでの論文発表と資料収集

研修地:ロンドン (TheInstitute of English Studies， University of London) 

研修期間:2009年 7月 7日"-'2009年 7月 12日

研修内容:

ロン ドン大学の SenateHouseで 2009年 7月 10日"-'11日の二日間にわたって開催され

たスワイ ンパーン没後百年国際学会に参加し、研究発表を行なった。 さらに、学会に参加

した他の研究者と意見交換をしたり資料の収集を行なったりした o

学会では三つの PlenarySessionの他に、 15のテーマごとに分かれた分科会の ParallelSessionでそ

れぞれ 2"-'3人が研究発表を行ない、合計 42のペーパーが読まれた。筆者は“Swimming"と題された分

科会で、“Swinburne，the Swimmer"を読み上げ、詩作品、評論、書簡を問わずスウィンパーンの書い

たものには swnnmmgの体験や連想が重要な意味をもち、また naturewriter的な描写がなされている

ことについて発表を行なった。他の分科会のテーマは、“EarlyWorks";“Lyric and Music";“Images 

and Contexts";“Poetics";“Vagueness and Suggestion";“Gender and Sexuality";“Politics";“Spiritual 

Thought"; 

“Form and Music";“A Year's Letfers"であった。スウィンパーンの伝記に関して研究発表を行なった

Rikky Rooksby氏に再会し、情報交換をする機会をもつことができた。ロンドン市内の図書館や(古)

書屈などで資料収集を行なった o
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呉凌非

研修課題:The 21st North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL・21)~こ参加し、

論文を発表する

研修地: アメリカ BryantUniversity 

研修期間:2009 年 6 月 5 日 ~2009 年 6 月 9 日

研修内容:

まず、会議会場の BryantUniversityは全米でもっとも小さい州といわれるRhodeIslandの

Smithfield市に位置しています。大学のキャンパスはダウンタウンから離れており、コンパクトで、

景色もよく、勉強、教育と研究には最適の場所だと思いました。

学会の NorthAmerican Conference on Chinese Linguisticsは数えて今回で 21回目になります。

一回目は TheOhio State Universityにて開かれ、当初はローカルな大会で、学会名も Northeast

Conference on Chinese Linguistics (NECCL)でした。近年の中国語ブームのおかげで、学ぶ人も教え

る人も研究する人もかなり増えて、大会の規模も大きくなり、学会名も今の NorthAmerican 

Conference on Chinese Linguistics (NACCL-21)にかわりました。今大会はアメリカ、カナダを中心に、

ヨーロッパ、日本、中固などの固から総勢 100名近くの研究者が参加しました。大会側によると、当

初の参加予定者数はもうすこし多かったはずだ、ったのですが、新型インフルエンザの影響で、キャン

セノレする人が続出し、特に中国からのキャンセノレが多かったようです。日本からも参加者が少なく、

滋賀県立大学 l名と広島大学 l名の合計 2名でした。また、大会では分会の座長を務めることとなり、

その関係でいろいろと準備をしなければなりませんでした。

今回の発表は中国語動詞の重畳に関するものでした。中国語動詞の重畳に関しては、古くからさま

ざまな説があり、代表的なものとしては“時短説"、“賞試説"と“軽松説"をあげることができます。

しかし、ベクトノレという視点から分析してみれば、動詞重畳の本質が見えてきます。また、“時短説"、

“賞試説"と“軽松説"などは単なる語用上の意味に過ぎないと主張してみました。そういう意味で

は、本発表はかなり目新しい試みだと言えましょう 。発表は中国語で行う予定でしたが、ほとんどの

発表者が英語で発表するので、急きょ英語に切り替えて、なんとか無事に終えることができました。

最後に、今回の学会発表は滋賀県立大学の国際学会発表助成を受けました。この場を借りて感謝

の意を表したいと思います。
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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)

[石団法雄]

Hoyu Ishida:“Particular and Universal Norms in Shinran's Religious Experience，" The Problems of 

Human Settlements: Globa/ization and Local Identity， The World Society for Ekistics世界エキス

ティックス学会2005，Vol. 73， No. 436-441， January to December， 2006， pp. 282-85 

Hoyu Ishida:“May There Be Peace in the World!-Shinran's Letter to Shoshin-，" Academic 

Reports of the University Center for Intercultural Education， the University of Shiga Prφcture， No. 

13， December 2009， 1・8

石団法雄アメリカ大統領選挙」、 『樹滴』、第66号、放送大学滋賀学習センタ一、 2009年1月

石田法雄:講師「帰国・外国人児童生徒受入促進事業を始めるにあたってj 、平成21年度「帰国・

外国人児童生徒受入促進事業J、滋賀県教育委員会、滋賀県県庁、 2009年5月1日

石田法雄:講師「あそびを通して、英語に親しむ」、子育て・親育ち講座、多賀町教育委員会、

2009年7月6日

石田法雄.講師「帰国・外国人児童生徒受入促進事業を始めるにあたって 2J、平成21年度「帰

国・外国人児童生徒受入促進事業」、滋賀県教育委員会、長浜市役所、 2009年9月11日

石田法雄:講師 II今ここj に溶けている過去と未来」、日曜講演、西本願寺、京都、 2009年10月4

日

石田法雄:講師・パネリスト「帰国・外国人児童生徒等の受入体制づくりについてj 、平成21年度

「帰国・外国人児童生徒受入促進事業j フォーラム、滋賀県県庁、、滋賀県教育委員会、 2009年10

月15日

石田法雄:講演「いまを生きる道元j 、第10回かいっぷり文化祭、放送大学滋賀学習センタ一、大

津市、 2009年11月8日

石田法雄:平成20年度生涯学習講座「ボランティア(観光ガイド)講座J講師、多賀町教育委員会

石田法雄:帰国・外国人児童生徒受入促進事業にかかる運営連絡協議会委員長、滋賀県教育委員会

石団法雄:平成20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('""2009 

年3月)

石団法雄: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一文化遺産、事業顧問

石田法雄:放送大学滋賀学習センター客員教授
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Academic Reports ofthe University Center for lntercultural Education 

[上村盛人]

上村盛人:論文「ラファエル前派詩人、スウィンパーン」、 『滋賀県立大学国際教育センタ一紀

要』、滋賀県立大学国際教育センタ一、第13号、 2008年12月、 9・26

Morito Uemura:“‘Diaphaneite' --Pater's Enigmatic TermヘCahiersvictoriens et edouardiens， 

No.68， octobre 2008，“Studies in Walter Pater" (Presses Universitaires de la Mediterranee)， 123・

134 

[小栗裕子]

小栗裕子:論文「リスニング指導におけるライティング導入の有効性」、 『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 13号、 2008年 12月、 27・38.

小栗裕子:企画運営「第 7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

ター主催、同交流センタ一、 2008年 12月26日.

小栗裕子・発表「センター試験リスニングの波及効果 高校での指導を中心にj 、第35回全国英語

教育学会 鳥取研究大会、鳥取大学、 2009年8月9日.

小栗裕子:発表「リスニングとライティングの接点:作文の宿題J、第48回大学英語教育学会全国

大会、北海学園大学、 2009年9月5日.

小栗裕子 :JACET JOURNAL， Reviewer. 

小栗裕子:大学英語教育学会 50周年刊行事業委員会委員 (2007年 9月-)

小栗裕子:大学英語教育学会関西支部紀要編集委員 (2008年 6月 14日-)

小栗裕子:校内研究会講師(英語)、高島市新旭北小学校、 2008年 11月7日.

[クリンカ守}ウオlレト]

豊泉暁子IWalter Klinger:編集風と共に去りぬ GoneWith the Wind (名作映画完全セリフ集スク

リーンプレイ・シリーズ 133).フォーインスクリーンプレイ出版社.ISBN 9784894074224.2009 

年 2月25日.

Walter Klinger:論文 "Companionto Screenplay's The Devil Wears Prada."Academic Reports of 

The University Center for Intercultural Education， The University of Shiga Prefecture， No. 13. 

December 2008， pp. 39・56.

Walter Klinger:発表.rSugata Sanshiro's Path ofLoyalty姿三四郎の忠孝の道j .平成 21年度滋賀

県立大学春期公開講座第 4時限.2009年 6月6日.

Walter Klinger: Workshop.“English Speaking Activities."滋賀県立大学国際教育センタ一公開セミ

ナ一、コミュニケーション英語教育セミナー.2008年 12月 26日.
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Walter Klinger:評論."The Wind is Still Blowing."風と共に去りぬ GoneWith the Wind (名作映画

完全セリフ集スクリーンプレイ・シリーズ 133).出版社:フォーインスクリーンプレイ ISBN

9784894074224.2009年 2月 25日， pp.270・271.

Walter Klinger:記事.ATEMへの抱負映画英語教育学会 ATEMNewsletter No. 17.2009年 2月 1

日.p.2. 

Walter Klinger:研究発表者司会，懇親会司会映画英語教育学会 ATEM第 15回大会.専修大学.

2009年 6月 20日

Walter Klinger: 理事，データーベース作成委員会員，紀要投稿論文査読者.映画英語教育学会

ATEM. 

Walter Klinger: 彦根市外国籍市民施策懇談会委嘱予定委員 Hikone City Council ofForeign 

Residents. 

[寺島迫子]

寺島姐子:論文「関係代名調'THAT'の非制限用法について」、 『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 13号、 2008年 12月

寺島姐子:著書(分担執筆) r英語の歴史J W英語教育学大系』第 8巻 2009年 12月

[外狩章夫]

外狩章夫論文 ) r中心テーマとしての女の生き方一一一コンラッドの『チャンス』論一一J W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 13号、 2008年 12月、 67-80

[山本薫]

山本 薫:論文 rThe Nigger of the 'Narcissuどにおける耳の聞こえない船員j 、 『滋賀県立大学国

際教育センター紀要』、滋賀県立大学国際教育センタ一、第 13号、 2008年 12月 25日、 81・91

山本 薫:論文「マーロウの耳一『閣の奥』における聴覚と共同存在一」、 『コンラッド研究』、日

本コ ンラッ ド協会、第 1号、 2009年 6月 1日、 27-41

[吉村淳一]

吉村淳一 :論文「所有冠詞と関係の形容調の共起について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一、第 13号、 2008年 12月 25日、 93・112

吉村淳一:ポスター発表「所有冠調と関係の形容詞の共起についてJ、日本独文学会秋季研究発表会、

岡山大学、 2008年 10月 12日

吉村淳一:発表「関係の形容詞の交換可能性についてj 、日本独文学会京都支部春季研究発表会、龍

谷大学、 2009年 6月 27日
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吉村淳一:日本独文学会データベース委員会委員

吉村淳一:京都ドイツ語学研究会 広報・渉外担当

[長島律子]

長島律子:論文 rW闇』の二人の司祭一一『悪魔の陽の下に』から『田舎司祭の日記』ヘー一」

滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 第 13号 2008年 12月、 113-122

[地蔵堂貞二]

地蔵堂貞二:論文「金瓶梅「万暦本」と「崇禎本」の言語上の異同について」、 『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ー、第 13号、 2008年 12月、 123・135

地蔵堂貞二:研究発表 rW金瓶梅』に見える「呉語」についてー 「詞話本j と「崇禎本j の言語上の

異同を通してー J、第 64回大阪市立大学中国学会、 2009年 7月 4日、大阪市立大学文化交流セン

ター

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 現代中国語動詞の重畳について 『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 13号 2008年 12月 137-148 

呉凌非:研究発表 日本大学生課堂注意力特征与授課内容的合理拘成 世界漢語教学学会第 9回

国際漢語教学学会 2008年 12月 15日 北京国際会議センター

呉 凌非:功両重畳的条件及其培法意文 The 21st North American Conference on Chinese 

Linguistics (NACCL-21) 2009年 6月 8日 アメリカ BryantUniversity 

呉凌非:The 21st North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL・21)分会 Chair

[南和広]

柏木智也、南 和広、桜井智野風、鈴木健太、樫村修生:論文「ラットにおける高所滞在・平地トレ

ーニングが肺循環動態および肺動脈の血管内皮型一酸化窒素合成酵素タンパク質発現に与える影

響J、 『体力科学』、第 58巻第 2号、 2009年 4月 285-294頁

島崎あかね、樫村修生、南 和広、柏木朋也、一場博幸:論文「尾瀬国立公園での中高年男性のトレ

ツキング時における生理的負担度および景観観賞時の自律神経活動」、 『日本生気象学会雑誌』、

第 46巻第 2号、 2009年 6月 1日、 81・90頁

南 和広、寄本 明、樫村修生:発表「運動時生体負担に低圧低酸素環境が及ぼす影響」、第 13回

日本ウォーキング学会大会、国立オリンピック記念青少年総合センタ一、 2009年 6月 27日

寄本 明、南 和広、新矢博美、中井誠一、芳田哲也:発表「ウォーキング時における熱中症予防の
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ための水分摂取基準j 、第 13回日本ウォーキング学会大会、国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター、 2009年 6月 27日

島崎あかね、南 和広、菊地潤、柏木朋也、鈴木健太、桜井智野風、樫村修生:発表「尾瀬国立公

園散策による生理的負担度、自律神経活動、および唾液アミラーゼ活性の変化」、第 64回日本体

力医学会大会、朱鷺メッセ、 2009年 9月 19日

寄本 明、南 和広、坂手誠治、分木ひとみ:発表「中高年者の重心動揺に及ぼす加齢と運動介入の

影響j 、第 64回日本体力医学会大会、朱鷺メッセ、 2009年 9月 20日

桜井智野風、柏木朋也、鈴木健太、南和広、菊地潤、島崎あかね、樫村修生:発表「低酸素環境

曝露による骨格筋内 eNOSタンパク発現はラット系統聞により異なるのかj 、第 64回日本体力医

学会大会、朱鷺メッセ、 2009年 9月 20日

柏木朋也、樫村修生、桜井智野風、鈴木健太、菊地潤、島崎あかね、南 和広:発表「低酸素性肺

血管収縮の異なる系統ラットにおける肺循環動態の比較」、第 64回日本体力医学会大会、朱鷺メ

ッセ、 2009年 9月 20日

南 和広:受賞「第 14回日本臨床生理学会優秀論文賞J、日本臨床生理学会、 2009年 10月 22日

[寄本明]

寄本 明[主婦の友社編集]:著書 「メタボリツクシンドロームを治す知恵、とコツJ、主婦の友社、

2008年10月31日、 103・106頁

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ、星 秋夫:論文「ウォーキングが定量的超音波測定法による骨

質評価に及ぼす影響J、 『ウォーキング研究』、第12号、 2008年12月、 167田 172頁

寄本 明、坂手誠治、分木ひとみ:論文「積極的介入期と自立期を設けた運動支援プログラムの検

討一生活習慣病・メタボリツクシンドローム予防への試みーj 、 『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13号、 2008年12月、 155-162頁

出町耕一、芳田哲血、寄本 明、新矢博美、中井誠一:発表 r1日の水分出納に与える運動の影

響J、第47回日本生気象学会大会、奈良女子大学、 2008年11月23日

松岡広恵、新矢博美、中井誠一、芳田哲也、寄本 明:発表「夏季と冬季における小児の水分出

納」、第47回日本生気象学会大会、奈良女子大学、 2008年11月23日

吉居尚美、中井誠一、芳田哲也、寄本 明、森本武利:発表「環境条件の変化に伴う運動時の尿

中・汗中塩分量j 、第47回日本生気象学会大会、奈良女子大学、 2008年11月23日

寄本 明、新矢博美、中井誠一、芳田哲也:発表「体重計測から求めた中高年者の水分出納」、第

47回日本生気象学会大会、奈良女子大学、 2008年11月24日

寄本 明、南 和広、新矢博美、中井誠一、芳田哲也:発表「ウォーキング時における熱中症予防

のための水分摂取基準j 、第13回日本ウォーキング学会大会、国立オリンピック記念青少年総合

センタ一、 2009年6月27日
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坂手誠治、寄本 明、分木ひとみ・発表「運動の習慣化に対する歩数記録の実用性と有効性の検

討J、第13回日本ウォーキング学会大会、国立オリンピ ック記念青少年総合センター、 2009年6

月27日

南 和広、寄本 明、樫村修生:発表「運動時生体負担に低圧低酸素環境が及ぼす影響J、第13回

日本ウォーキング学会大会、国立オリンピック記念青少年総合センター、 2009年6月27日

中山美里、贋田広恵、新矢博美、芳田哲也、寄本 明、中井誠一 :発表「体重計測から求めた児童

の水分出納j 、第23回運動と体温の研究会、朱鷺メ ッセ、 2009年9月17日

浅見晶子、上岡美幸、小川のぞみ、梅村仁子、松村潤子、寄本 明:発表「高校生の熱中症に関す

る意識と発症実態およびその予防への取組j 、第23回運動と体温の研究会、朱鷺メッセ、 2009年

9月17日

南和広、樫村修生、寄本明、中井誠一、高橋弘彦、小池聴太郎、安藤寛:発表「暑熱環境下

農作業時の衣服内空気循環による冷却効果」、第23回運動と体温の研究会、朱鷺メッセ、 2009年

9月17日

中山美里、贋田広恵、新矢博美、芳田哲也、寄本 明、中井誠一 :発表「体重計測から求めた児童

の水分出納j 、第64回日本体力医学会大会、朱鷺メッセ、 2009年9月19日

坂手誠治、寄本 明、分木ひとみ:発表「産業労働者における握力と動脈硬化性疾患危険因子と の

関連性」、第64回日本体力医学会大会、朱鷺メ ッセ、 2009年9月19日

寄本 明、南 和広、坂手誠治、分木ひとみ:発表「中高年者の重心動揺に及ぼす加齢と運動介入

の影響J、第64回日本体力医学会大会、朱鷺メ ッセ、 2009年9月20日

分木ひとみ、寄本 明、坂手誠治:発表「特定高齢者に対する介護予防事業実施前後の体力および

呼吸機能の変化」、第64回日本体力医学会大会、朱鷺メ ッセ、 2009年9月20日

寄本 明:講演「運動から健康的な生活を見直すj 、淡海生涯カレッ ジ彦根校理論学習講座、滋賀

県立大学、 2008年10月4日

寄本 明 :TV出演「ノノレディックウォーキングj 、読売ザKANSAI、CS放送日テレG十、 2009年l

月20，22日

寄本 明:講演「ポールウォーキングの運動効果j 、実技「ポールを使った体操とウォーキング」、

安土町高齢者健康づくり基盤整備モデノレ推進事業、安土町健康づくりセンター、 2009年3月26日

寄本 明:講演「スポーツ活動時の熱中症J、健康気象アドバイザー認定講座、立正大学大崎校舎、

2009年5月23日

寄本 明:記事・巻頭特集「知っておきたい夏季のスポーツ豆知識、塩と健康J、KabayaNews 

Letter、カパヤ食品株式会社、第43号、 2009年5月28日、 1・2頁

寄本 明 i誇演「運動医学の基礎・健康づくりと運動j 、安土町・日野町・竜王町健康推進員養成

講座、安土町防災センター、 2009年8月5日

寄本 明:講演「健康づくりと運動J、甲賀市健康推進員養成講座、甲賀合同庁舎(県事務所)、
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2009年9月3日

寄本 明:講演「運動から健康的な生活を見直すJ、淡海生涯カレッジ彦根校理論学習講座、滋賀

県立大学、 2009年9月5日

寄木 明:講演「健康づくりと運動」、湖南市健康推進員養成講座、湖南市保健センター、 2009年9

月25日

寄本 明:受賞「平成21年度滋賀県立大学優秀職員賞」、滋賀県立大学、 2009年6月5日

寄本 明:事業協力 「東近江市国民健康保険へノレスアップ事業J 、東近江市、 2009年4月 ~201O年3

月

寄本 明:事業協力「安土町高齢者健康づくりモデ、ノレ事業」、安土町、 2009年4月 ~201O年3月

寄本 明:日本体力医学会評議員

害本 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

寄本 明:日本生気象学会雑誌編集委員

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:滋賀県スポーツ振興審議会委員長

寄本 明.聖泉大学スポーツ文化研究所客員研究員

寄木 明:滋賀県スポーツ科学委員会委員
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平成 20年度授業アンケート報告

1 はじめに

昨年度に引き続き、平成 20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。アンケートの設問は全部で 13問あり、それ以外に各科目において自由に設定できる

質問が追加用に割り当てられている。以下に質問内容を示す。

設問 1 この授業にどれだけ出席しましたか

①4回以上欠席 ② 3回欠席 ③ 2回欠席 ④ 1回欠席 ⑤すべて出席

設問 2 あなたは平均すると 1週間にどれぐらい勉強していますか

①O時間 ② 0'"'"'5時間 ③ 5'"'"' 1 0時間 ④ 1 0'"'"' 1 5時間 ⑤ 1 5時間以上

設問 3 この授業のための学習に毎週どれだけの時間を使っていますか

①O分 ② 0'"'"'30分 ③ 30分'"'"'1時間 ④ 1'"'"'2時間 ⑤ 2時間以上

設問4 授業の内容は、興味のもてるものでしたか

①全くそう思わない ②あまりそう思わない ③普通 ④ややそう思う ⑤強くそう思う

設問 5 授業の内容は、理解できましたか

①全くそう思わない ②あまりそう思わない ③普通 ④ややそう思う ⑤強くそう思う

設問 6 授業で寸及った内容をより深く学びたい気持ちになりましたか

①全くそう思わない ②あまりそう思わない ③普通 ④ややそう思う ⑤強くそう思う

設問 7 この授業は、履修の手引きと内容が一致していましたか

①全くそう思わない ②あまりそう思わない ③普通 ④ややそう思う ⑤強くそう思う

設問 8 教員の教え方は適切でしたか

①全く そう思わない ②あまりそう恩わない ③普通 ④ややそう思う ⑤強くそう思う

設問 9 教員の教え方で優れていたところはどこですか(複数回答可)

①学生とのコミュニケーション ②授業の組立 ③テキス ト・資料等の教材

④板書・スクリーン等 ⑤話し方 ・声の大きさ o 特にない

設問 10 教員の教え方で工夫すべきところはどこですか(複数回答可)

①学生とのコミュニケーション ②授業の組立 ③テキス ト・ 資料等の教材

④板書・スクリーン等 ⑤話し方・声の大きさ 0:特にない

設問 11 この授業の満足度は、どの程度になりますか

①とても低い ②やや低い ③普通 ④やや高い ⑤とても高い

設問 12 選択科目の場合のみ)この授業を履修した動機は何ですか(複数回答可)

①単位が取れそうだから ②友人が取ったから ③時間割の都合

④専門性向上・資格取得のため ⑤興味 ・関心があったから o その他

設問 13 語学 ・情報系科目のみ)この授業を通じてどの程度の力が身につくと思いますか
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①全く身につかない ②あまり身につかない ③どちらともいえない

④ある程度身につく ⑤とても身につく

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。

平成 16~18 年度の過去三年間は授業アンケー卜の設聞が同一であったが、平成 19 年度からはい

くつかの設聞が従来と違う形態になった。そのようなわけで過去のデータと比較できない設問もあ

るが、平成 20年度授業アンケー トの分析結果を以下のように報告する。

なお、大学のホームページ、学生へのお知らせ(学内専用)には「平成 20年度前期および後期にお

ける学生による授業評価アンケート集計結果概要についてJが公表されている。国際教育センター

に関する学部間比較については、これを参照されたい。

2 英語

本学の英語教育は長い間 1クラス 40名から 50名で行なわれてきた。しかし、それでは効果的指導

が十分できないということで 2006年よりネーティブスピーカーが担当する一回生必修の「英語IIJの

クラスに対しては 30名クラスが実現した。また、それより l年遅れて一回生必修の「英語 1Jも30

名クラスが導入された。英語系列では二回生の「英語illJ I英語IVJに対しても少人数クラスのため

の教員増員を強く要求したが、その時点ではそれがかなわず大人数クラスのままであった。

指導する側にすれば 1クラス 30名と 50名では大きな違いがある。まず前者であればフィードパッ

クが全体に行き届き、きめ細やかな指導が可能になる。また受講者にとっても教員との距離感が近く

なり、質問がし易くなるばかりでなく 、表現活動や相互交流活動が増すことになる。外国語学習では

他の教科と比較すると特に教室内での不安 CAnxiety)が高く、これが習得の障害になっている。大勢

の前で英語を話すことが不安の原因になることは明白であるし、母語でないことばを聞き取る際にも

緊張感が増すことは容易に想像できる。このような不安や緊張を取り除き、安心して自分を表現でき

る環境を整えることは教師の重要な役目であるが、少人数クラスはこれを可能にする。このような言

語学習特有の心理状態を考慮、した時、本学での 30 名クラスはかなり評価できる 。 なお、 l クラス 15~

25が外国語教室の上限であるという意見が多いこともここにつけ加えておきたい。(白畑他、 2009)。

上述の lクラスの人数を念頭に学生からのアンケー ト結果を分析する。設問 5から設問 13までどの

平均をとっても「英語 1J I英語IIJの方が 「英語illJ 英語IVJよりわずかではあるが高いことが

わかる。特に設問 5I内容に対する理解」、 6Iより深く学びたいか」および 13I語学力はどの程度身

につくと思うか」に対しては、 1回生と 2回生との点数には他の設問より大きな聞きがある。これら

点数差の要因の 1つには「英語illJ I英語IVJのクラスサイズが影響していることが推測される。た

だし、この分析にはそれぞれの設問に関する散布度を表す標準偏差がないので、平均点がどれほど散

らばっているのかまたは平均のまわりに集まっているのかと言う点については正確にはわからないし、

「英語 1J I英語IIJ I英語illJ 英語IVJの4グループ聞の平均値の差の検定をしていないため、

必ずしもこれらの平均点に有意な差(結果が偶然であるのか必然であるかという こと)があるかどう

かは判断できない。幸い本年度から二回生の両クラスとも 30名クラスが導入されたので、 このような
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差が縮まっている ことが予想される。

「より理解したか」や「内容に興味を持った」の設聞に対して現在より高い評価を得ようとすれば、

今後習熟度別や学習者のニーズ、によって選択できる種目別ク ラスの導入も視野に入れたカ リキュラム

編成が必要になるであろう 。

参考文献

白畑知彦 ・冨田祐一 ・村野井仁・若林茂則 (2009) ~英語教育用語辞典』大修館書庖.

表 1-1 英語の集計結果

設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問B 設問11 設問13

解答
欠席状況 学習時間 学習時間 授業内容に 授業内容 より深〈 履修手引 教え方は 満足度 語学力は

番号
(全体) (録業) 対する興味 に対する 学ひ きとのー 適切か どの程度

理解 由、 致 身につくと

思うか

英
。 2 。 。 。 D 。 12 。 。

E苦 114 163 351 39 24 44 11 39 47 39 

全 2 148 1098 877 116 130 154 40 131 127 160 
体

3 237 358 438 847 777 853 1037 723 831 442 

4 404 107 133 623 686 558 508 623 564 795 

5 919 98 23 197 206 212 213 306 252 185 I 

総数 1824 1824 1822 1822 1823 1821 1821 1822 1822 1621 

平均 4.0 2.4 2.2 3.5 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6 

解答 設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問8 設問11設問13。 2 。 。 。 。 。 3 。 。 。
29 40 46 5 3 7 6 8 5 

英 2 35 344 259 30 36 39 6 29 32 41 

E苦 3 75 90 154 247 201 234 273 203 247 1131 
I 

4 113 22 43 191 213 178 169 200 165 247 

5 257 15 8 39 58 54 59 73 60 53 I 
総数 511 511 510 512 511 512 511 511 512 

平鈎 4.0 2.3 2.4 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.71 

解答 設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問自 設問11設問13

。 。 。 。 。 。 。 2 。 。 。
23 61 184 13 11 15 3 14 17 8 

英 2 36 308 250 32 32 35 12 32 31 35 

E音 3 53 94 44 175 168 187 266 145 166 106 
E 

4 113 18 9 180 189 161 127 164 160 196 

5 267 12 4 92 93 94 82 138 118 81 

総数 492 493 491 492 493 492 492 493 492 426 

平均 4.1 2.2 1.8 3.6 3.7 3.6 3.5 3.8 3.7 3.7 

解答 設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問B 設問11設問13

。 。 。 。 。 。 。 3 。 。 。
34 33 58 9 3 8 3 8 B 9 

芙 2 37 238 194 27 36 49 14 37 39 44 

E音 3 56 91 131 230 219 225 259 191 224 114 
E 

4 96 36 42 129 148 117 107 139 122 192 

5 207 31 5 32 22 30 42 54 36 29 

総数 430 429 430 427 428 429 428 429 429 388 

平均 3.9 2.5 2.4 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5 3.3 3.5 

解答 設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6 設問7 設問B 設問11設問13

。 。 。 。 。 。 。 4 。 。
28 29 63 12 7 14 4 11 14 17 

英 2 40 208 174 27 26 31 8 33 25 40 

E苦 3 53 83 109 195 189 207 239 184 194 109 
N 

4 82 31 39 123 136 102 105 120 117 160 

5 188 40 6 34 33 34 30 41 38 22 

総数 391 391 391 391 391 388 390 389 389 348 

平均 3.9 2.6 2.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 

q
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3 第 2外国語

第 2外国語(ドイツ語・フランス語・中国語・朝鮮語)科目のアンケート結果はこの数年同様の傾

向を示しており、改めて加えるコメントはない。 w国際教育センター研究紀要JI12号の 「平成 18年度

授業アンケート報告」のコメントを参照されたい。

設問1

欠席状況

設問2

学習時間/週

(全体)

設問3

学習時間/週

(授業)

設問4

興味

設問5

理解

設問6

より深く学びたい

設問7

履修手引きとのー致

設問B

教え方は適切か

設問11

満足度

設問13

語学力はどの程度

身につくと思うか

日% 10% 

4 健康・体力科学

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10日%

盤盤聾輯腫臨鱒覇軍⑤轟鶴轟轟輯輯鵜鱒

図2 第 2外国語の集計結果

平成 20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。前期開講科目の健康・体力科学II (2年次開講科目)では 20クラスから 486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 461名の回答を得ることがで

きた。

なお、平成 19年度より 一部アンケート内容が変更されているが、共通的な設問については平成 16

-18年度に実施された「学生による授業評価アンケートJと対比させて整理した。これまでの全学統

一用紙の内容は、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。平成 19年度からは教員の教授法 (3問)、

その内 2聞は複数回答可能な詳細な内容に変更された。また、健康・体力科学では、今回も「生涯ス

ポーツとして役立つ知識や経験が得られたか」、 「運動やスポーツの楽しさや喜びを体験できたか」、
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「健康・体力科学が必修科目として必要か」に関する質問 3聞を追加し、回答を求めた。

表 1には平成 16年度後期から 20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20

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」および「予習・復習の時間」を尋ねている。出席状況

はすべて出席(評価点 5)が平成 20年度前期 70%、後期 63%、l回欠席(評価点 4)が前期 16%、後

期 24%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 4.52、

4.45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 0時間

(評価点1)が前期 76%、後期 84%、0-1時間(評価点 2)が前期 20%、後期 13%、平均評価点で前

期1.31、後期l.22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 l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。

一方、宿泊を伴った集中実習も含まれており、学内の授業と分けて考察する必要がありそうである。

授業の内容について、 「興味の持てる内容であったか1、 「内容は理解できたかJ、 「より深く学

びたくなったか」、 「履修の手引きと一致していたか」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) が前期 72%、後期 72%で、平

均評価点は前期 4.02、後期 4.05であり、 80%程度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 66%、後期 69%、平均評価点は前

期 3.93、後期 3.95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 55%、後期 60%で、

平均評価点は前期 3.72、後期 3.84であり、 60%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 54%、後

期 47%であり、平均評価点は前期 3.75、後期 3.56であった。これら授業の内容について尋ねた設問で

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、平成 19年度から「教員の教え方は適切かj 、 「教員の教え方の優れてい

たところ(複数回答可)J、「教員の教え方の工夫すべきところ(複数回答可)Jという設問に変更された。

教員の教え方は適切かでは、適切である(評価点4、5)と回答した学生は前期 68%、後期 66%であり、

平均評価点が前後 3.95、後期 3.89であった。教員の教え方の優れていたところ、教員の教え方の工夫

すべきところについては前後期別に図 1，2に示した。教員の教え方の優れていたところは話し方・声の

大きさが前期 38%、後期 32%であり、学生とのコミュニケーションが前期 32%、後期 35%とこの 2

項目が最も大きい割合を占めていた。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。教員の教え方の工夫すべきところでは特にないが最も多く、前

に
J
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後期とも 80%程度で、あった。

この授業全体の総合評価 「満足度」は、とても高いとやや高いは前期 69%、後期 72%、普通が前期

28%，後期 24%、やや低いととても低いは、前期 3%、後期 4%であり 、平均評価点では前期 3.97、後

期 4.00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」は平

均評価点で前期 3.83、後期 3.74%あり、 60%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」では平均評価点が前期 4.11、後期 4.15であり、約 80%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Jは平均評価点が前期 4.17、後期 3.97であり、

約 75%以上の学生が必修科目として肯定し、7%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H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い。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

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 1 15項目の質問に対する回答の平均評価点および評価点内訳
平均点一覧

主席状 liiblZEalEF|京|普段利害lFl利子5155SIP|草野|官 1~~f4
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 

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 

平成19年度前期 4.42 1.34 4.12 4.05 3.83 3.84 4.09 4.07 3.85 4.19 4.15 

平成19年度後期 4.48 1.34 4.19 3.98 3.84 3.85 4.09 4.14 3.81 4.24 4.14 

平成20年度前期 4.52 1.31 4.02 3.93 3.72 3.75 3.95 3.97 3.83 4.11 4.17 

。 76 。 。 。。 2 
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図1 平成 20年度前期における「教員の教え方の優れていたところ(複数回答可)J、 「教員の教え

方の工夫すべきところ(複数回答可)J 
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図2 平成 20年度後期における「教員の教え方の優れていたところ(複数回答可)J、 「教員の教え

方の工夫すべきところ(複数回答可)J 
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