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前言
東洋大学「エコ･フィロソフィ」学際研究イニシアティブ
センター長 山田利明
2013 年 2 月初旬、私は福島県郡山市に入試業務で出張し、四日間滞在した。昼間は早朝
から試験準備と実施で暮れ、夕刻にホテルに帰ってから、
「私立大学研究基盤形成事業」す
なわちこの報告書の本体となった研究プロジェクトの申請調書調製に費やした。帰りの新
幹線の中でパソコンを開いて確認してみると、細々とした経費の計算を除いて、調書はほぼ
完成していた。その後二日程かけて経費の調整をして、ようやく調書は完成した。
3 月 4 日、今度は専門の中国宗教に関わる文献調査のために、福島県の泉に出掛けた。そ
の地は、丁度日立と小名浜の中間にある昼間は閑散とした駅で、日立の海岸を走る列車が北
上して、一つ二つの切り通しを抜けるとやがて着く。
その夜見た海上の怪光のことは、すでに IR3S の『サステナ』に書いた。
そして一週間後、3 月 11 日の大災害が襲った。車窓から見た日立海岸が、津波に襲われ
て線路がアメのように曲がっている映像を見た。南東の風にあおられて、郡山辺までかなり
高線量の区域が広がっているのを知った。
この五年間、私は何か必然的な出会いの中にあったように思う。しかし、エコ・フィロソ
フィの研究と東日本大震災は、私の中では今もって切り離されたままである。ただ、強いて
いえば、地球のもつ計り知れないエネルギーと人類との共生である。言葉で表現すれば、ま
さしくこれだけのものであるが、さてそれをデザインするとなると、従来の尺度を超えた視
点を持たなければならない。ともあれ、ここに示したものは、五年間の研究活動の総集であ
る。エコロジーをその歴史からとらえて、その延長上に将来を位置づけようとするもの、あ
るいは自然と人間の共生に主眼をおいて、そこにエコ・フィロソフィのあり方を考えようと
するもの。さらに人類の行動の中から、エコロジーの本質を把握しようとするもの、等など
多様な研究が収められる。一体にこれらを教育に反映するについては、共通したマトリクス
を用いる必要がある。そのマトリクスをエコ・フィロソフィと呼ぶことができるかもしれな
い。
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平成２３年度～平成２７年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
研究成果報告書概要
１ 学校法人名

東洋大学

３ 研究組織名
４ プロジェクト所在地

東洋大学

「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ
東京都文京区白山 5-28-20 東洋大学白山キャンパス(6 号館 4 階)

５ 研究プロジェクト名
６ 研究観点

２ 大学名

エコ・フィロソフィの確立と教育の研究
研究拠点を形成する研究

７ 研究代表者
研究代表者名

所属部局名

職名

山田 利明

文学部・大学院文学研究科

教授

８ プロジェクト参加研究者数
９ 該当審査区分

24 名

理工・情報

生物・医歯

人文・社会

１０ 研究プロジェクトに参加する主な研究者
研究者名
所属・職名
プロジェクトでの研究課題
文学部・大学
山田利明
院文学研究科 中国宗教の持つ自然認識
教授
文学部・大学
竹村牧男
院文学研究科 仏教思想の自然観
教授
文学部・大学
自然共生型の環境デザイ
河本英夫
院文学研究科
ン
教授
文学部・大学
永井 晋
院文学研究科 フランス哲学の自然共生
教授
文学部・大学
坂井多穂子
院文学研究科 中国文化の自然と共生
准教授
社会学部・大
自然・環境に対す る 価値
大島 尚
学院社会学研
意識調査
究科 教授
社 会 学 部 ・ 大 環境配慮行動に影響を与
安藤清志
学院社会学研 える社会的規範情報の効
究科 教授
果
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プロジェクトでの役割
東洋的自然観に基づ く
環境デザインの探求
仏教思想による自然観
のあり 方と 共生の 基 盤
を明らかにする
共生型の環境デザイン
の探求と理念の提示
フランス哲学の持つ自
然観と共生の理念を明
らかにする
中国文化の持つ自然観
のあり 方と 共生の 理 念
を明らかにする
国内外に於ける価値意
識の調査と 分析による
社会意識の提示
環境配慮行動の規定因
の基礎的資料の提供

堀毛一也
稲垣 諭

社会学部・大
学院社会学研
究科 教授
自治医科大学
医学部 教授

（共同研究機関等）
一般社団法人 サ
ステイナビリティ・サ
イエ ンス ・ コ ン ソー
シアム(SSC)
サステイナビリティ
学連携研究機構
(IR3S)
茨城大学地球変動
適応科学研究機関
(ICAS)

サステイナブルな心性と
社会心理学におけるサス
主観的幸福感の関連の
テイナビリティ研究
理解
欧米に於ける環境デザイ ヨーロッパ的自然観に基
ン
づく環境デザインの探求
人間・社会・地球の持続性
を追及するサステイナビリ
ティ・サイエンスの人材育
成・普及啓発・実践活動
地球・社会・人間システム
の統合による持続型社会
の構築
気候変動への適応、安全
で豊かな社会、サステイナ
ビリティへの貢献

＜研究者の変更状況（研究代表者を含む）＞
・平成 23 年度時点参加研究者
研究者名

山田利明

竹村牧男

河本英夫

永井 晋

山口一郎

坂井多穂子

大島 尚

安藤清志

所属・職名

文学部・大学
院文学研究科
教授
文学部・大学
院文学研究科
教授
文学部・大学
院文学研究科
教授
文学部・大学
院文学研究科
教授
文学部・大学
院文学研究科
教授
文学部・大学
院文学研究科
准教授
社会学部・大
学院社会学研
究科 教授
社会学部・大
学院社会学研
究科 教授

プロジェクトでの研究課題

プロジェクトでの役割

中国宗教の持つ自然認識

東洋的自然観に基づ く
環境デザインの探求

仏教思想の自然観

仏教思想による自然観
のあり 方と 共生の 基 盤
を明らかにする

自然共生型の環境デザイ 共生型の環境デザイン
ン
の探求と理念の提示
フランス哲学の持つ自
フランス哲学の自然共生
然観と共生の理念を明
らかにする
ド イ ツ哲 学 の 持 つ 自 然
ドイツ哲学の自然と共生
観と 共生の理念を 明ら
かにする
中国文化の持つ自然観
中国文化の自然と共生
のあり 方と 共生の 理 念
を明らかにする
国内外に於ける価値意
自然・環境に対す る 価値
識の調査と 分析による
意識調査
社会意識の提示
環境配慮行動に影響を与
環境配慮行動の規定因
える社会的規範情報の効
の基礎的資料の提供
果
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社会学部・大
サステイナブルな心性と
社会心理学におけるサス
堀毛一也
学院社会学研
主観的幸福感の関連の
テイナビリティ研究
究科 教授
理解
社会学部・大
集団行動論による環境
関谷直也
学院社会学研 環境配慮行動の社会心理
配慮行動の理解
究科 准教授
態度変化研究に基づ く
慶應義塾大学
今井芳昭
環境配慮行動の規定因
環境配慮行動規定因の
文学部 教授
基礎資料の提供
欧米に於ける環境デザイ ヨーロッパ的自然観に基
稲垣 諭
文学部 助教
ン
づく環境デザインの探求
中国思想の持つ自然観
中国思想の持つ自然と共
吉田公平
文学部 教授
のあり 方と 共生の 基 盤
生
を明らかにする
社会学 部 助 環境配慮行動への文化心 環境配慮行動規定因の
菅 さやか
教
理学的アプローチ
文化差の理解
態度変化研究に基づ く
慶應義塾大学
今井芳昭
環境配慮行動の規定因
環境配慮行動規定因の
文学部 教授
基礎資料の提供
近 代ド イ ツ 哲 学 の 持 つ
三重大学人文
田中綾乃
ドイツ哲学の自然と共生
自然観と共生の理念を
学部 准教授
明らかにする
財団法人東方
仏教思想による自然観
西村 玲
研究会 常 勤 仏教思想の自然観
のあり 方と 共生の 基 盤
研究員
を明らかにする
東洋大学「エ
コ・フィロソフ
近代日本思想の持つ自然 日中比較文化から共生
横打理奈
ィ」学際研究イ
と共生
の理念を明らかにする
ニシアティブ
客員研究員
東洋大学「エ
コ・フィロソフ
生態学における自然と共 動物学、農学から共 生
関 陽子
ィ」学際研究イ
生
の理念を明らかにする
ニシアティブ
研究助手
東洋大学「エ
コ・フィロソフ
ィ」学際研究イ 欧米に於ける環境デザイ ドイツ現象学に基づく環
武藤伸司
ニシアティブ ン
境デザインの探求
リサーチアシ
スタント
（以下、「東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブを「TIEPh」と略記）
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旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
社会学部・大学
院社会学研究科
環境配慮行動を促す説
教授・TIEPh 価
得メッセージ
値観・行動ユニッ
ト研究員
（変更の時期：平成 24 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名

北村英哉

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
説得メッセージと受け手
の感情に着目した実証
研究の実施

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
社会学部所助
環 境 配 慮 行 動 へ の 文 教・TIEPh 価値
化心理学的アプローチ 観・行 動ユニット
研究員
（変更の時期：平成 24 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

菅さやか

環境配慮行動規定因の
文化差の理解

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学部助教・
欧米に於ける環境デザ TIEPh 環境デザ
イン
インユニット研究
員
（変更の時期：平成 24 年 4 月 1 日）

研究者氏名

プロジェクトでの役割

稲垣 諭

ヨーロッパ的自然観に基
づく環境デザインの探求

新
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名
文学部助教・TIEPh
文学部非常勤講師・TIEPh
環境デザインユニッ
研究支援者
ト研究員
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研究者氏名
稲垣 諭

プロジェクトでの役割
ヨーロッパ的自然観に
基づく環境デザインの
探求

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
所属・職名
生態学における自然と
TIEPh 研究助手
共生
（変更の時期：平成 24 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名
TIEPh 研究助手

研究者氏名
関 陽子

変更（就任）後の所属・職名
TIEPh 研究支援者

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

研究者氏名
関 陽子

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
動物学、農学から共 生
の理念を明らかにする

プロジェクトでの役割
動物学、農学から共
生の理念を明らか に
する

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 24 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
TIEPh 研究支援者

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

研究者氏名
野村英登

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
近代日本の自然観の
展開を明らかにする。

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 24 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

TIEPh 研究支援者

大久保暢俊

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

（変更の時期：平成 24 年 4 月 1 日）
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プロジェクトでの役割
社会的比較研究の知
見からの環境配慮行
動の規定因の検討

プロジェクトでの役割

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
文学研究科博士後期課程・
TIEPh リサーチアシスタン
ト

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
所属・職名
近代日本思想の持つ自 TIEPh 客員研究
然と共生
員
（変更の時期：平成 25 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

岩崎 大

死 生観 形 成に 基 づ く
環境デザインの探求

研究者氏名
横打理奈

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
日中比較文化から共生
の理念を明らかにする

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学研究科博士
後 期 課 程 ・
死生学的環境デザイン
TIEPh リサーチ
アシスタント
（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

研究者氏名

プロジェクトでの役割

岩崎 大

死生観形成に基づく環
境デザインの探求

新
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名
TIEPh リサーチアシ 文学部非常勤講師・TIEPh
スタント
研究助手
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学部非常勤講
欧米に於ける環境デザ
師・TIEPh 研究
イン
支援者
（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

岩崎 大

プロジェクトでの役割
死 生観 形 成に 基 づ く
環境デザインの探求

研究者氏名

プロジェクトでの役割

稲垣 諭

ヨーロッパ的自然観に基
づく環境デザインの探求

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

文学部非常勤講師・
TIEPh 研究支援者

自治医科大学教授・
TIEPh 客員研究員
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研究者氏名

研究者氏名
稲垣 諭

プロジェクトでの役割
ヨーロッパ的自然観に
基づく環境デザインの
探求

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

文学部准教授・TIEPh 自
然観探求ユニット研究員

山本亮介

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
近現代日本文学に現
れる自然観のあり方と
共生の理念を明らか
にする

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

変更（就任）後の所属・職名
文学部講師・TIEPh 自然
観探求ユニット研究員

所属・職名

研究者氏名
信岡朝子

研究者氏名

プロジェクトでの役割
環境表象に関する比
較文化研究

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
社会学部・社会学研究科教
授・TIEPh 価値観・行動ユ
ニット研究員

旧
ﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学部・文学研
ドイツ哲 学の 自然と共 究 科 教 授 ・
生
TIEPh 自然観探
求ユニット研究員
（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

研究者氏名

プロジェクトでの役割

山田一成

価値意識調査の実施
と分析

研究者氏名
山口一郎
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プロジェクトでの役割
ド イ ツ哲 学 の 持 つ 自 然
観と 共生の理念を 明ら
かにする

新
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名
文学部・大学院文学
研究科教授・TIEPh 文 学 研 究 科 客 員 教 授 ・
自然観探求ユニット TIEPh 客員研究員
研究員
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学部教授・
中国思想の持つ自然と
TIEPh 自然観探
共生
求ユニット研究員
（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

プロジェクトでの役割

山口一郎

ドイツ哲学の持つ自
然観と共生の理念を
明らかにする

研究者氏名
吉田公平

変更（就任）後の所属・職名

TIEPh 自然観探求 文 学 部 名 誉 教 授 ・ TIEPh
ユニット研究員
客員研究員
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

研究者氏名

所属・職名

研究者氏名
吉田公平

研究者氏名

プロジェクトでの役割
中国思想の持つ自然観
のあり 方と 共生の 基 盤
を明らかにする

プロジェクトでの役割
中国思想の持つ自然
観のあり方と共生の
基盤を明らかにする

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
TIEPh 客員研究員

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名
田村義也

研究者氏名

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）
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プロジェクトでの役割
近代日本思想の持つ
自然観のあり方と共
生の基盤を明らか に
する

プロジェクトでの役割

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

早 稲 田 大 学 助 教 ・ TIEPh
客員研究員

唐澤大輔

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
近代日本思想の持つ
自然観のあり方と共
生の基盤を明らか に
する

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

文学部非常勤講師・TIEPh
客員研究員

早川芳枝

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
近代日本文学の持つ
自然観のあり方と共
生の理念を明らか に
する

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 25 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
一橋大学言語社会研究科
博士後期課程・TIEPh 客
員研究員

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
慶應義塾大学教
環境配慮行動の規定
授・TIEPh 客員
因
研究員
（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名
王 媛

研究者氏名
今井芳昭

変更（就任）後の所属・職名
退任
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研究者氏名

プロジェクトでの役割
中国文化の持つ自然
観のあり方と共生の
理念を明らかにする

プロジェクトでの役割
態度変化研究に基づ く
環境配慮行動規定因の
基礎資料の提供

プロジェクトでの役割

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
哲学専攻客員教
ドイツ哲 学の 自然と共
授・TIEPh 客員
生
研究員
（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名
山口一郎

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
ド イ ツ哲 学 の 持 つ 自 然
観と 共生の理念を 明ら
かにする

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学部名誉教
中国思想の持つ自然と
授・TIEPh 客員
共生
研究員
（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名
吉田公平

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
中国思想の持つ自然観
のあり 方と 共生の 基 盤
を明らかにする

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
三重大学准教
ドイツ哲 学の 自然と共
授・TIEPh 客員
生
研究員
（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名
田中綾乃

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
近 代ド イ ツ 哲 学 の 持 つ
自然観と共生の理念を
明らかにする

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

環 境 配 慮 行 動 の 社 会 TIEPh 研究支援
心理
者

大久保暢俊

（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

11

プロジェクトでの役割
社会的比較研究の知見
からの環境配慮行動の
規定因の検討

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
社会学部准教
環 境 配 慮 行 動 の 社 会 授・TIEPh 価値
心理
観・行 動ユニット
研究員
（変更の時期：平成 26 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

関谷直也

集団行動論による環境
配慮行動の理解

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

退任
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 26 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

文学部教授・TIEPh 自然
観探求ユニット研究員

相楽 勉

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学研究科博士
欧米に於ける環境デザ 後 期 課 程 ・
イン
TIEPh リサーチ
アシスタント
（変更の時期：平成 26 年 4 月 1 日）
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プロジェクトでの役割
近代日本思想の持つ
自然観のあり方と共
生の基盤を明らか に
する

研究者氏名

プロジェクトでの役割

武藤伸司

ドイツ現象学に基づく環
境デザインの探求

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
東洋大学国際哲学研究セ
TIEPh リサーチ・ア
ンター研究助手・TIEPh 客
シスタント
員研究員

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

武藤伸司

ドイツ現象学に基づく
環境デザインの探求

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 26 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
文学研究科博士後期課程・
TIEPh リサーチアシスタン
ト

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

増田隼人

ドイツ現象学に基づく
環境デザインの探求

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 26 年 11 月 4 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名
文学研究科博士後期課程・
TIEPh リサーチアシスタン
ト

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
文学研究科博士
欧米に於ける環境デザ 後 期 課 程 ・
イン
TIEPh リサーチ
アシスタント
（変更の時期：平成 27 年 3 月 31 日）

新
変更前の所属・職名
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竹中久留美

プロジェクトでの役割
近代イギリス哲学に
基づく環境デザインの
探求

研究者氏名

プロジェクトでの役割

竹中久留美

近代 イ ギリ ス 哲学 に 基
づく環境デザインの探求

変更（就任）後の所属・職名
退任

研究者氏名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
東洋大学国際哲
学研究センター
欧米に於ける環境デザ
研 究 助 手 ・
イン
TIEPh 客員研究
員
（変更の時期：平成 27 年 4 月 1 日）

研究者氏名

プロジェクトでの役割

武藤伸司

ドイツ現象学に基づく環
境デザインの探求

新
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名
東 洋大 学 国 際哲学
研究センター研究助 東 京 女 子 体 育 大 学 講 師 ・
手 ・ TIEPh 客 員 研 TIEPh 客員研究員
究員
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

武藤伸司

ドイツ現象学に基づく
環境デザインの探求

研究者氏名

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 27 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

文学部教授・TIEPh 環境
デザインユニット研究員

緒方登士雄

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割
心理学的実践に基づ
く共生型の環境 デザ
インの探究

プロジェクトでの役割

（変更の時期：平成 27 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

研究者氏名

文学部准教授・TIEPh 環
境デザインユニット研究員

金子有子
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プロジェクトでの役割
生 態学 に 基づ く 共 生
型の環境デザインの
探究

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
日本文化の自然と共生

所属・職名

研究者氏名

文学部准教授・
TIEPh 自然観探
求ユニット研究員

山本亮介

プロジェクトでの役割
近現代日本文学に現れ
る自然観のあり方と共
生の理念を明らかにす
る

（変更の時期：平成 27 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

変更（就任）後の所属・職名

文学部准教授・
文学部教授・TIEPh 自然
TIEPh 自然観探求
観探求ユニット研究員
ユニット研究員
旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名
早稲田大学助
近代日本思想の持つ自
教・TIEPh 客員
然と共生
研究員
（変更の時期：平成 27 年 5 月 1 日）

新
変更前の所属・職名

研究者氏名
山本亮介

研究者氏名
唐澤太輔

変更（就任）後の所属・職名

早 稲 田 大 学 助 教 ・ 龍谷大学世界仏教文化研
TIEPh 自然観探求 究 セ ン タ ー 博 士 研 究 員 ・
ユニット研究員
TIEPh 客員研究員

研究者氏名
唐澤太輔

プロジェクトでの役割
近現代日本文学に現
れる自然観のあり方と
共生の理念を明らか
にする

プロジェクトでの役割
近代日本思想の持つ自
然観のあり方と共 生 の
基盤を明らかにする

プロジェクトでの役割
近代日本思想の持つ
自然観のあり方と共
生の基盤を明らか に
する

１１ 研究の概要（※ 項目全体を１０枚以内で作成 ）
（１）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要
本プロジェクトは、平成 18 年以来東京大学を中心とする文部科学省科学技術振興調整費
「サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）」構想に協力機関として参画してきた東洋大学
「エコ・フィロソフィ学際研究イニシアティブ」が、振興調整費プロジェクトの終了に際して、エ
コ・フィロソフィの確立とその深化を図り、エコ・フィロソフィ教育の実践を通して研究者の育成
を図ることを主たる目的として設立された。併せてこの研究によって得られた成果を広く公表
して、この分野の新たな展開を企図する。現代社会の喫緊の問題として、環境問題の解決が
あることは今更贅言を要さない。しかし、それは科学的解決だけではなく、社会意識や価値
観・思想のあり方に大きく関わる。本研究は、そうした形而上学的な問題意識を明らかにする
ことで、環境問題の根本的な対応、さらにいえば共生の理論を構築することが出来る。
平成 23 年度は、従来集積してきた各ユニットの成果を整理し、大学院等の授業、あるいは
研究会によって発展・進化させる。同時に国内外の研究状況の調査など、エコ・フィロソフィ研
究のネットワーク形成の作業を行う。平成 24 年度は、基本的には前年度と同様の作業を行う
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が、エコ･フィロソフィの確立に向けた新事業（国際研究集会）を行う。平成 25 年度は、前年度
の成果を踏まえ、国際的な研究ネットワークを確立し、育成した RA などによるセミナーを開
催し、中間成果とする。平成 26 年度は、初年度以来の研究実績を検討し、拠点形成のため
の問題点の抽出と対策を実施。3 ユニットの成果を確認する。平成 27 年度は最終年度であ
るので、2 回目の国際研究集会を開催し、研究拠点としての地歩を確実にする。
（２）研究組織
本プロジェクトは 3 つの研究ユニットで構成されている。 第 1 ユニット「自然観探究ユニッ
ト」は、哲学の研究者を中心にして、東洋・西洋の自然観や人間観、共生のあり方を思想的に
追求し「エコ・フィロソフィ」の中核を形成する思想を探究する。 第 2 ユニット「価値観・行動ユ
ニット」は、社会心理学の研究者が、アジア諸地域の人々の価値意識の実情を測定し、国際
比較を通じて、環境政策や人々を環境配慮行動へ導くための指針を提供することを目指す。
第 3 ユニット「環境デザインユニット」は、哲学の研究者が、現行のシステムを再編、拡張する
アイデアを導入するという仕方で、環境問題に対する新たなシステム・デザインの構想を探究
する。
研究員 24 名はそれぞれの専門分野に基づいて、概ねいずれかのユニットに配属され、各
ユニット長とともに、「エコ・フィロソフィ」研究における可能的役割を決定し、探究を進めてき
た。また、その研究成果を教育実践のかたちで示してきた。各ユニットの研究対象や研究方
針は、研究代表者の統率の下で、プロジェクト全体の目的に資するテーマを共有して決定さ
れるものであり、その際、各ユニットは連携をはかり、横断型の研究形成を進めた。新規に加
入した研究員については、定例で行う研究報告会で発表を行い、本プロジェクトにおける研
究の位置づけと、今後の研究方針についての議論の場を設けた。
イベントや出版物、他機関との連携等については、運営委員会による審議の下、基盤形成
のための学際性、実践可能性を重視して計画されており、執筆担当者、講義担当者につい
て、各ユニットや外部の研究者をバランスよく配置した。研究者育成に関しては、これまで PD
の研究助手として 2 名、研究支援者として４名、大学院博士後期過程の PRA として４名を採
用し、実践的な研究方法を習得する機会を提供した。年度末には外部の有識者による評価
委員会を開催することで、研究成果の客観的評価を得るとともに、今後の活動方針の妥当性
を確保してきた。
共同研究機関との連携については、茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)との共
催で平成 18 年度以来、毎年国際セミナーを開催し、一般社団法人サステイナビリティ・サイエ
ンス・コンソーシアム(SSC)とは、本プロジェクトの研究員が研究部会に参加し、研究会やイベ
ントを通して相互の研究成果を確認すると共に、視察地の選定と仲介、機関紙『サステナ』の
執筆協力といったかたちでの連携を行った。
（３）研究施設・設備等
本プロジェクトは、東洋大学白山キャンパス 6 号館 60458 室に面積 15m2の事務局を
設置している。事務室には、研究助手、研究支援者、RA、長期アルバイトの計 4 名が
交代で常駐しており、センター長および研究員の指示の元で研究および研究支援を行っ
ている。通常は平日の 10 時から 18 時を利用時間に充てている。事務室には、プロジ
ェクトの実施に必要な電話機、パソコン、プリンタ複合機等を設置し、必要な資料やデ
ータの管理、編集を効率的に行っている。
（４）研究成果の概要 ※下記、１３及び１４に対応する成果には下線及び＊を付すこと。
1)プロジェクト全体としての活動
採択時の構想調書から年度ごとの計画に若干の遅延はあったものの、本プロジェクトが目
的とするエコ・フィロソフィの確立と教育の研究のための活動は、計画した通りの相応の実績
を出してきた。また、南方熊楠にはじまる近代日本独自のエコロジー研究や、東日本大震災
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を受けての復興のデザイン等、当初は予定しなかった局面での成果もあり、研究基盤の形成
として満足のいく成果を挙げていると考える。
本プロジェクトでは、3 つのユニットがそれぞれの基本となるテーマを研究するとともに、そ
の有機的な連関によって、プロジェクトの目的達成のための問題設定や研究方針などを適宜
検討し、多様なかたちでの研究成果を発表するという方法をとっている。活動内容およびその
成果概要を図示すると、以下のようになる。

本プロジェクトでは、これまで 12 件のシンポジウム、7 件のセミナー、5 件のワークショップ、
9 件の研究会を開催し、視察や調査、学内イベントの開催も行った。研究活動によって獲得し
た研究成果は、研究年報、研究年報別冊(イベント抄録集)、ニューズレターとして毎年紙面の
かたちで定期発行し、書籍のかたちでは 2 冊のエコ･フィロソフィ教育の教科書と、1 冊の研究
成果論集を刊行した。その他にも DVD 作品の制作や、ホームページ作成、シンポジウム等
の動画掲載といったインターネット上での情報開示、さらにパンフレットや東洋大学研究成果・
シーズ展への出展というかたちでの成果報告・活動紹介も行ってきた。
エコ・フィロソフィ教育の実践としては、まず毎年秋学期に東洋大学全キャンパス配信授業
である 全学総合講義「エコ･フィロソフィ入門」*1 を開講し、研究員や連携する研究者による学
際的な基礎教育を行った。また、通年で行う 大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」
*2 では、最新の哲学研究・臨床研究に基づく専門教育を行い、より専門的な研究成果につい
ての教育と議論がなされている。さらに参加型のワークショップでは、舞踊家等のアーティスト
を招き、自然科学的理解に偏りがちな環境問題に対して、身体性や身近な環境を重視する
環境との関わりを体験的に自覚させることで、本プロジェクト独自の環境教育を行った。PD
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や RA に対しては、研究活動や会議への積極的な参加を促し、研究活動の共有をするととも
に、ひとつの専門領域に留まらない、実践可能性に根ざした学際的研究のあり方についての
教育を行ってきた。その一例として、稲垣諭研究員は、本プロジェクトの PD から自治医科大
学教授に就任し、研究成果の医学的実践と教育に従事している。
海外の研究者、研究機関との連携については、オーストラリアのサンシャインコースト大学
(USC)、マレーシアの国際イスラム大学(IIUM)およびマラヤ大学(UM)、あるいは一般社団
法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)を通じた国連大学とのシンポジウ
ムや視察、共同調査などの研究連携を行い、ウースター大学（アメリカ）の S．クレイトン教
授、ウィーン大学の G．シュテンガー教授、四川大学の周裕鍇教授などを招聘しての国際シ
ンポジウムを開催した。さらに稲垣諭客員研究員が、ギリシアで行われた 第 23 回世界哲学
会議*3において、本プロジェクトの研究成果の発表を行った。
2)各ユニットの研究活動
第１ユニット（自然観探究ユニット）
「自然観探究ユニット」では、西洋の自然科学的価値観に偏重しがちな環境問題の議論の
なかで、自然に対する思考や哲学の研究、とりわけ東洋の自然観に基づくライフスタイルや
制度設計を研究することで、新たな視点と方法論を提示し、現代環境論を再構成するエコ･フ
ィロソフィの確立を行った。第 1 ユニットの研究の基本は文献研究にあるが、単なる事実の報
告にとどまらず、ここから明らかになった東洋的自然観の内実と多様性を、いかにして環境問
題に資するエコ・フィロソフィとして提示できるかということに重点が置かれている。自然観探
究を現代の環境問題への実践につなげるためには、宗教や文化を背景としつつも、現代の
文明化のなかに生きる現地の人々の意識や感覚を理解しなければならない。そのためには、
文献研究と併せて、意識調査や現地視察が必要となるため、別ユニットと連携してこれを行っ
た。
１．東洋思想の自然観探究と近代日本のエコロジー
東洋の自然観について、「自然」と「共生」をテーマに研究を行うことで、エコ･フィロソフィの
中核となる共生哲学を追及した。平成 23 年度のシンポジウム 「人間と自然の共生と持続可
能な関係を求めて－風土のしらべから」*4、「宗教と環境シンポジウム－新しい文明原理の生
活化と宗教」*5 では、環境問題を抱えた現代の文明化社会の実状に対して、持続可能な社会
の実現のために、東洋思想の自然観、風土論、共生思想がもつ現代的意義を示した。平成
26 年度のシンポジウム 「大地の思想－風水・聖地・里山－」*6、平成 27 年度の特別講演 「洞
天思想と自然環境の問題」*7 では、東洋の自然観の思想的基礎となる仏教、儒教、道教、神
道といった宗教に内在する多様性のある「自然」や「共生」のかたちを吟味するとともに、その
具体的実践のかたちを示し、科学的な合理的知識に対する自然共生的な身体的知の具体的
な内実とその展開可能性を提示した。
また思想や宗教の枠組みだけでは捉えきれない、人間の感性に根ざした自然観の探究を
行った。平成 27 年度の国際シンポジウム 「宋代の自然観」*8では、四川大学の周裕鍇教授
を招き、北宋の風景、絵画、詩歌が仏教禅と融合することでもたらされた、思想と風景と芸術
の融合的変容から、宋代文学特有の自然観について議論が行われた。また、同年のシンポ
ジウム 「かおりの生態学」*9 や、定例研究会においては、東洋の文学や芸術における自然観
についての研究も行い、西洋文化や現代と対比しつつ検討した。
更に東洋の文化伝統と現代の日本社会を実証的に接続することを目指し、平成 24 年度以
降から、近代日本のエコ・フィロソフィに関する研究を展開した。シンポジウム 「円了×熊楠－
近代日本のエコ･フィロソフィ」*10 や、和歌山県田辺市および南方熊楠顕彰館と連携して開催
した平成 25 年度のシンポジウム 「南方熊楠：神と人と自然」*11では、日本における「エコロジ
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ー」の先駆者である南方熊楠の自然観と自然保護運動に注目し、アジア諸地域および西洋
の自然観、さらに井上円了の哲学と対比させるかたちで、その現代的意義について議論を行
った。南方熊楠の研究は継続して進められ、専門家の田村義也氏と唐澤太輔氏を客員研究
員として招き、研究ネットワークを構築した上で、研究会やシンポジウムを開催した。さらに 南
方熊楠顕彰館および熊野古道の視察*12 を行い、博物学者としての熊楠の研究成果と、熊楠
が守ろうとした生物多様性に満ちた自然と文化を体感することで、生活環境と自然観が結び
ついたエコロジー運動の実態を把握した。
東洋および近現代日本思想における自然観探究は、上記のほか、各研究員の専門領域
からの研究が行われており、それらは研究年報のかたちで報告された。これらの報告が、同
分野のみならず、他ユニットの研究の基礎として応用されている。
２．「自然といのちの尊さについて考える」
平成 18 年度から継続して開催されている茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）と
共催で行っている国際セミナーでは、環境問題対策の基本となっている自然科学・社会科学
的な世界観の限界を理解し、学問や社会の基盤となる新たな思想へのパラダイムチェンジを
目指して活動した。プロジェクト期間以前の、思想研究を中心に行ってきた研究を第一フェー
ズとして区切り、平成 23 年度より、社会科学に基づく実践的な制度設計を含めた「自然共生
社会」のための制度設計を追及する第二フェーズを立ち上げた。ポストモダンの共同体形成
において、人文科学と社会科学を統合した「ホリスティック教育」の必要性が確認され、洋の
東西や文理、世代も異なる様々な研究者間での議論の末に、その具体的実践可能性を探求
した。
平成 26 年度には、共催国際セミナーでの議論を集約した 2 冊目の成果本である 『自然と
いのちの尊さについて考える－エコ･フィロソフィとサステイナビリティ学の展開』*13 を出版し
た。本書では、環境問題を筆頭に数々の社会問題を抱える現代人に迫られている価値転換
として、物質的豊かさとは異なる、「いのちの深み」からくる豊かさについて、それぞれの研究
者の視点から論ぜられている。そこでの課題は、現代において自然といのちの尊さの自覚が
いかにして達成されるのかという点にあり、自然との共生という意識が、価値転換の指針とし
て示された。
第２ユニット（価値観・行動ユニット）
「価値観・行動ユニット」では、社会心理学的調査による実証データの蓄積から、経済成長
の著しいアジア諸国における環境意識を、東洋的な価値観の特性を明らかにするというかた
ちで分析すること、さらに、サステイナビリティに関する個人の心理と行動の傾向を分析する
ための実験、調査を行い、そこから明らかになるジレンマ構造の実態を分析し、それを打開す
るための方法を検討すること、この二つの視点から、地球環境問題解決への社会心理学的
アプローチを展開した。
１．アジア諸地域における価値観調査
本プロジェクト開始以前に収集したシンガポール、中国、ベトナムの実証データの研究に引
き続いて、アジア諸地域の価値意識調査を行った。マレーシアの価値観調査においては、平
成 23 年度に現地視察を行い*14、現地調査会社の調査員、および大学研究者らと情報を交
換した。調査会社では、現地での調査方法、マレーシア特有の事情、特に多民族性や宗教な
どについて詳細な説明を受け、マレー半島と東マレーシアの地域差や宗教特性に着目するな
ど、調査によって得られたデータを分析する際に有効な知見を得た。また、国際イスラム大学
（IIUM）とマラヤ大学（UM）との研究交流が行われ、心理学教育や環境についての取り組
みなどで議論が交わされ、本プロジェクトのエコ・フィロソフィ教育活動に還元した。
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平成 24 年度には オーストラリアのサンシャインコースト大学への視察*15を行い、サステイ
ナビリティ・リサーチ・センターの研究員から、サステイナビリティ教育に関するオーストラリア
の現状と、同センターが行っている活動内容の説明を受け、アジア・オセアニアの広域にわた
って調査・実験をするための意見交換を行った。
また、平成 24 年度は、シンポジウム 「妖怪学と環境問題‐「お化け調査」は何を語るのか
－」*16 を開催し、本プロジェクトの研究員と、統計数理研究所調査科学研究センターや青山
学院大学アジア国際センターの研究員、さらに東洋思想の研究者によって、国際的な大規模
調査を踏まえた環境意識に関わる価値観について報告し、それらのデータから、東洋の各地
域独自の自然観、宗教観等についての議論が行われた。
平成 25 年度には、アメリカ・オハイオ州ウースター大学のスーザン・クレイトン教授を招き、
特別セミナー「コンサベーション心理学の可能性―自然を思いやる心を育てるには―」*17 を
開催した。自然環境との心理的な関わりから形成される「環境アイデンティティ」を形成するた
めの自然体験を、個人、文化、社会のレベルで構築し、自然保護の意識から環境問題への
実践を導くというアプローチについて、実証データや、中国で進められているプロジェクトにつ
いて報告があり、これについて本プロジェクト研究員との、文化差やコミュニティの問題を踏ま
えた議論を行い、自然保護に基づく環境教育の実践可能性と期待される効果が明らかとなっ
た。
これらの研究は研究年報や学会発表というかたちで報告されており、海外への発信として
は、“Social norms and people's values in light of sustainability”（Ohshima, 2011）*18、
“A preliminarily study for the individual differences in sustainable mind and
behavior.”（Horike, 2012）*19などがある。
２．環境意識に関する個人の心理傾向の分析
個人の心理レベルの実験・調査は、マクロレベルとしての環境問題と、マイクロレベルとし
ての個人の関係を検討する上で必要となるデータであり、各研究員が共同して、いくつかのテ
ーマで複数回調査・実験を行い、その結果を報告した。
ボランティア・ジレンマに関する実験では、N 人囚人ジレンマの実験を行い、環境配慮行動
においても重要となる、集団内での個人の利益と集団の利益に関する心理分析を行った。被
験者は囚人のジレンマの理論で予想されるような、他者の協力行動を当てにして傍観者に徹
する合理的行動を選択するのではなく、自らコストを支払って集団の利に供する傾向をもつこ
とが明らかになった。さらに制度を守らないフリーライダーに対する「監視ボランティア」の導入
が、集団的な環境配慮行動の実現に有効であるという実験結果が提示された。これについて
は大島研究員が研究年報のかたちで平成 23 年度に 「繰り返しボランティア・ジレンマ・ゲーム
の実験的検討」*20、平成 25 年度に 「社会的ジレンマにおける「監視ボランティア」の可能性と
有効性」*21で報告した。
継続して行っている、サステイナブルな心性を主観的幸福感の観点から調査する研究で
は、文化間の差異を踏まえた上での、サステイナブルな心性および行動を測定するための適
切な尺度を探求し、サステイナブルな心性と主観的な well-being（幸福感）との間に関連が
あることを明らかにしていった。尺度の作成については、平成 25 年度に行った Web 調査等に
よって、文化間、世代間、性別間などの観点を精緻にすることで改定を行っていった。この研
究成果については堀毛研究員が年報や学会発表等のかたちで、毎年報告している。
平成 25 年度から開始された環境配慮行動に関する実験では、他者が行っているのをよく
見かける環境配慮行動においては、自身の実践が平均的な他者よりも高いと評価する平均
以上効果が、反対に、普段は見かけない環境配慮行動においては平均以下効果が生じるこ
とが示された。この実験と分析から、平均以上効果については他者平均の実際値の提示が、
平均以下効果には自尊感情を高めることが有効であるという結論を導き、研究成果を、大久
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保研究員が東垣氏との共著で平成 26 年度の研究年報に 「環境配慮行動の実行可能性認知
と困難度の関係」*22として掲載した。
第３ユニット（環境デザインユニット）
「環境デザインユニット」では、環境問題への対策として、既存の行動抑制型の課題設定で
はなく、問題の構造を分析し、その固有のシステムが再編、拡張するようなアイデアを導入す
ることによって、都市環境、身体環境、生活環境とそれへの意識を変化させ、結果的に問題
解決を実現させることを目的とした。
現実の複雑な状況から意識や身体を変容するための工夫を行うためには、フィールドワー
クや、非言語的領域からのアプローチが不可欠となるため、現地調査や、医学の臨床研究、
そして専門家を招いてのワークショップなどを積極的に行った。
１．都市環境デザインの構築
2011 年 3 月の東日本大震災によって、日本の環境問題も大きな転換を余儀なくされ、その
思想的基盤となるエコ･フィロソフィの果たす役割もより重要なものとなった。平成 23 年度開催
のシンポジウム 「生物多様性という課題－東日本大震災からの復興を視野に」*23において、
「里山」「里海」の生態系サービスの持続可能性を目指した復興のための環境デザインを提
案すると共に、実現のための現実的課題の精査が行われた。平成 26 年度開催の国際シン
ポジウム 「ドイツ文化とエコロジー」*24では、ウィーン大学教授の G.シュテンガー教授を招き、
西洋の最新の技術論研究や、ドイツの環境政策を参考にして、日本の農林業やエネルギー
政策について議論し、両国の文化の独自性を考慮しつつも、相互に有効である要素を抽出
し、持続可能なネットワーク形成のかたちを提案した。同年に行った第 1 ユニットとの合同シン
ポジウム 「大地の思想－風水・聖地・里山－」*6 では、人間の持続可能性を高める里山の歴
史を東洋思想の各地域から分析したうえで、人間の経験や能力を拡張する現代の里山のか
たちとしての「人工的里山」による都市環境デザインの諸可能性を提示した。
地域に根ざした環境デザインの現状と実践可能性を探求するために、SSC と連携しつつ、
別ユニットと合同での視察を行った。平成 24 年度には、地域の自然を活かし、水源や道の駅
によって自然環境価値の創出に取り組んでいる 山梨県道志村の視察*25 を行い、また、国策
として環境政策に取り組む韓国のスマートグリッド化計画の実証実験地である 済州島の視察
*26 を行った。平成 25 年度には、日本における自然エネルギーのオルタナティブである地熱
発電の可能性を探るべく、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある世界最大の地熱発電所で
ある Calpine Geothermal の視察*27を行った。同じく地熱発電については、平成 26 年度に
八丈島を訪れ、アメリカ、インドネシアに次ぐ世界第三位の潜在エネルギーをもつ日本の地熱
発電が、未だ都市環境のシステムとして十分に機能するに足りていない現状を確認した。平
成 27 年度には、モンゴルの都市環境および、伝統的な遊牧生活*28 の視察を行い、非定住
型の生活環境がもつ独自の感度の一端を体験するとともに、急速な経済発展と人口増加を
遂げた首都ウランバートルでの、伝統と文明化の過渡期にある混然とした都市環境の現状を
確認した。
平成 26 年度に、福島県被災地視察*29 を行い、居住禁止区域の現状と仮設住宅に住む
人々の生活環境を調査し、避難者の日常の生活環境の展開可能性の狭さがもたらす精神
的、社会的影響の重要性を確認するとともに、南相馬ソーラー・アグリパーク等での、民間で
行っている復興のための意欲的な環境デザインを体験し、震災被害を、被災者のみならず、
いかにして社会全体のシステムのなかへと有効に組み込むことができるのかについて、意見
交換を行った。また、この視察を経て、同行したウィーン大学の G.シュテンガー教授らと共
に、平成 27 年度に国際シンポジウム 「after our Fukushima」*30を開催し、原発事故を含む
震災に対して哲学の立場から可能な役割として、エコ・フィロソフィが提示する復興の自己組
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織化について議論がなされた。その自己組織化の要因として、日本独自の文化や芸術表現
が有する可能性を見出した。
２．身体環境の拡張
環境問題の解決の方法として、現象学、身体論、システム論を基に、環境内での人間の能
力の再生、拡張を促す環境設定を探求した。主な課題は、固執した環境と意識の関係を解消
し、経験の可能性や行為の選択肢を拡張するための、身体性の自覚をもたらす非言語的な
環境デザインの実践である。
毎年開催している 「人間再生研究会」*31 では、障害者医療の臨床を通じて、意識、身体、
環境の関係を分析し、新たな治療方法の確立と、その展開として社会全体の能力拡張の可
能性を目指す「神経現象学リハビリテーション研究」に取り組んだ。例年、専門家を招いての
脳科学や神経医学の最新の研究成果の報告を受けると共に、臨床家による事例報告会によ
って、有効な治療のためのフィードバックを行っている。
平成 24 年度のシンポジウム 「天命はなお反転する 人間再生のための環境―荒川修作＋
マドリン・ギンズとともに」*32 では、建築環境がもたらす能力再生を意図的に行っていた荒川
修作の環境デザインの意義について議論し、平成 26 年度には ニューヨーク州にある荒川修
作関連施設を視察*33 することで、荒川が志向した一建築にとどまらない都市全体の生活環
境デザインを確認するとともに、9.11 テロを経たニューヨークの都市環境デザインがもたらす
生活環境の変容可能性の一端を体験した。
日常生活で行う動作に介入することで経験の稼動域の拡張を促す教育のかたちとして、ア
ーティスト等を講師に招き、ワークショップを行った。平成 23 年度 「ウォーキング・ビューティ
ー」*34では歩行動作の再発見をテーマにし、平成 26 年度と 27 年度の「即興ダンス・ワークシ
ョップ」では、日常動作の速度や設定の変更による、重力や反作用への気付きをとおして自
己の身体の内部感覚や、他者を含む外部環境との創発性についての意識を拡張していっ
た。言語化しがたい領域での身体感覚については、舞踊家の田中泯氏や和栗由紀夫氏を招
いてのワークショップにおいてその内実に迫り、言語と非言語の境界を、身体性を頼りに行き
来することで得られる環境への感度と態度の充実について、共通認識を得た。
平成 27 年度に開催したシンポジウム 「かおりの生態学」*9では、自然科学的な実証性に基
づいて、生態系内における香りのもたらす影響度について報告され、これまで注目されること
のなかった嗅覚的アプローチによる環境デザインの可能性が開示された。この香りによる生
態系の循環作用は、動植物の自然環境のみならず、人間の身体性を踏まえた生活環境への
応用可能性を有するものとされた。
これらの研究成果は研究年報や学会発表のかたちで報告すると共に、非言語的な研究成
果を適切なかたちで表現するための映像作品として、平成 24 年度には 『テンダー・エマージ
ェンス――来るべき自己へ』・『モア・ディヴェロップメント――』*35を、平成 26 年度には 『イノ
セント・メモリー ―身体記憶の彼方へ』*36 を作成し、シンポジウム上でも舞台作品として発表
した。
ユニット間の連携
第 1 ユニットが行う主に文献研究による自然観探究は、本プロジェクトの基礎となる研究で
あり、この研究を基に、第 2 ユニットの文化間の価値観比較や、第 3 ユニットの都市環境デザ
インの分析や実践のための指針がつくられている。同時に第 2 ユニット、第 3 ユニットの研究
から浮かび上がった問題に対し、第 1 ユニットの研究がこれを思想的に補助することも行って
おり、とりわけシンポジウムに関しては、第 2 ユニットの妖怪学研究や、第 3 ユニットの里山研
究などがそれに当たる。同時に、実践的価値を重視する第 2 ユニット、第 3 ユニットの研究に
は、現実の複雑な問題への検討は不可欠なものであり、第 1 ユニットは、伝統的自然観が現
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実にどのようなかたちで現れているのかについても探究を行った。他ユニットと合同で行った
現地視察によって体験知を得たほかに、シンポジウムとしては、「人間と自然の共生と持続可
能な関係を求めて－風土のしらべから」*4 や、「宗教と環境シンポジウム－新しい文明原理の
生活化と宗教」*5などが特にそれに当たる。
第 2 ユニットと第 3 ユニットの連携については、第 2 ユニットの価値意識に関する調査・
実験によって明らかになったジレンマの構造が、いかなる環境デザインによって解決可能とな
るのかというかたちで行われており、心理的な要因と、その根源となる制度や身体性の両面
から、環境問題解決のための環境設定を提示した。
環境教育については、エコ・フィロソフィの有する学際性を重視して、各ユニット長を中心
に、最大の教育効果をあげるためのバランスの良い講義設定を検討し、PD や PRA の教育
についても、各ユニットの専門分野から採用することで、互いの研究手法を学びあう体制をつ
くった。
＜優れた成果があがった点＞
エコ･フィロソフィの確立と教育において特に優れた成果といえるのは、本プロジェクトの研
究員及び連携機関の研究者、さらにシンポジウム、研究会の講師等が執筆し刊行した二冊
の教科書と、全学部学生に向けて開講した 全学総合講義「エコ･フィロソフィ入門」*1である。
平成 24 年度に編集・出版した、『エコロジーをデザインする－エコ・フィロソフィの挑戦』*37
では、15 名の執筆者が、里山、里海、ゴミ処理、水資源、生産・消費活動、建築、健康などの
視点から、自然、社会ネットワーク、身体の関係を探求し、経済的発展ではない多様な豊かさ
を増大させていくかたちで、持続可能な社会のための未来のデザインを提案した。
平成 27 年度に編集・出版した 『エコ･ファンタジー－環境への感度を拡張するために』*38
では、23 名の執筆者（共同執筆を含む）が、人間の生存にとって重大な問題であるはずのエ
コロジーが、そのスケールの大きさゆえに危機の実感がもてず、実践につながるほどの魅力
をもてていない現状に対して、その停滞の原因を分析するとともに、地球規模のマクロな問題
を、生活や身体感覚といったミクロな問題へとつなげていくためのイメージ形成や環境設定の
方法が提示された。
全学総合講義「エコ･フィロソフィ入門」*1 では、プロジェクト期間中毎年にわったって、東洋
大学全学部学生を対象にした双方向型のインターネット授業を行った。講義は、本プロジェク
ト研究員や連携研究者によるオムニバス形式で行い、上記の本プロジェクトで刊行した書籍
を教科書とした。全学部あわせて例年 250 名程度の学生が受講し、環境学や哲学の初学者
に対して、サステイナビリティ学の基本理念から、エコ・フィロソフィの実践まで、体験知と自己
分析を重視した教育を行った。主な教育方針は、地球温暖化に対する自然環境保護といった
既存の環境イメージを、海洋、宇宙、身体、他者、生活にまで拡張することで、環境を自身に
身近なものとして再認識すること、そしてエコ･フィロソフィの実践に必要な、自ら考えて行動す
る哲学的能力を養い、環境問題に処するとともに、自らの生の基盤になりうる思想を模索す
る手段と意義を教えることであった。そのために、毎回の授業でミニレポートを実施し、講義内
容と自身の生活を結び付けるための自由記述をさせ、最新のエコロジー研究の知識だけで
はなく、体験的に環境との関係を深めていく方法をとった。
＜課題となった点＞
エコ・フィロソフィによる環境問題に資する思想的アプローチの実践は、現代の喫緊の課題
である以上、学問研究の枠を越えて、一般社会に還元されるべきものであるが、外部評価委
員の指摘にもあるように、この点について、研究内容の専門性や難解さが、市民へのアウトリ
ーチの妨げになっていた。刊行した二冊の教科書はそれを補うためのものではあるが、公開
シンポジウムやニューズレター、ホームページ等においても、研究内容をわかりやすく伝える
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余地があった。具体的には、第 1 ユニットについては文献研究の専門性、第 2 ユニットについ
てはアジア諸地域の価値観の統合比較、第 3 ユニットについては身体表現の言語化が、一
般市民に還元するという点では不十分であった。ただし、学生に対して行った講義やワークシ
ョップでは、非専門家に対する教育の実績をあげることができたため、これらの体験的教育を
一般社会に適用する機会をいかにしてつくりだすのかが、課題の本質であると考えられる。
本プロジェクトの活動の独自性ゆえに、エコ・フィロソフィに対応する海外の研究及び研究
機関は存在しない。そのため、共同研究についても、プロジェクト全体ではなく、個々の側面
での連携というかたちをとらざるをえず、エコ・フィロソフィのグローバルな発信は十分なものと
はいえなかった。この点については、稲垣諭研究員の 第 23 回世界哲学会議*3 での発表など
を行ったが、プロジェクト主催のシンポジウム等のかたちで海外でイベントを行うには至らな
かった。
＜自己評価の実施結果と対応状況＞
定期的に開催する運営委員会において、活動報告とそれに関わる予算執行額の明細を
開示し、内容を検討した。人件費や視察費用についても、事前事後に報告を行った。開催し
たイベントについては、その内容を受けて、その後にいかなるかたちで成果とするかを検討
し、論文執筆依頼、研究年報別冊での掲載形式の選定、継続開催の要などを決定した。ユニ
ット間の予算配分については、企画案を基に、プロジェクト全体として最大の成果をあげられ
るよう、ユニット間の審議の上で決定された。予算配分は年度初めに決定するが、活動の状
況を見て適宜変更も行った。平成 26 年度以降の意識調査の業務委託については、調査結
果がプロジェクト全体にもたらすと期待される内容を考慮した上で、業務委託費と、プロジェク
ト期間中にデータ解析を終了させるために必要な人員と労力を加味し、これを行わなかった。
＜外部（第三者）評価の実施結果と対応状況＞
3 名の委員（学内 1 名、学外 2 名）からなる外部評価委員会を設置し、各年度末に評価委
員会を開催している。委員会では、センター長から当該年度の活動実績が報告されると共
に、各ユニット長による研究成果の説明を行い、その後、活動状況に対する質疑応答を経
て、今後の活動方針について、委員から意見を伺い、後日改めて評価書への記入を求めて
いる。この評価に基づき、運営委員会において課題等を検討し、次年度の活動方針を決定し
た。特にユニット間の連携を明確にした合同シンポジウムと視察を重視した点や、ホームペー
ジでの動画公開等による一般社会へのアウトプットについて改善を行った。
評価委員によるプロジェクト全体に対する平成 23 年度から平成 27 年度までの年度ごとの
評価（A、B、C、D）は以下のようになった。
北脇秀敏（東洋大学副学長）
A、A、A、A、A
住正明（国立研究開発法人国立環境研究所）
B、A、A、A、A
柘植綾夫（公益社団法人 日本工学会 会長）
A、A、A、A、B
＜研究期間終了後の展望＞
合計 11 年間の活動による研究成果と研究ネットワークを活用した発展的継続のかたちと
して、今後はエコ･フィロソフィのグローバルな展開を目指す。具体的には以下の５つの課題を
設定する。（１）「高齢者、障害者、避難者の環境設定」では、リハビリテーションの現象学的実
践による能力の再生と拡張を目指す。（２）「生態学的環境デザインのイノヴェーション」では、
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自然科学の先端の成果を取り入れながら、新たな生態学的システムの可能性を提示する。
（３）「自然哲学のイノヴェーション」では、シェリング、ダーウィン、ヴァイツゼッカー、ホワイトヘ
ッドらによるさまざまな自然構想を素材としながら、自然哲学の可能性を拡張していく。（４）
「環境学システムワーク」では、環境問題のオルタナティブとしての環境法、環境経済、環境
金融等のさまざまな試みを分析しながら、環境問題への社会的対応の仕組みを検討する。
（５）「文化的環境の探求」では、文献研究やフィールドワークによって、思想、文学、芸術作品
等に現れる自然観を探求する。日本の文化人類学では柳田國男や南方熊楠を素材とし、イ
ンドネシアの宗教図像と儀礼に関する現地調査と文献研究からは、ヒンドゥー教および仏教
の受容と変容の過程を明らかにしていくことで、文化的な環境設定を構想する。
これらの研究を有機的に連携させていくことによって、最新の哲学や科学の成果を踏まえ
た、西洋思想と東洋思想の融合を推進し、エコロジー研究と教育のグローバルな拠点として
情報を発信していく。
＜研究成果の副次的効果＞
毎年開催している 人間再生研究会*31では、NPO 神経現象学リハビリテーション開発機構
と連携し、臨床家を交えて研究を行うことによって、障害者に対する有効なリハビリテーション
の方法論を追求、実践している。
東日本大震災復興に関しての諸種の提言や、シンポジウムにおけるパネル運営による成
果を実践につなげることで、被災者の生活環境が改善することが期待される。
１２ キーワード（当該研究内容をよく表していると思われるものを８項目以内で記載してくださ
い。）
（１）
エコロジー
（２）
共生
（３） サステイナビリティ
（４）
自然観
（５）
価値観
（６） 環境デザイン
（７）
環境哲学
（８）
環境教育
１３ 研究発表の状況（研究論文等公表状況。印刷中も含む。）
上記、１１(４)に記載した研究成果に対応するものには＊を付すこと。
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2.

河本英夫 「フクシマ・レヴィジテッド」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10 号、pp.99-108、2016 年 3
月、（無）

3.

河本英夫 「生命の異系――モンゴル」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10 号、pp.109-122、2016
年 3 月、（無）

4.

河本英夫 「造形力学――バウル・クレー」 『白山哲学』第 50 号、2016 年 3 月、（無）

5.

緒方登士雄 「知的障害児・者への「身体介助」の意義の検討：身体介助から動作援助への転換
とコミュニケーション事態としての動作援助過程」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10 号、
pp.123-132、2016 年 3 月、（無）

6.

武藤伸司 「現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（2）」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10
号、pp.133-142、2016 年 3 月、（無）

7.

武藤伸司 「「身体学」の研究課題」 『東京女子体育短期大学紀要』第 51 号、2016 年 3 月、（有）
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論文集』第 1 号、pp.1-16、2013 年 3 月（無）
94. 山田利明 「理想の大地―福地の思想」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 7 号、pp.83-91、2013 年 3
月、（無）
95. 山田利明 「謫仙の構造」 『東洋大学中国哲学文学科紀要』第 21 号、pp.43-60、2013 年 3 月、
（無）
96. 山村（関）陽子 「環境教育におけるネイチャーライティングの意義―「エコロジー的理性批判」
（K.Eder）から―」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 7 号、pp.21-38、2013 年 3 月、（無）
97. 西村 玲 「日本における須弥山論争の展開」 『印度学仏教学研究』61-2、pp.679-683、2013
年 3 月、（無）
98. 西村 玲 「中村元の日本思想史研究──東方人文主義」 『比較思想研究』40、pp.90-98、
2013 年 3 月、（無）
99. 武藤伸司 「F.J.ヴァレラの神経現象学における時間意識の分析（2） ―神経ダイナミクスの駆動
と未来予持―」 『東洋大学大学院紀要第 49 集』、pp.43-57、2013 年 3 月、（有）
100. Hideo Kawamoto “Chaos, Aoutopoiesis and/or Leonardo da Vinci/Arakawa”, in:
J.Keane & T. Glazebrock, Arakawa and Gins, a special issue of Inflexions, Inflexions
Journal, No.6, pp.103-111, Feb. 2013, （有）
101. 堀毛一也 「持続可能な幸福への心理学的アプローチ」 『季刊環境研究』第 169 号、pp.35-43、
2013 年 2 月、（無）

●2012 年
102. 西村 玲 「慧命の回路─明末・雲棲袾宏の不殺生思想─」 『宗教研究』第 374 号、pp.27-48、
2012 年 12 月、（有）
103. 河本英夫 「アレンジメント 1――神経現象学リハビリテーションの難題」 『神経現象学リハビリテ
ーション研究』No.1、pp.1-16、2012 年 11 月、（有）
104. 河本英夫 「臨床美術の可能性」 『臨床美術ジャーナル』第 1 巻 1 号、pp.33-40、2012 年 10 月、
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（有）
105. 稲垣 諭 「組織化としての体験」 『神経現象学リハビリテーション研究』第 1 号、pp.45-57、2012
年 10 月、（有）
106. 河本英夫 「生命システムの論理」 『現代思想』2012 年 8 月号、pp.132-143、2012 年 7 月、（無）
107. 野村英登 「荘子と武芸―“道”へ至る身体技法 ―」 『東洋文化研究』第 10 号、pp.110-135、
2012 年 6 月、（有）
108. 西村 玲 [翻訳] 「キゲンサン・リチャ書評 "Bernard Faure, Michael Como and Iyanaga
Nobumi, eds. Rethinking Medieval Shintō, Cahiers d'Extrême-Asie 16, Kyoto: École
français d'Extrême-Orient, 2006,x＋387 pages."」 『日本仏教綜合研究』第 10 号、
pp.299-205、2012 年 5 月、（有）
109. 堀毛一也 「サスティナブルな心性と行動の関連に関する予備的検討―sustainable well-being
への心理学的アプローチ」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号、pp.57-72、 2012 年 3 月、（無）
110. 稲垣 諭 「経験の記述―働きの存在論 ドゥルーズ・ガタリとオートポイエーシスの分岐（1）」
『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号、pp.91-107、2012 年 3 月、（無）
111. 稲垣 諭 「身体行為のメカニズム（2）―身体運動発現の現象学的機構をめぐって―」 『白山哲
学』第 6 号、pp.135-159、2012 年 3 月（無）
112. 河本英夫 「復興のデザイン」 『エコ・フィロソフィ研究別冊』第 6 号、pp.61-80、2012 年 3 月、（無）
113. Hideo, Kawamoto “Chaos, Autopoiesis and/or Leonardo da Vinci/Arakawa”,
Eco-Philosophy, Vol.6、pp.85-89、2012 年 3 月、（無）
114. 河本英夫 「詩人という使命 I」 『白山哲学』第 46 号、pp.111‐134、2012 年 3 月、（無）
115. 西村 玲 「不殺生と放生会」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号、pp.47-53、2012 年 3 月、（無）
116. 西村 玲 「雲棲袾宏の不殺生思想」 『宗教研究』第 371 号、pp.341-342、2012 年 3 月、（無）
117. 大島 尚 「繰り返しボランティア・ジレンマ・ゲームの実験的検討」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6
号、pp.73-81、2012 年 3 月、（無）*20
118. 大島 尚・谷口尚子 「大学と大学生の地震防災対策―東日本大震災を挟んだ調査から」 『東洋
大学 21 世紀ヒューマン・インタラクション・リサーチ・センター研究年報』第 9 号、pp.83-97、2012
年 3 月、（無）
119. 坂井多穂子 「白居易の戯題詩―他を妬きて心火に似たり」 『中国文史論叢』、第 8 号、
pp.71-82、2012 年 3 月、（有）
120. 坂井多穂子 ［訳注］ 「戴復古五律譯注（Ⅱ）」（宋代詩文研究會江湖派研究班） 『江湖派研究』第
2 号、pp.125-130、2012 年 3 月、（無）
121. 竹村牧男 「共に生きるいのちのつながり―仏教の見方から―」 『点から線へ』第 60 号、
pp.112-150、2012 年 3 月、（無）
122. 山田利明 「神禾原―消えた森林―」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号、pp.9-19、2012 年 3 月、
（無）
123. 山田利明 「三宅元珉『老子道徳経会元』提要」 『東洋大学中国哲学文学科紀要』第 20 号、
pp.19-34、2012 年 3 月、（無）
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124. 山口一郎 「無意識の明証性をめぐって」 『白山哲学』第 46 号、pp.93-109、2012 年 3 月、（無）
125. 山村（関）陽子 「C・ダーウィンの自然観―『種の起源』における「闘争（Struggle）」概念と分岐の
原理から」 『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号、pp.21-45、2012 年 3 月、（無）
126. 永井 晋 「雅歌の形而上学／生命の現象学」 『現代思想』2012 年 3 月臨時増刊号、
pp.300-313、2012 年 2 月、（無）
127. 野村英登 「鍛える身体から感じる身体へ ―東洋的身体観における近代性の密輸入について
―」 『東洋文化研究』第 9 号、pp.269-286、2012 年 2 月、（有）
128. NISHIMURA Ryo “The Intellectual Development of the Cult of Sakyamuni: What is
“Modern” About the proposition that the Buddha Did Not Preach the Mahayana?” The
Western Buddhist Society『The Eastern Buddhist』 new series vol.42 No.1、pp.9-29、
January, 2012、（有）

●2011 年
129. 河本英夫 「経験の可能性の拡張とレジリアンス」 『日本病跡学会誌』第 82 号、pp.15-22、2011
年 12 月、（有）
130. 河本英夫 「発達論の難題」 『発達心理学研究』第 22 巻第 4 号、pp.339-348、2011 年 12 月、
（有）
131. 白井美穂・サトウタツヤ・北村英哉 「複線径路等至性モデルからみる加害者の非人間化プロセス
－「Demonize」と「Patientize」－」 『法と心理』第 11 巻 1 号、pp.40-46、2011 年 10 月、（有）
132. 菅 さやか 「東日本大震災が日本人の環境配慮行動に与えた影響～電力の使用に関する社会
的ジレンマとその解決方法を例に～」 『サステナ』第 21 号、pp.34-37、2011 年 10 月、（無）
133. 河本英夫 「痛みのシステム現象学」 『現代思想』2011 年 8 月号、pp.148-159、2011 年 8 月、
（無）
134. 河本英夫 「現実性と希望の輪郭」 『現代思想』2011 年 9 月臨時増刊号、pp.146-51、2011 年 9
月、（無）
135. 河本英夫 「精神療法はどこに向かっているのか」 『臨床精神病理』第 32 巻 2 号、pp.157-160、
2011 年 9 月、（有）
136. Hideo Kawamoto, “L’AUTOPOIESE ET L’INDIVIDU EN TRAIN DE SE FAIRE”, Y.

Brés, D. Merllié, REVUE PHILOSOPHIQUE, 第 136 巻 3 号、pp.347-363、2011 年 9

月、（有）
137. 西村 玲 「近世仏教におけるキリシタン批判──雪窓宗崔を中心に」 『日本思想史学』第 43
号、pp.79-94、2011 年 9 月、（有）
138. Ohshima, Takashi, “Social norms and people's values in light of sustainability” United
Nations University Press, Achieving Global Sustainability: Policy Recommendations,
pp.70-86, Sept., 2011、（有）*18
139. 竹村牧男 「西田の禅思想をめぐって――逆対応から平常底へ」 『西田哲学会年報』第 8 号、
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pp.1-19、2011 年 7 月、（有）

＜図書＞
●2016 年
1.

河本英夫 『第三代系統論－与自造』 中国中央編訳社（2016 年 3 月出版予定）

.
●2015 年
2.

稲垣 諭 『大丈夫、死ぬには及ばない 今、大学生に何が起きているのか』 学芸みらい社
（2015 年 11 月、総ページ数 256）

3.

山田利明・河本英夫 ［編著］ 『エコ･ファンタジー－環境への感度を拡張するために』 春風社
（2015 年 9 月、総ページ数 331）*38
・各章の執筆者は下記の通り
岩崎 大 ［共著］ 「ファンタスティックな環境」 pp.11-2
河本英夫 ［共著］ 「触覚性環境」 pp.25-38
山田利明 ［共著］ 「食料自給率」 pp.39-48
武内和彦 ［共著］ 「レジリエントな自然共生社会に向けた生態系の活用」 pp.49-54
住 明正 ［共著］ 「非合理の合理性」 pp.55-68
鷲谷いづみ・安川雅紀・喜連川 優［共著］ 「ケンムン広場――生物多様性モニタリング研究に
おける保全生態学と情報学の協働」 pp.69-80
八木信行 ［共著］ 「消費者が関与する海のサスティナビリティ――水産物エコラベルのポテン
シャル」 pp.81-98
石崎恵子 ［共著］ 「宇宙と環境とファンタジー」 pp.99-114
池上高志 ［共著］ 「マヌカン・レクチャーとフレッシュな生命」 pp.115-130
相楽 勉 ［共著］ 「初期日本哲学における「自然」」 pp.131-148
田村義也 ［共著］ 「南方熊楠・説話研究と生態学の夢想」 pp.149-164
横打理奈 ［共著］ 「大正詩人の自然観――根を張り枝を揺らす神経の木々」 pp.165-184
坂井多穂子 ［共著］ 「城外に詠う詩人――中国の山水田詩」 pp.185-196
安斎利洋 ［共著］ 「潜在的人類を探索するワークショップ」 pp.197-214
野村英登 ［共著］ 「エクササイズとしての無為自然」 pp.215-232
稲垣 諭 ［共著］ 「22 世紀身体論――哲学的身体論はどのような夢をみるのか」
pp.233-256
日野原 圭 ［共著］ 「移動・移用についての小論――フレッシュな生命」 pp.257-278
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山口一郎 ［共著］ 「カップリング（対化）をとおしての身体環境の生成」 pp.279-296
月成亮輔 ［共著］ 「高齢者・障碍者の能力を拡張する環境とは」 pp.297-310
池田由美 ［共著］ 「障碍者の環境」 pp.311-324
4.

田村義也 ［共著］ 「南方熊楠の謎〈座談会〉 鶴見和子さんを囲んで」 『南方熊楠の謎 〔鶴見和
子との対話〕』 藤原書店（2015 年 6 月、pp 75-269、総ページ数 282）

5.

唐澤太輔 『南方熊楠―日本人の可能性の極限―』 中央公論新社（2015 年 4 月、総ページ数
304)

6.

竹村牧男・中川光弘 ［監修］、岩崎 大・関 陽子・増田敬祐 [編著] 『自然といのちの尊さに
ついて考える－エコ･フィロソフィとサステイナビリティ学の展開』 ノンブル社（2015 年 3
月、総ページ数 492） *13
・各章の執筆者は下記の通り
竹村牧男 ［共著］ 「いのちの深みへ――仏教の立場から」 pp.17-38
中川光弘 ［共著］ 「不達の世界観の適用誤謬について」 pp.39-64
亀山純生 ［共著］ 「〈いのち〉の三契機と〈尊さ〉への倫理学的視点」 pp.67-98
上柿崇英 ［共著］ 「〈生活世界〉の構造転換――”生”の三契機としての〈生存〉〈存在〉〈継承〉
の概念とその現代的位相をめぐる人間学的一試論」 pp.99-156
増田敬祐 ［共著］ 「生命と倫理の基盤――自然といのちを涵養する環境の倫理」
pp.157-202
菅沼憲治 ［共著］ 「アルバート・エリス博士から学ぶ――寛容について考える」 pp.203-250
岩崎 大 ［共著］ 「自然観と死生観をつなぐ――終末期患者の視線から」 pp.251-276
岡野守也 ［共著］ 「自然といのちの尊さの根拠――宇宙的ヒエラルキーとバランス」
pp.279-292
榧根 勇 ［共著］ 「自然と人間のかかわり」 pp.293-332
秋山知宏 ［共著］ 「「存在の大いなる連鎖」のサスティナビリティ」 pp.333-400
立入 郁 ［共著］ 「気候変動と自然・いのち、個人・社会」 pp.401-436
ジェフリー・クラーク ［共著］ 「クルーグマン、クライン、キリスト、環境」 pp.437-452
関 陽子 ［共著］ 「農業生物学の再考――「〈いのち〉を活かしあう農業技術」としての獣害対
策へ」 pp.453-479

7.

河本英夫 ［共著］ 「想像界とネット界」 『ユーザーがつくる知のかたち』 西垣通〔編］、角川書店
(2015 年 3 月、pp.125‐158、総ページ数 290)

8.

唐澤太輔 『生命倫理再考―南方熊楠と共に―』 ヌース出版（2015 年 2 月、総ページ数 190)

9.

坂井多穂子 ［共著］ 「近体詩の作法ーー分類詩集•詩語•詩格書」 『南宋江湖の詩人たち 中国
近世文学の夜明け』 勉誠出版（2015 年 3 月、pp.154-159、総ページ数 280）

10. 岩崎 大 『死生学』 春風社（2015 年 2 月、総ページ数 418）

●2014 年
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11. 田村義也 ［共編訳］ 『南方熊楠英文論考［ノーツ アンド クエリーズ］誌篇』 藤原書店（2014 年
12 月、総ページ数 894）
12. 山田一成・谷口明子 ［共編著］ 『心理学の基礎』 八千代出版（2014 年 11 月、総ページ数 182）
13. 相楽 勉 ［共著］ 「真理概念の変容」 『ハイデガー読本』 法政大学出版局（2014 年 11 月、
pp196-205、総ページ数 406）
14. 永井 晋 ［共著］ 「精神的東洋を求めて――光の現象学」 『井筒俊彦』 河出書房新社(2014 年
6 月、pp.212-219、総ページ数 224)
15. 唐澤太輔 『南方熊楠の見た夢―パサージュに立つ者―』 勉誠出版（2014 年 4 月、総ページ数
352)
16. 坂井多穂子 ［共著］ 『詩僧晈然集注』 汲古書院（2014 年 3 月、pp.104-118,175-181、総ページ
数 368）
17. 河本英夫 『損傷したシステムはいかに創発・再生するか』 新曜社(2014 年 3 月、総ページ数
426)
18. 安斎利洋 ［共著］ 『社会心理学研究の新展開』 北大路書房（2014 年 3 月、総ページ数 209）
19. 西村 玲 ［共著］ 「近世思想史上の『妙貞問答』」 『妙貞問答を読む―ハビアンの仏教批判―』
法蔵館（2014 年 3 月、pp.359-374、総ページ数 487）
20. 西村 玲 ［共著］ 「仏教排耶論の思想史的展開──近世から近代へ」『ブッダの変貌── 交錯
する近代仏教』 法蔵館（2014 年 3 月、pp.346-365、総ページ数 426）
21. 田村義也 ［共著］ 「南方熊楠における西欧学知--「ロンドン抜書」と日本語著作」『知のユーラシア
5 交響する東方の知: 漢文文化圏の輪郭』 明治書院（2014 年 2 月 pp. 193-217、総ページ数
293）

●2013 年
22. 山田利明・河本英夫・稲垣 諭 ［編著］ 『エコロジーをデザインする－エコ・フィロソフィの挑戦』
春秋社（2013 年、総ページ数 352）*37
・各章の執筆者は下記の通り
長谷川眞理子 ［共著］ 「生態学から見た持続可能な社会」 pp.4-23
隈 研吾 ［共著］ 「「大きいデザイン」から「小さいデザイン」へ」 pp.24-35
松尾友矩 ［共著］ 「エコロジカルな共生」 pp.36-57
河本英夫 ［共著］ 「システム的思考」 pp.60-76
稲垣 諭 ［共著］ 「行為する思考･･････デザイン思考の原則」 pp.77-100
山田利明 ［共著］ 「価値を生む思想」 pp.101-113
八木信行 ［共著］ 「里海を創る･･････海の持続可能な利用を達成するためのデザイン」
pp.114-133
武内和彦・福士謙介 ［共著］ 「サステイナビリティの科学」 pp.134-147
住 明正 ［共著］ 「気候変動のシナリオ」 pp.148-168
大島 尚 ［共著］ 「ボランティアと社会関係資本」 pp.170-185
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中北 徹 ［共著］ 「二一世紀の水問題と環境ビジネス」 pp.186-211
山谷修作 ［共著］ 「エコデザインとしてのゼロウェイスト戦略」 pp.212-234
中島 晋 ［共著］ 「森林間伐のネットワークづくり」 pp.235-256
河本英夫 ［共著］ 「道志村記･･････持続可能な村の選択と決断」 pp.257-269
稲垣 諭 ［共著］ 「健康のデザイン･･････建築と覚醒する身体」 pp.272-299
野村英登 ［共著］ 「身体の自然性と倫理･･････儒教の瞑想法から」 pp.300-316
横打理奈 ［共著］ 「身体という環境」 pp.317-335
河本英夫 ［共著］ 「人工的里山」 pp.336-349
23. Nagai Shin. ［M.Dalissier,Y.Sugimura との共著］ “Philosophie japonaise” , Vrin（2013 年
3 月、総ページ数 480）
24. 西村 玲 ［共著］ 「須弥山と地球説」 黒住真、苅部直、佐藤弘夫、末木文美士編集『岩波講座
日本の思想 第四巻 自然と人為』 岩波書店（2013 年 8 月、pp.117-141、総ページ数 320）
25. 竹村牧男 ［高島元洋との共著］ 『仏教と儒教―日本人の心を形成してきたもの―』 一般財団法
人放送大学教育振興会（2013 年、pp.11-110(「まえがき」及び 1-6 章を担当）、総ページ数 272）
26. 田中綾乃 ［共著］ 「カントの因果論をめぐって」『因果の探求』 三重大学出版会(2013 年 3 月、
pp.95-106、総ページ数 200）
27. 今井芳昭 ［共著］ 『心理学事典』 平凡社（2013 年、「説得」、「応諾」、「社会的勢力」、「態度」の
項目を執筆、担当ページ数 12、総ページ数 910)
28. 山口一郎・浜渦辰二 [共監訳] 『間主観性の現象学 その展開』 エドムント・フッサール著、筑摩
書房（2013 年 9 月、総ページ数 599）

●2012 年
29. 安藤清志 ［共著］ 『ジャーナリストの惨事ストレス』 報道人ストレス研究会[編著]、現代人文社
（2012 年 9 月、pp.39-47,132-140、総ページ数 163）
30. 今井芳昭 ［共著］ 「対人的影響･社会的影響」 『心理学研究法 第５巻 社会心理学』 岡 隆
［編］、誠信書房（2012 年 3 月、pp.121-143、総ページ数 319）
31. 稲垣 諭 『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション』、春風社（2012 年 1 月、
総ページ数 343）
32. 稲垣 諭 ［共訳］ 『間主観性の現象学 その方法』 E.フッサール［著］、ちくま学芸文庫(2012 年
5 月、pp.396-443,497-506、総ページ数 558)
33. 竹村牧男 『日本浄土教の世界』 大東出版社（2012 年 2 月、総ページ数 286）
34. 竹村牧男 『日本仏教 思想のあゆみ』 浄土宗出版室（2012 年 8 月、総ページ数 358）
35. 竹村牧男 『〈宗教〉の核心 西田幾多郎と鈴木大拙に学ぶ』 春秋社（2012 年 10 月、総ページ数
259）
36. Takemura, Makio, “Kukai’s Esotericism and Avatamsaka Thought” (Avatamsaka

Buddhism in East Asia―Huayan, Kegon, Flower Ornament Buddhism, Origins and
Adaptation of a Visual Culture, edited by Robert Gimello, Frederic Girard and Imre
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Hamar,（2012 年、pp. 339-376、総ページ数 380）
37. 西村 玲 ［共著］ 「東アジア仏教のキリスト教批判─明末仏教から江戸仏教へ」 『江戸の漢文
脈文化』 中野三敏・楠元六男[編］、竹林舎（2012 年 4 月、pp. 84-102、総ページ数 486）
38. 西村 玲 ［共著］ 「貞慶、良遍、叡尊、天海、金地院崇伝、沢庵宗彭、袋中良定、鈴木正三、草
山元政、隠元隆琦、鉄眼道光、了翁道覚、円空、盤珪永琢、白隠慧鶴、大典顕常、鳳潭、普寂、
慈雲飲光、良寛、月性」 『日本をつくった名僧 100 人』 末木文美士[編]、平凡社（2012 年 9 月、
左記 21 項目を担当、総ページ数 301）
39. 西村 玲 ［共著］ 「近世仏教論」『日本思想史講座 3 近世』 末木文美士、黒住真、佐藤弘夫、田
尻祐一郎、苅部直[編］、ぺりかん社（2012 年 12 月、pp. 109-144、総ページ数 401）
40. 野村英登 ［共著］ 「馬貴派八卦掌と易筋経」（李保華との共著）、「丹田で歩く」 『からだの文化
修行と身体像』 五曜書房（2012 年 7 月、pp.105-140,183-222、総ページ数 263）
41. 山口一郎 〔共著〕 『ライプニッツ読本』 法政大学出版局（2012 年 10 月、pp.284-301、総ページ
数 404）

●2011 年
42. 田中綾乃 ［共著］ 「坂部恵と演劇」 『坂部恵—精神史の水脈を汲む』 水声社(2011 年 6 月、
pp.164-178、総ページ数 350)
43. 山口一郎 『感覚の記憶―発生的神経現象学研究の試み』 知泉書館（2011 年 11 月、総ページ
数 324）
44. 関 陽子 ［共著］ 「杜と向き合い森とともに生きる―科学と文化のまじわりから―」 『〈農〉と共生
の思想―〈農〉の復権の哲学的探求』 尾関周二、亀山純生、武田一博、穴見愼一［編著］、農林
統計出版（2011 年 11 月、pp.239‐251、総ページ数 298）
＜学会発表＞
●2016 年

1.

唐澤太輔 「「南方曼陀羅」と『華厳経』の接点」 龍谷大学仏教文化研究所セミナー（龍谷大学大
宮学舎、2016 年 3 月予定）

2.

坂井多穂子 「常州の文人たち――蘇軾と楊萬里を中心に――」 東洋大学東洋学研究所・研究
発表会（東洋大学、2016 年 1 月）

3.

河本英夫 「オートポイエーシスの展開」 森田療法研究会（住友化学参宮寮、2016 年 1 月)

4.

武藤伸司 「「身体学」の研究課題」 東京女子体育大学・短期大学第 10 回研究フォーラム（東京
女子体育大学、2016 年 1 月）

●2015 年

5.

唐澤太輔 「熊楠 夢について」 藤本由起夫企画展「THE BOX OF MEMORY」reading club
第一章（アートホステル kumagusuku、2015 年 12 月）

6.

山田一成・江利川滋 「Web 調査における SD 法と最小限化回答 (1) ―Straight-lining と回答
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時間の関係―」 日本社会心理学会第 56 回大会,（東京女子大学、2015 年 11 月)
7.

江利川滋・山田一成 「Web 調査における SD 法と最小限化回答 (2) ―Straight-lining の規定
因―」 日本社会心理学会第 56 回大会,（東京女子大学、2015 年 11 月)

8.

相楽 勉 「日本における「哲学」受容の独自性 ―自然観の転換を手がかりに―」 国際哲学研
究センター全体国際シンポジウム「22 世紀の世界哲学に向けて」（東洋大学、2015 年 10 月）

9.

野村英登 「陽明学の近代化における身体の行方」 日本宗教史像の再構築 11 回ワークショップ
「身体と政治：近代日本の霊的な心身技法と国家論」（京都大学人文科学研究所、2015 年 9 月）

10. 坂井多穂子 「唐宋士大夫与“滑稽”──以白居易、梅尭臣、周紫芝為中心」（中国 南京大学仙
林校区、2015 年 9 月）
11. 堀毛一也 「サスティナブルな行動促進のための介入の試み」 日本心理学会第 79 回大会（名古
屋大学、2015 年 9 月）
12. 西村 玲 「日本近世における不殺生思想の展開―『三教放生辨惑』 について―」 日本宗教学
会第 74 回学術大会（創価大学、2015 年 9 月）
13. 唐澤太輔 「南方熊楠―実証研究を越えて―」 早稲田大学地域文化研究所研究発表会（早稲田
大学 14 号館、2015 年 9 月）
14. 田村義也 「「燕石考」について−自筆草稿と引用文献一斑」 南方熊楠研究会第一回大会（田辺
市文化交流センター、2015 年 8 月）
15. 田村義也（コメンテータ） 「神社合祀反対運動再考」（畔上直樹座長、パネリスト：武内善信、原田
健一、今泉宜子、南方熊楠研究会第一回大会、田辺市文化交流センター、2015 年 8 月）
16. 田村義也 「杉村家からの初期書簡寄贈について」 南方熊楠研究会第一回大会（田辺市文化交
流センター、2015 年 8 月）
17. 早川芳枝 「怪異と古代天皇制―『古事記』を中心に」 怪異怪談研究会（駒澤大学、2015 年 8
月）
18. Horike K. “Revision of sustainable mind scale.” 17th European Conference of
Personality. (Lausanne, Switzland,July,2015)
19. Horike,K & Horike,H. ”A positive psychological intervention for promoting
sustainable behavior.” The4th. World congress on positive psychology (Lake Buena
Vista, Florida, U.S.A,June,2015)
20. 河本英夫 「システム的制作プロセス―D.リンチ」 日本病跡学会（立教大学、2015 年 6 月)
21. 河本英夫 「システム現象学の試み」 フッセル・アーベント（東北大学、2015 年 6 月)
22. 唐澤太輔 「南方マンダラはどう読まれてきたか―マンダラ誕生から今後の課題まで―」 南方熊
楠顕彰館・第 18 回特別企画展「南方熊楠と真言密教」（南方熊楠顕彰館内学習室、2015 年 4 月）
23. 唐澤太輔 「南方熊楠の立っていた場所―〈夢〉という「通路（パサージュ）」―」 「夢と表象―その
国際的・学際的研究展開の可能性」国際研究集会（国際日本文化研究センター、2015 年 3 月)
24. 西村 玲 「釈迦仏からゴータマ・ブッダへ──釈迦信仰の思想史」 東洋大学国際哲学研究セン
ター第 1 ユニット研究会連続研究会「明治期における人間観と世界観」（東洋大学、2015 年 1 月）

●2014 年
25. Shin, Nagai, ”What is Oriental Philosophy?”, Global Philosophy conference、The
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Institute of European Studies at UC Berkeley,2014,10.
26. 西村 玲 「近世排耶論の思想史的展開」（パネル発表） 日本思想史学会 2014 年度大会パネ
ルセッション「近代日本仏教の「前夜」―幕末維新期における護法論の射程―」（愛知学院大学、
2014 年 10 月）
27. 稲垣 諭 「哲学は経験の事故にどのようにかかわるのか」 リハビリテーションとナラティブ講演
会（京都大学、2014 年 8 月）
28. 武藤伸司 「学習言語の習得における問題―具体と抽象の思考サイクルの経験―」（ポスター発
表） 日本リメディアル教育学会第 10 回全国大会（東京電機大学、2014 年 8 月）
29. 唐澤太輔 「大日如来の大不思議―南方熊楠によるコスモロジー―」 南方熊楠顕彰会：2014 南
方熊楠研究会夏季例会シンポジウム「南方熊楠と真言密教」（田辺市文化交流センター、2014 年
8 月)
30. 江利川滋・山田一成 「Web 調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響（３）」 日本社会心理学
会第 55 回大会（北海道大学、2014 年 7 月）
31. 山田一成・江利川滋 「Web 調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響（４）」 日本社会心理学
会第 55 回大会（北海道大学、2014 年 7 月）
32. 相楽 勉 「「美学」受容にみる明治期の人間観・歴史観」 国際哲学研究センター第 1 ユニット研
究会（東洋大学、2014 年 7 月）
33. 早川芳枝 「古事記 42 番歌（「この蟹や」）試論」 日本文学協会第 34 回研究発表大会（いわき明
星大学、2014 年 7 月）
34. 西村 玲 「アジアの中の江戸仏教──学僧たちの中国・インド、そして近代へ」 第９回仏教史
学入門講座「知られざる僧侶の足跡」（大谷大学、2014 年 6 月）
35. Ryo Nishimura, Discussant,"Christianity and Religious Systems in Early Modern
Japan: Myōtei Mondō and the Art of Refutation", Organizer/Chair: James Baskind,
Nagoya City UniversityThe Eighteenth Asian Studies Conference Japan (ASCJ)(Sophia
University, June 21–22, 2014)
36. 永井 晋 ｢東洋哲学とは何か｣ 国際日本文化研究センター「日本仏教の比較思想的研究」（国
際日本文化研究センター、2014 年 4 月）
37. 唐澤太輔 「熊楠と夢―死者の交感としての〈夢〉、そして「理不思議」という領域―」 京都大学こ
ころの未来研究センター河合俊雄教授主催「こころの古層と現代の意識」プロジェクト（京都大学こ
ころの未来研究センター講義室、2014 年 3 月)
38. 田村義也 「南方熊楠と二つのエコロジー」 堺エコロジー大学シンポジウム「南方熊楠とエコロジ
ー」（関西大学、2014 年 2 月）
39. 西村 玲 「近世排耶論の思想史的展開──明末から井上円了へ──」 国際哲学研究センタ
ー第 1 ユニット研究会（東洋大学、2014 年 1 月）

●2013 年
40. Ichiro Yamaguchi, "Erneute Frage nach der passiven Synthesis Husserls -- in der
Themtaik der Zeit und des Anderen"( bei der koreanischen Gesellschaft der
Phänomenologie, Nov. 9th, Soul University, Korea, 2013)
41. 稲垣 諭 「プロセスとしての臨床－ナラティブという経験は何を示唆するのか」 第 30 回日本現
象学・社会科学会、記念シンポジウム（東洋大学、2013 年 11 月）
39

42. 山田一成・江利川 滋 「Web 調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響（１）」 日本社会心理
学会第 54 回大会（沖縄国際大学、2013 年 11 月）
43. 江利川 滋・山田一成 「Web 調査の回答形式の違いが結果に及ぼす影響（２）」 日本社会心理
学会第 54 回大会（沖縄国際大学、2013 年 11 月）
44. 飛田 操・水田恵三・安藤清志・渡辺浪二・佐藤史緒・堀毛一也・堀毛裕子・結城裕也 「複合災
害がもたらした「喪失」：浪江町民への面接調査から」 日本社会心理学会第 54 回大会発表論文
集, 248.（沖縄国際大学、2013 年 11 月）
45. 堀毛一也 「サスティナブルな心性・行動尺度の再検討」 日本社会心理学会第 54 回大会（沖縄
国際大学、宜野湾、2013 年 11 月）
46. 唐澤太輔 「南方熊楠の夢と思想」（対談×中沢新一） 明治大学野生の科学研究所主催『南方熊
楠の新次元』シリーズ第 1 回（明治大学野生の科学研究所内ホール、2013 年 11 月)
47. 小林聡幸、稲垣 諭 「動作の反復による行動の緩慢を認めた統合失調症」 第 36 回日本精神
病理・精神療法学会（京都テレサ、2013 年 10 月）
48. 田村義也 「南方熊楠のヨーロッパとアジア--『ネイチャー』から『ノーツ・アンド・クエリーズ』へ」南
方熊楠顕彰会及び南方熊楠記念館共催「第 9 回南方熊楠ゼミナール」（龍谷大学響都ホール、
20013 年 9 月）
49. 大久保暢俊・下田俊介 「環境配慮行動の観察しやすさと平均以上効果」 日本心理学会第 77 回
大会（札幌コンベンションセンター、2013 年 9 月）
50. 西村 玲 「東アジアにおける日本近世仏教─排耶論と不殺生思想─」 国際日本文化研究セン
ター「日本仏教の比較思想的研究」第３回共同研究会（国際日本文化研究センター（京都府）、
2013 年 9 月）
51. 西村 玲 「上野大輔氏「「近世仏教堕落論」の呪縛と宗教史像の模索」報告コメント」 第 6 回仏
教と近代研究会「日本仏教史像の近代的構築」（愛知学院大学、2013 年 9 月）
52. 西村 玲 「日本近世における不殺生思想──雲棲袾宏の受容と影響」 2013 年度日本印度学
仏教学会（島根県民会館、2013 年 9 月）
53. INAGAKI, Satoshi “A phenomenological approach to environmental designs that can
expand human health”, XXIII World Congress of Philosophy, (Athens, August, 2013.)*3
54. HORIKE, Kazuya “Some influences of the Higashi-Nihon eathquake on the
inhabitants’ well-being” The 10th biennial conference of Asian Association of social
Psychology (Yogyakarta,Indnesia,August,2013)
55. 信岡朝子 「震災の写真表象――東日本大震災のメディア報道を題材に」 エコクリティシズム研
究学会（2013 年 8 月）
56. 西村 玲 「中村元（1912-1999）の日本思想史研究」 2013 年度比較思想学会・40 周年記念大
会（大正大学、2013 年 6 月）
57. Okubo, N. “Social comparison and ultimatum game.” （The 14th annual meeting of the
Society for Personality and Social Psychology., New Orleans, LA.June, 2013）
58. HORIKE, Kazuya. “A cross-generational study on the relationships among sustainable
mind, behavior, and well-being” The third world congress on positive psychology.
(Westin Bonaventure, Los Angels, June, 2013)
59. 田村義也 「柳田国男と南方熊楠」 民俗学研究所創設 40 周年記念公開講演会（成城大学、
2013 年 5 月）
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60. 西村 玲 「近世戒律運動─浄土僧普寂をめぐって─」 浄土宗教学院（東部）研究会・講演 （大
正大学、2013 年 3 月）
61. 竹村牧男 「親鸞の仏身・仏土論――報身・報土の問題を中心に」 武蔵野大学仏教文化研究所
研究会（武蔵野大学有明キャンパス、2013 年 3 月）
62. OKUBO, Nobutoshi “Social comparison and ultimatum game.” The 14th annual
meeting of the Society for Personality and Social Psychology, （New Orleans, LA. Feb.
2013）
63. 西村 玲 「近世・近代仏教におけるキリスト教観──禅仏教の視点から」 仏教史学会１月例会
「ミニシンポジウム：近世仏教とその彼方─他者としてのキリスト教と思想の再編成─」（龍谷大
学、2013 年 1 月）

●2012 年
64. 西村 玲 「近世仏教とキリスト教」 国際日本文化研究センターシンポジウム「近代仏教──トラ
ンスナショナルな視点から」第４部 伝統の変容（国際日本文化研究センター、2012 年 12 月）
65. 福岡欣治・高橋尚也・松井豊・安藤清志・畑中美穂・井上果子 「東日本大震災とジャーナリストの
惨事ストレス(4)―全国紙新聞社・通信社への質問紙調査からみた取材・報道活動と心身の自覚
症状―」 日本社会心理学会第 53 回大会（筑波大学、2012 年 11 月）
66. 堀毛一也 「サスティナブルな心性・行動と主観的 well-being の関連－東日本大震災前後の比較
－」 日本社会心理学会第 53 回大会（筑波大学、2012 年 11 月）
67. 武藤伸司 「『ベルナウ草稿』における未来予持と触発―意識流の構成における未来予持の必然
性を問う―」 日本現象学会第 34 回研究大会（東北大学川内北キャンパス、2012 年 11 月）
68. 竹村牧男 「人生の苦を見つめて――仏教の立場から」 第 31 回日本医学哲学・倫理学会特別
講演（金沢大学鶴間地区、2012 年 11 月）
69. 山村（関）陽子 「鯨類捕獲調査における科学合理性の検討」 環境思想・教育研究会第１回研究
大会（弘前大学、2012 年 9 月）
70. 福岡欣治・高橋尚也・松井豊・安藤清志・井上果子・畑中美穂 「.東日本大震災とジャーナリスト
の惨事ストレス(3)―被災地内新聞社への質問紙調査からみた取材・報道活動と心身の自覚症状
―」 日本心理学会第 76 回大会（専修大学、2012 年 9 月）
71. 谷口尚子・大島 尚 「大学の地震防災対策と大学生の地震防災意識・行動の計量分析」 日本
行動計量学会第 40 回大会（新潟県立大学、2012 年 9 月）
72. 野村英登 「明治大正期における“中国哲学”の構築と静坐の実践」 日本宗教学会第 71 回学術
大会（皇學館大学、2012 年 9 月）
73. 竹村牧男 「井上円了の哲学について」 国際井上円了学会設立大会 記念公開講演（東洋大学
白山キャンパス、2012 年 9 月）
74. 野村英登 「佐藤一斎における自然と身体」 環境／文化研究会例会（東洋大学、2012 年 8 月）
75. 堀毛一也 「Well-being への心理学的アプローチ」 総合地球環境学研究所 基幹 FS 「東アジア
における環境配慮型の成熟社会」第 10 回研究会 （京都、2012 年 7 月）
76. HORIKE, Kazuya. “A preliminarily study for the individual differences in sustainable
mind and behavior.” European Congress on Psychology.（Univ. of Trieste,Italy,2012.7）
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Book of Abstract, p. 206. *19
77. 永井 晋 「神名の沈黙と語ること―動きの現象学」 上智大学哲学会第 77 回大会シンポジ
ウム「沈黙と語り」（上智大学、2012 年 7 月）
78. 西村 玲 「日本における須弥山論争の展開」 日本印度学仏教学会第 63 回学術大会（鶴見大
学、2012 年 7 月）
79. 竹村牧男 「親鸞と『大乗起信論』――報身・報土の問題を中心に」 早稲田大學東洋哲學會第二
十九回大會 招待講演（早稲田大学文学学術院、2012 年 6 月）
80. 野村英登 「荘子と武芸－“道”へ至る身体技法－」 靈山大學校開校 30 週年紀念國際學術大會
「道と藝と世界」（韓国、靈山大學、2012 年 5 月）
81. 西村 玲 「『妙貞問答』の研究・訳注について─その概説と現状─」 国際日本文化研究センター
シンポジウム「『妙貞問答』の訳注・英訳・研究」（国際日本文化研究センター、2012 年 4 月）
82. 永井 晋 「フランス現象学の<神学的転回>」 宗教哲学会第四回学術大会（京都大学、
2012 年 3 月）

●2011 年
83. 竹村牧男 「自力と他力のあわい――西田の宗教哲学から」 第 107 回公共哲学京都フォーラム
「自力と他力のあわい」（大阪・中之島、2011 年 12 月）
84. 西村 玲 「17 世紀東アジア仏教のキリスト教批判」 基盤研究（A） 中世宗教テクスト体系の綜
合的研究─寺院経蔵聖教と儀礼図像の統合─研究集会：「宗論」というテクスト（名古屋大学、
2011 年 12 月）
85. 山口一郎 「感覚の記憶」 認知神経リハビリテーション学会アドヴァンスコース（兵庫医療大学、
2011 年 11 月）
86. 武藤伸司 「フッサール初期時間論における実有位相論的分析の考察―ブレンターノとマイノング
の時間論批判を通して―」 日本現象学会第 33 回研究大会（立命館大学衣笠キャンパス、2011
年 11 月）
87. 野村英登 「佐藤一斎の静坐説とその思想史的考察」 日本中国学会第 63 回大会（九州大学、
2011 年 10 月）
88. 西村 玲 「近世の放生思想─明末仏教との関わりから─」 日本思想史学会 2011 年度大会（学
習院大学、2011 年 10 月）
89. 西村 玲 「雲棲袾宏の不殺生思想」 日本宗教学会第 70 回学術大会（関西学院大学、2011 年
9 月）
90. 今井芳昭 「対面的説得状況における情報の提示順序とミラーリングによる効果」 日本社会心理
学会第 52 回大会 （名古屋大学、2011 年 9 月）
91. 北村英哉 ワークショップ話題提供 「マンガ心理学の展開（３）－社会心理学・社会学からのアプ
ローチ」日本心理学会第 75 回大会 （日本大学、2011 年 9 月）
92. 北村英哉 ワークショップ指定討論 「臨床実践と心理学研究の対話（２）－反すうをめぐって－」
日本心理学会第 75 回大会（日本大学、2011 年 9 月）
93. 北村英哉 ワークショップ企画者 「若手研究者の心理学授業の工夫」 日本心理学会第 75 回大
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会（日本大学、2011 年 9 月）
94. 北村英哉 「関連感情・無関連感情が差別行動に及ぼす影響について」 日本社会心理学会第
52 回大会（名古屋大学、2011 年 9 月）
95. 清田尚行・北村英哉 「親密な関係における暴力被害後の認知プロセスの検討」 日本社会心理
学会第 52 回大会（名古屋大学、2011 年 9 月）
96. 齋藤萌香・川口史佳・清田直行・北村英哉 「懸念的被透視感が欺瞞行動に及ぼす影響（１）－欺
瞞方略と被言語的行動の検討」 日本社会心理学会第 52 回大会（名古屋大学、2011 年 9 月）
97. 川口史佳・齋藤萌香・清田直行・北村英哉 「懸念的被透視感が欺瞞行動に及ぼす影響（２）－欺
瞞行動の映像呈示による印象評定」 日本社会心理学会第 52 回大会（名古屋大学、2011 年 9
月）
98. 堀毛一也 「サスティナブルな心性と行動の関連に関する予備的検討（２）－学生サンプルに関す
る分析－」 日本心理学会第 75 回大会発表論文集（日本大学、2011 年 9 月）
99. 永井 晋 「創造的想像力の現象学」 土井道子記念京都哲学基金主催 平成 23 年度シンポジ
ウム「宗教哲学の課題」（京都大学、2011 年 9 月）
100. 堀毛一也 「サスティナブルな心性と行動の関連に関する予備的検討（１）－社会人サンプルに関
する分析－」 日本グループ・ダイナミックス学会第 58 回大会発表論文集（昭和女子大学、2011
年 8 月）
101. 野村英登 「近代日本における武術と養生」 韓国道教文化学会 2011 年春季国際学術大会（韓
国、霊山大学、2011 年 7 月）

＜研究成果の公開状況＞（上記以外）
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等
＜既に実施しているもの＞
研究活動は、適宜ホームページ上（http://www.toyo.ac.jp/site/tieph/）に公開している。
研究年報およびニューズレターについては、ホームページ上で閲覧可能であり、一部のイベ
ントは動画公開も行っている。
【平成２３年度】
１．シンポジウム
1）
日時：2011 年 10 月 8 日
テーマ：「人間と自然の共生と持続可能な関係を求めて－風土のしらべから」*4
場所：東洋大学白山キャンパス 5 号館井上円了ホール
講演者：亀山純生（東京農工大学）、仙道作三（作曲家・演出家・エッセイスト）、竹村牧男（東
洋大学）
コメンテーター：中川光弘（茨城大学）、宮本久義（東洋大学）
後援：一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム／環境思想・教育研究会
2)
日時：2011 年 11 月 12 日
テーマ：「宗教と環境シンポジウム－新しい文明原理の生活化と宗教」*5
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場所：東洋大学白山キャンパス１号館 1102 教室
基調講演者：竹村牧男（東洋大学）
パネリスト：茂木貞純（國學院大学）、武田道生（淑徳大学）、村田充八（阪南大学）、佐藤孝
則（天理大学おやさと研究所）
司会進行：岡本享二（ＮＰＯ法人環境経営学会）
２．セミナー
1)
日時：2011 年 11 月 18 日
テーマ：「生物多様性という課題－東日本大震災からの復興を視野に」*23
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6210 教室
講演者：鷲谷いづみ（東京大学）、八木信行（東京大学）、河本英夫（東洋大学）
後援：一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム
2）
日時：2012 年 3 月 10 日
テーマ：「環境の危機と人間の危機―自然と共生する社会とは」
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6317 教室
第 1 フェーズ―文化と自然
発表者：竹村牧男（東洋大学）、山村陽子（東洋大学 TIEPh 研究助手）、オプヒュルス鹿島ナ
イノルト（上智大学）
第２フェーズ―社会と自然
発表者：中川光弘（茨城大学）、岡野守也（サングラハ教育・心理研究所）、亀山純生（東京農
工大学）、小川芳樹（東洋大学）
パネルディスカッション
コメンテーター：上柿崇英（鹿児島大学産学官連携推進機構）、ジェフリー・クラーク（本郷高
校講師）
共催：茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）
３．研究会
1)
日時：2011 年 12 月 17 日
テーマ：第 3 回人間再生研究会*31
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6310 教室
パネリスト：河本英夫（東洋大学）、池田由美（首都大学東京）、人見眞理（ソレイユ川崎）
総合司会：稲垣 諭（東洋大学）
討論会司会：岩崎正子（東京都立多摩医療センター）
共催：NPO 神経現象学リハビリテーション開発機構
４．調査の実施
1)
価値観・調査ユニット
日時：2012 年 2 月 21 日～2 月 25 日
調査内容：サステイナビリティに関するマレーシアの価値意識調査*14
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【平成２４年度】
１．シンポジウム
1)
日時：2012 年 2 月 24 日
テーマ：「円了×熊楠－近代日本のエコ･フィロソフィ」*10
場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館スカイホール
特別講演者：鎌田東二（京都大学こころの未来研究センター）
報告：野村英登（東洋大学 TIEPh 研究員）、岩井昌悟（東洋大学）、中島隆博（東京大学東
洋文化研究所）
司会：永井 晋（東洋大学）
後援：国際井上円了学会
2）
日時：2013 年 3 月 9 日
テーマ：「天命はなお反転する 人間再生のための環境―荒川修作＋マドリン・ギンズととも
に」*32
場所：東洋大学白山キャンパス 5 号館井上円了ホール
パネリスト：河本英夫（東洋大学）、花村誠一（東京福祉大学）、池上高志（東京大学）
総合討論司会：稲垣 諭（東洋大学）、本間桃世（荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所 代
表）
共催：神経現象学リハビリテーション総合研究センター、ABRF, Inc.（荒川+ギンズ東京事務
所）
3）
日時：2013 年 3 月 16 日
テーマ：「妖怪学と環境問題‐「お化け調査」は何を語るのか－」*16
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6302 教室
講演者：菊池章大（東洋大学）、吉野諒三（統計数理研究所・調査科学研究センター長）、真
鍋一史（青山学院大学）
コメンテーター：堀毛一也（東洋大学）
総合司会：大島 尚（東洋大学）
２．セミナー
1）
日時：2013 年 3 月 16 日
テーマ：「いのちと自然の尊さについて考える」
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6317 教室
基調講演：吉田敦彦（大阪府立大学）
研究報告：岡野守也（サングラハ教育・心理研究所）、ティム・マクリーン（シープラスエフ研究
所）、中川光弘（茨城大学）、竹村牧男（東洋大学）
コメンテーター：上柿崇英（大阪府立大学）、ジェフリー・クラーク（本郷高校講師）
共催：茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）
３．研究会
1）
日時：2012 年 12 月 15 日
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テーマ：第 4 回人間再生研究会*31
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6309 教室
講演者：河本英夫（東洋大学）
、花村誠一（東京福祉大学）
、保前文高（首都大学東京）、
後藤晴美（秋津療育園）
総合司会：岩崎正子（東京都⽴ 多摩総合医療センター）
講演会司会：稲垣 諭（東洋大学）
４．視察
1）
日時：2012 年 7 月 28 日～29 日
目的：環境デザインのモデルケースとして、水源確保のための山林の管理、運営を視察*25
場所：山梨県 道志村
2）
日時：2012 年 8 月 4 日～7 日
目的：環境デザインのモデルケースとして、スマートグリッド計画の実施、およびその展開を
視察*26
場所：韓国 済州島
3）
日時：2012 年 10 月 31 日～11 月 3 日
目的：平成 24（2013）年度の国際シンポジウム発表予定者であるサンシャイコースト大学の
Julie Matthews 氏との折衝、環境問題に関する意見交換会*15
場所：オーストラリア サンシャインコースト大学

【平成２５年度】
１．シンポジウム
１）
日時：2014 年 1 月 11 日
テーマ：「いのちの尊さを考える」
場所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 125 周年記念ホール
基調講演：村上和雄（筑波大学）
講演者：寺田信幸（東洋大学）・金子律子（東洋大学）・白石弘巳（東洋大学）・河本英夫（東
洋大学）
パネリスト：寺田信幸、金子律子、白石弘巳、河本英夫
討論会司会：岡崎 渉（東洋大学）
主催：学術研究推進センター
共催：東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ（TIEPh）
2)
日時：2013 年 10 月 12 日
テーマ：「南方熊楠：神と人と自然」*11
場所：東洋大学白山キャンパス 5 号館井上円了ホール
基調講演：荒俣 宏（博物学者・作家）
研究発表者：唐澤太輔（早稲田大学）・野村英登（東洋大学 TIEPh 研究員）・増尾伸一郎（東
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京成徳大学）・安田忠典（関西大学）
パネリスト：荒俣 宏・唐澤太輔・野村英登・増尾伸一郎・安田忠典
討論会司会：田村義也（南方熊楠顕彰会常任理事）
共催：南方熊楠顕彰会
協力：田辺観光協会
協賛：紀南文化財研究会・南紀生物同好会・田辺市熊野ツーリズムビューロー
２．セミナー
1)
日時：2014 年 2 月 22 日
テーマ：「自然といのちの尊さを考える」
共催：茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6317 教室
基調報告：菅沼憲治（聖徳大学）
個別報告：関 陽子（芝浦工業大学、東洋大学国際哲学研究センター）・秋山知宏（東京大
学）・増田敬祐（東京農工大学）・上柿祟英（大阪府立大学）・岩崎 大（東洋大学「エコ･フィロ
ソフィ」学際研究イニシアティブ）
討論会司会：中川光弘（茨城大学）
コメンテーター：岡野守也（サングラハ教育・心理研究所）・J・クラーク（本郷高校）
2)
日時：2014 年 3 月 15 日
テーマ：「コンサベーション心理学の可能性―自然を思いやる心を育てるには―」*17
場所：東洋大学白山キャンパス 5 号館 5310 教室
発表者：Susan Clayton （Wooster 大学教授）
コメンテーター：堀毛一也（東洋大学）
司会：大島 尚（東洋大学）
３．研究会
1)
日時：2013 年 7 月 30 日
内容：2013 年度に本センターに所属した研究員らによる研究交流会*6
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館文学部会議室
発表者：唐澤太輔（早稲田大学）・信岡朝子（東洋大学）・山本亮介（東洋大学）
司会：永井 晋（東洋大学）
2)
日時：2013 年 12 月 15 日
テーマ：第 5 回人間再生研究会*31
場所：自治医科大学地域医療情報研修センター第 2・3 会議室
基調講演：加藤 敏（自治医科大学）
教育講演：加藤宏之（国際医療福祉大学病院「）
講演者：河本英夫（東洋大学）、池田由美（首都大学東京）、大越友博（芳賀赤十字病院）、
稲垣 諭（自治医科大学）
後援：栃木県理学療法士会・自治医科大学精神医学教室・自治医科大学リハビリテーション
センター
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共催：神経現象学リハビリテーション研究センター・NPO 神経現象学リハビリテーション開発
機構
3)
日時：2014 年 3 月 1 日
テーマ；「方法論研究会：方法論としてのオートポイエーシス」
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館第 3 会議室
発表者：河本英夫（東洋大学）
主催：東洋大学国際哲学研究センター（IRCP）
共催：東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ（TIEPh）
４．視察
1）
日時：2013 年 5 月 11 日～12 日
目的：近代日本エコロジー研究の先駆者である南方熊楠の思想風土の視察
場所：和歌山県田辺市南方熊楠顕彰館
2)
日時：2013 年 8 月 26 日～30 日
目的：環境デザインのモデルケースとしての、アメリカ地熱発電所および環境関連施設の視
察*27
場所：アメリカ カリフォルニア州 Calpine 地熱発電所、サンフランシスコ、ヨセミテ国立公園
ほか

【平成２６年度】
１．シンポジウム
1)
日時：2015 年 3 月 10 日
テーマ：「ドイツ文化とエコロジー」*24
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6404 教室
講演者：ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学）・河本英夫（東洋大学 TIEPh）・山口一郎（東
洋大学大学院）
通訳（ドイツ語）：山口一郎
動画 URL： https://www.youtube.com/playlist?list=PLST-oXBqgavLu7FIbEko2spCgz7ZfE0aR
2）
日時：2015 年 3 月 17 日
テーマ：「大地の思想－風水・聖地・里山－」*6
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6209 教室
講演者：大形 徹（大阪府立大学）・宮本久義（東洋大学）・田村義也（東洋大学）・河本英夫
（東洋大学）
２.セミナー
1)
日時：2014 年 11 月 15 日
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テーマ：「自然といのちの尊さについて考える」
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館文学部会議室
発表者：中川光弘（茨城大学）・上柿崇英（鹿児島大学産学官連携推進機構）・関 陽子（芝
浦工業大学・東洋大学国際哲学研究センター）・岩崎 大（東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際
研究イニシアティブ）・秋山知宏（東京大学）・増田敬祐（東京農工大学）・立入 郁（海洋研究
開発機構）
共催：茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)
３．ワークショップ
1）
日時：2014 年 5 月 24 日
テーマ：「ARAKAWA＋GINS という経験－22 世紀身体論を目指して－」
場所：三鷹天命反転住宅 In Memory of Helen Keller
講師：三浦尚彦・染谷昌義・稲垣 諭（自治医科大学）
司会：安斎利洋
主催：ABRF, Inc. （荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所）
共催：東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ（TIEPh）
2)
日時：2015 年 1 月 17 日
テーマ：「舞踊」、「身体と環境」
場所：三鷹天命反転住宅–In Memory of Helen Keller協力：ABRF,Inc. （荒川修作＋マドリン・ギンズ東京事務所）
対談：田中 泯（舞踊家）・河本英夫（東洋大学）・本間桃世（ABRF,Inc.）
3)
日時：2015 年 2 月 16 日
テーマ：「即興ダンス」、「身体の内発性」
場所：東洋大学白山キャンパス 5 号館井上円了ホール ステージ
講師：岩下 徹（舞踊家／即興ダンス、＜山海塾＞ダンサー）
対談：岩下 徹・河本英夫（東洋大学）
4.研究会
1)
日時：2014 年 7 月 30 日
内容：自然観探求ユニット（第１ユニット）研究員による研究交流会
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館第 3 会議室
発表者：野村英登（東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ）・早川芳枝（東洋大
学）・相楽 勉（東洋大学）
動画 URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLST-oXBqgavL7-kJbUig4p9pTaDU9l7ub
2)
日時：12 月 13 日
テーマ：第 6 回人間再生研究会*31
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6406 教室
特別講演：野崎大地（東京大学大学院）
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講演：河本英夫（東洋大学）・池田由美（首都大学東京）
症例研究発表：三田久載（富士リハビリテーション専門学校）・月成亮輔（市川市リハビリテー
ション病院）
パネリスト：野崎大地・河本英夫・池田由美・三田久載・月成亮輔
討論会司会：稲垣 諭（自治医科大学）
共催：神経現象学リハビリテーション研究センター・NPO 神経現象学リハビリテーション開発
機構
動画 URL： https://www.youtube.com/playlist?list=PLST-oXBqgavKQfuf8L6CXdjCzlyEJZ1Ri
５．視察
1）
日時：2014 年 8 月 4 日～7 日
目的：環境デザインのモデルケースとしての、八丈島地熱発電所および自然環境の視察
場所：東京都八丈町地熱発電所ほか
2)
日時：2014 年 8 月 20 日～25 日
目的：荒川修作関連施設およびニューヨーク・ボストン環境デザイン関連施設の視察*33
場所：アメリカ合衆国ニューヨーク市（荒川事務所、バイオスクリープハウスほか）・ボストン市
（MIT スタタセンターほか）
3)
日時；2014 年 9 月 19 日～21 日
目的：近代日本エコロジー研究の先駆者である南方熊楠の思想風土の視察*12
場所：和歌山県田辺市 南方熊楠顕彰館および熊野古道
4)
日時：2015 年 3 月 12 日～13 日
目的：東日本大震災後の福島県の被災地環境の調査*29
場所：福島県南相馬市「南相馬ソーラー・アグリパーク」、郡山市仮設住宅地ほか
６．調査報告
１）
内容：「環境配慮行動の実行可能性認知」について
報告者：大久保暢俊（東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ）

【平成２７年度】
１．シンポジウム
１）
日時：2015 年 5 月 30 日
テーマ：「宋代の自然観」*8
場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館スカイホール
司会：浅見洋二（大阪大学）
中国語通訳：内山精也（早稲田大学）
講演者：谷口高志（佐賀大学）・東 英寿（九州大学）・周 裕鍇（四川大学）
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共催：日本宋代文学学会
2）
日時：2015 年 10 月 13 日
テーマ：「after our Fukushima」*30
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館文学部会議室
登壇者：ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学）・ファビアン・ガーベルベルガー（東北大学）・
河本英夫（東洋大学）
通訳（ドイツ語）：山口一郎（東洋大学大学院）
3）
日時：2015 年 12 月 5 日
テーマ：TIEPh 最終シンポジウム「かおりの生態学」*9
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6203 教室
司会：山田利明（東洋大学）
特別講演：高林純示（京都大学生態学研究センター）
講演：坂井多穂子（東洋大学）
特定質問者：金子有子（東洋大学）
TIEPh 研究成果報告：河本英夫（東洋大学）
２．セミナー
1）
日時：2015 年 11 月 14 日
テーマ；「洞天思想と自然環境の問題」*7
共催：日本道教学会
場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館スカイホール
講演者：土屋昌明（専修大学）
３．ワークショップ
1)
日時：2015 年 5 月 21 日
テーマ：「身体と環境」
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館文学部会議室
登壇者：和栗由紀夫（舞踊家）・ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学）・河本英夫（東洋大
学）
通訳（ドイツ語）：山口一郎（東洋大学大学院）
2)
日時：2015 年 12 月 16 日
テーマ：「即興ダンス」、「環境－人間の組織化」
場所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 125 記念ホール
講師：岩下 徹（舞踊家／即興ダンス、＜山海塾＞ダンサー）
対談：岩下 徹・河本英夫（東洋大学）
４．研究会
1)
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日時：2015 年 7 月 29 日
内容：本研究所所属研究員による研究交流会
場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館第 1 会議室
発表者：金子有子（東洋大学）・山田利明（東洋大学）・相楽 勉（東洋大学）
2)
日時：2015 年 12 月 19 日
テーマ：第 7 回人間再生研究会*31
場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6406 教室
特別講演：村山正宣（独立行政法人理化学研究所）
講演：河本英夫（東洋大学）・池田由美（首都大学東京）
症例研究発表：菊地 豊（公益財団法人脳血管研究所美原記念病院）・月成亮輔（市川市リ
ハビリテーション病院）
総合司会：池田由美（首都大学東京）
総合討論司会：大越友博（芳賀赤十字病院）
共催：神経現象学リハビリテーション研究センター・NPO 神経現象学リハビリテーション開発
機構
５．視察
日時：2015 年 8 月 24 日～28 日
目的：モンゴル国ウランバートル市周辺の都市環境および遊牧文化の自然観の調査*28
場所：モンゴル国ウランバートル市、テレルジ国立公園、ホスタイ国立公園ほか
＜これから実施する予定のもの＞
なし

１４ その他の研究成果等
【平成２３年度】
１．刊行物
1）
日時：2011 年 7 月
ニューズレターNo.12 発行
2）
日時：2012 年 1 月
ニューズレターNo.13 発行
3)
日時：2012 年 3 月
研究年報『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号発行
4)
日時：2012 年 3 月
研究年報別冊『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号別冊発行
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２．講義
1）
日時：2011 年 4 月～7 月
東洋大学全学部学生に向けて全学総合講義「エコ・フィロソフィ入門」*1を開講。
2）
日時：2011 年 4 月～1 月
東洋大学大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」*2 として、「身体論：身体と環境」を
開講。
３．TIEPh 主催 エコキャンパス企画「エコ・ウィーク」
日時：2011 年 10 月 24 日～29 日
目的：エコ・フィロソフィの実践を目的としたイベントを企画、実施した。
1）
「エコ川柳」、「エコアイディア」の募集（10 月 24 日～29 日）
2）「ウォーキング・ビューティ」（10 月 27 日）*34
講師：澁谷有里（ウォーキング・アドバイザー）

【平成２４年度】
１．刊行物
1）
日時：2012 年 2 月
DVD『テンダー・エマージェンス――来るべき自己へ』・『モア・ディヴェロップメント――』を作
成*35
（DVD 原稿は、河本英夫「モア・ディヴェロップメント――認知の彼方へ」 （『「エコ・フィロソフ
ィ」研究』、査読無、第 6 号、pp109-124、2012 年 3 月に掲載）
2）
日時：2012 年 7 月
ニューズレターNo.14 発行
3）
日時：2012 年 11 月
ニューズレターNo.15 発行
4)
日時：2013 年 3 月
『エコロジーをデザインする－エコ・フィロソフィの挑戦』発行*37
5)
日時：2013 年 3 月
研究年報『「エコ・フィロソフィ」研究』第 7 号発行
6)
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日時：2013 年 3 月
研究年報別冊『「エコ・フィロソフィ」研究』第 7 号別冊発行
２．講義
1）
日時：2012 年 9 月～2013 年 1 月
東洋大学全学部学生に向けて全学総合講義「エコ・フィロソフィ入門」*1を開講。
2）
日時：2012 年 4 月～1 月
東洋大学大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」*2 として、「身体論：障碍者と環境」
を開講。

【平成２５年度】
１．刊行物
1）
日時：2013 年 7 月
ニューズレターNo.16 発行
2)
日時：2013 年 11 月
ニューズレターNo.17 発行
3)
日時：2014 年 3 月
研究年報『「エコ・フィロソフィ」研究』第 8 号発行
4)
日時：2014 年 3 月
研究年報別冊『「エコ・フィロソフィ」研究』第 8 号別冊発行
２．講義
1）
日時：2013 年 4 月～1 月
東洋大学大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」*2 として、「身体論：身体の再生と
環境」を開講。
2）
日時：2013 年 9 月～2014 年 1 月
東洋大学全学部学生に向けて全学総合講義「エコ・フィロソフィ入門」*1を開講。

【平成２６年度】
１．刊行物
1）
日時：2014 年 4 月
ニューズレターNo.18 発行
2）
日時：2014 年 8 月
54

ニューズレターNo.19 発行
3）
日時：2015 年 2 月
ニューズレターNo.20 発行
4)
日時：2015 年 3 月
研究年報『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号発行
5）
日時：2015 年 3 月
研究年報別冊『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号別冊発行
6)
日時：2015 年 3 月
『自然といのちの尊さについて考える－エコ･フィロソフィとサステイナビリティ学の展開』*13 発
行
7）
日時：2015 年 3 月
DVD『イノセント・メモリー ――身体記憶の彼方へ』を作成*36
（DVD 原稿は、河本英夫「イノセント・メモリー ――身体記憶の彼方へ」 （『「エコ・フィロソフ
ィ」研究』、査読無、第 7 号、pp103-113、2013 年 3 月に掲載）
２．講義
1）
日時：2014 年 4 月～1 月
東洋大学大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」*2 として、「身体論：身体の再生と
環境」を開講。
2）
日時：2014 年 9 月～2015 年 1 月
東洋大学全学部学生に向けて全学総合講義「エコ・フィロソフィ入門」*1を開講。

【平成２７年度】
１．刊行物
１)
日時：2015 年 5 月
ニューズレターNo.21 発行
2)
日時：2015 年 9 月
『エコ･ファンタジー－環境への感度を拡張するために』*38発行
3)
日時：2015 年 10 月
ニューズレターNo.22 発行
4)
日時：2016 年 3 月
ニューズレターNo.23 発行
5)
日時：2016 年 3 月
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研究年報『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10 号発行
6）
日時：2016 年 3 月
研究年報別冊『「エコ・フィロソフィ」研究』第 10 号別冊発行
２．講義
1）
日時：2015 年 4 月～1 月
東洋大学大学院文学研究科哲学専攻「現代哲学演習Ⅱ」*2 として、「身体論：身体の再生と
環境」を開講。
2）
日時：2015 年 9 月～2016 年 1 月
東洋大学全学部学生に向けて全学総合講義「エコ・フィロソフィ入門」*1を開講。
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１５ 「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項及び対応
＜「選定時」に付された留意事項＞
海外リサーチによりどのようにエコ・フィロソフィを研究するのか明確にされたい
＜「選定時」に付された留意事項への対応＞
もとより環境問題は地球規模で取り組むべき問題であるが、人々の自然観やコミュニティ
意識などは地域や文化により異なっており、そのような違いを明確にした上で解決の方向性
を模索する必要がある。本研究プロジェクトでは、特に経済発展の著しいアジア諸地域を中
心に、人々の価値観を調査により明らかにすることで、東洋的共生思想に基礎を置くエコ・フ
ィロソフィの実証的な枠組みを構築することを目指している。多文化の共生するマレーシアで
調査を実施し、過去にシンガポールやベトナムなどで行った調査との比較分析を行い、イスラ
ム文化を特徴づけるような興味深い結果を得ている。
＜「中間評価時」に付された留意事項＞
・同大学の国際哲学研究センターの形成プロジェクトとかなり重複している。そちらで所属変
更しているメンバーがこちらの組織では変更していない。
・活動はやや低調である。エコ・ソフィアそのものの概念を問うプロジェクト横断型の研究会や
シンポを開催し、まとめ上げていく努力が必要である。とくに第二ユニットは、海外視察程度
で、成果に乏しい。海外に研究機関がないと嘆くのではなく、積極的な姿勢が必要。
＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞
・国際哲学研究センターとの関係については、共通する研究員が複数在籍しているため、活
動が重複している印象をもつが、各研究員は、本プロジェクト独自のテーマを、各自の専門
領域を基に、学際研究を前提としつつ発表することで、エコ･フィロソフィの確立に従事してい
る。すなわち、哲学研究の成果としてではなく、環境問題に処する実践知として、他領域の研
究と連携するための成果を発表しているのであり、本プロジェクトの独自性は確保されてい
る。両センターの目的に沿う共通の研究については、平成 25 年度に「方法論研究会：方法論
としてのオートポイエーシス」を共催するなどの対応を行った。所属変更については研究員に
再確認の上、修正を行った。
・プロジェクト全体に関わる国際シンポジウムの開催については、招聘者の都合等により、選
定時に示したスケジュールから若干の遅れをとった。平成 25 年度以降は、上記の「ユニット
間の連携」の項で記載したように、国際シンポジウムやユニット横断型の研究会、ワークショ
ップ、書籍出版、国内外の視察を積極的に行った。また、これまでの研究成果を踏まえて、エ
コ・フィロソフィそのものの概念を問い直した論文として、河本英夫研究員が、平成 26 年度の
研究年報において、「エコ・フィロソフィとは何か」を、岩崎大研究助手がエコ・フィロフィの教育
成果を総括するものとして「エコロジー教育における哲学の役割－「エコ・フィロソフィ入門」の
取り組み－」を発表した。さらに、最終年度となる平成 27 年度の最終シンポジウム「「かおり
の生態学」*9 では、河本英夫研究員が「エコ・フィロソフィとは何か」という演題で講演を行っ
た。ここでは、エコ・フィロソフィが、特定の課題に集中して取り組むのではなく、常に多様な選
択肢を用意することで展開可能性を拡張していく課題発見型のプロジェクトであり、展開され
た選択肢の中から同心円的に有効なネットワークが形成されることによって、結果的に特定
の課題解決につながるということが確認された。
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エコ・フィロソフィとは何か
河本 英夫（文学部）
キーワード：エコ・フレームワーク、エコ・デザイン、エコ・スペクトラム、
課題発見型プログラム

エコ・フィロソフィは課題発見型の哲学である。あらかじめ課題の全貌が見えているわけではなく、
新たに出現する課題にも敏感に対応し、そこに選択肢を設定していくような探求領域である。たとえ
ば津波や原発の被害が出現したとき、膨大な課題が出現するが、何を哲学として問い、何を課題設定
するかはあらかじめ決まっているのではない。しかもこの探求プログラムには、中心的な教義がある
というわけではない。コアになるような基本的な学説があるわけではない。ニュートン・プログラム
には、力学三法則というコアユニットがあり、カオス力学プログラムには、初期条件の微細な差異の
決定的な関与とパイコネ変換と非整数次元のような核となるユニットがある。エコ・フィロソフィの
周辺領域には、膨大な個別の学説はすでに存在している。持続可能な環境を考えようとすれば、生態
学や環境経済学は参照しなければならない。場合によれば生態進化学まで動員することになる。付帯
的に修得しておかなければならない基礎的な知識はある。熱力学第二法則(エントロピーの法則)やシ
ステム科学の最新の知見のようなものは、個々の場面での発想を規定していくので、修得しておいた
方がよい。ただしこれらに基づいて、そこから探求が進められるわけではない。
持続可能なエネルギーネットワークを構想しようとすれば、コスト面から見たベストミックスを算
定して組み立てるだけでは足りていない。算定したベストミックスが、10 年後、20 年後もベストで
ある保証はどこにもないからである。またどのような場面でも生活感情というものは、それぞれの人
たちにとって必ず付きまとってしまう。ここには自然への感じ取りのような個々人にとって大きな差
異のある「自然感情」まで含まれてしまう。「夕焼け小焼けの赤トンボ」に郷愁を感じ取るものもい
れば、そうしたものにはまったく関心のないものまで大きな隔たりがある。
個々の場面での課題が明確になれば、ほとんどは科学技術によって対応できる課題であり、場合に
よっては精神医学やコンサルティングが要求される課題である。ホタルの生息する環境を再生させよ
うとすれば、水流を改善し、農薬を選択することが必要となる。それらは課題に応じて決まっていく
技術的な手続きである。そうした局面でも個々の場面での課題解決だけではなく、より本質的な課題
が何であり、それに対してどのようなデザインが必要とされるかを構想するような課題発見のプロセ
スが存在するに違いない。そうしたプロセスを進む探求領域があることになる。そしてそれこそエコ・
フィロソフィの課題である。
エコ・フィロソフィを「探求プログラム」だと考えたとき、中心となるコアの科学法則や概念が存
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在しないのであれば、そこには依拠すべき定型化された手続きが存在しないことになる。ある手続き
を行えば、どの程度の成果がでるかをあらかじめ見通せるわけではない。にもかかわらず有効な設定
とそうでないものは区別できる。コアとなる基本的な手続きのユニットが存在しないような探求プロ
グラムは、基本法則のもとに成果を積み上げていくかたちにはならない。むしろ四方・八方に広がる
課題のネットワークとして、さらに課題発見をつうじて同心円的に広がるネットワークが形成、拡張
されていくだけである。この同心円的に広がる課題のネットワークが有効に拡張できているかどうか
で、プログラムの前進/停滞が判別される。この部分が個々のオペレーションが有効かどうかを判別す
る基準となる。そこには大別して、既存の議論からさまざまな知見を取り出し、エコ・フィロソフィ
の輪郭を形作るようなエコ・フレーム(主として第１ユニット)、未来の環境設定に向けたさまざまな
構想を立ち上げていくエコ・デザイン(主として第 3 ユニット)、さらには多様に分岐しながらさまざ
まな課題の局面を取り出していくエコ・スペクトラム(主として第 2、3 ユニット)がある。

１、エコ・フレーム――理念的プログラム
文獻をつうじて過去の構想のなかに各種自然観を探るさいに、どのようなものでも探求対象となる
わけではない。そのさいの選択基準には、ある種の理念がたとえ曖昧なものであっても関与している。
たとえば「持続可能性」とか「共生」とか「調和」というような理念である。こうした理念に適合的
な対象が選ばれ、多くの場合その理念を支える細かな構想や具体的課題を読み取っていくのである。
しばしば過去の文獻にすでに「持続可能性」が語られており、そうした構造を述べていた論者を賞賛
を込めて取り上げることになる。理念適合的に対象を選び、そこに理念の具体的なかたちを見出して
いく。これは文獻解釈学で普通に起きる解釈学的循環である。こうした循環が起きることがあらかじ
め見えているために、通常の文獻選択ではしばしば「見えるものを見ているだけ」ということに留ま
ることが多い。
柳田國男という民俗学者がいる。通常は、持続可能性や共生の文脈ではまず取り上げられることは
ない。日本各地の民話や伝承を聞き取り、これでもかというほど記述している。柳田國男には、持続
可能性というような発想はなく、自然との調和というような発想もない。むしろ農務省最初の高等文
官として、農業生産をどのように向上させるかがつねに柳田の課題になっており、そのための講演を
日本各地で行っている。講演に出かけるたびに、その近辺を歩き、多くの聞き取りを行っている。そ
こに描かれるのは、当時の日本でもすでに失われつつあった人々の日常生活感である。ある種の生活
感のイメージが柳田にはあり、それが人間の生活の基本形に合致している。そのことが「常民」と呼
ばれ、原生活者のようなイメージを形作っている。
農業振興政策は、生産性を上げるという目標へと向かうものである。柳田の記述には生産性の向上
と都市化にともなう農業従事者の生活の変貌が繰り返し語られている。たとえば商品作物を作り、商
業地に出荷する。その後生産者が、市場で販売される商品のかたちで高価なものを買い入れるように
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なる。そして文面から見る限り、そうした動向を一面ではやむないことだと見ながら、自分で作った
ものを活用して自分で消費するという選択肢もあるはずだという含みが語られることになる。いわゆ
る地産地消である。
こうした柳田の含みのある記述は、生活者の持続的な生活感情と産業化による否応ない変貌を合わ
せ描く手法だと読むこともできれば、現代の地産地消につながるような選択肢の提示だと読むことも
できる。その意味で柳田の記述は、何らかの理念適合的に描かれたものではない。現実のなかで、原
生活者のイメージを持ちながらなお変貌していく現実と、そのさいのそのつど新たに出現してくる選
択肢をさりげなく組み込むような記述だともいえる。つまりどのような理念適合型の読みであれ、理
念だけの主張であれば、それは立場の主張であり、観点の提示に留まってしまう。そしてそのように
現実が動くことはないのも歴史の事実である。解釈学が有効に機能するのは、見えるものを見たり、
読めるものを読み取る場面ではない。むしろ読みとろうとしているものとは異なるものへと意識する
ことなく踏み込んでしまう経験の動きを見出したり、読みの予期にないものを新たな文脈に触れるよ
うに見出す場合である。そこから人間生活の固有性を際立たせていくようになる。知覚や解釈が理論
負荷的であり、理念負荷的であることは避けようがない。ただし読む込むことのできるものは、知覚
や解釈で想定されている行為可能性にも依存している。知覚の理論依存性ではなく、行為可能性依存
のもとで、行為の選択を広げていくように読むことができる。こうした読みが必要になってくるよう
に思われる。
柳田國男の最初期の民俗学記述に、熊本の熊追いの伝統的な手法についての報告がある。これを「後
狩詞記」として、自費出版で公刊している。柳田のなかにファンタジーともロマンティシズムとも呼
べるものがあり、それは狩猟民的な生活形態や児童の世界に見られるような、日常では忘れてしまっ
ているような事象についての感度に支えられている。そうしたものにどこかで柳田は敏感に反応して
しまうのである。この敏感に触れたものを直接描くのではなく、むしろそれが記述の全域に浸透して
いくように作品は描かれていく。この部分が、各人の生活感情につながる。こうした感度をそのつど
思い起こすように柳田は、延々と描き続けている。それが「原生活感」となっている。もちろんある
歴史的な時期のローカルな生活感情であるが、柳田自身はそこにイメージの基本形を見出すように描
いている。これが柳田のファンタジーの内実である。
『山の人』では、なんらかの理由で山にこもって暮らすようになった人たちや季節ごとに山を移動
しながら暮らしているサンカの人たちについての記述が見られる。農耕生活とは異なる生活形態であ
り、実際に狩猟・遊牧的な生活をしているものたちである。こうした記述は、直接持続可能性や自然
との共生を主張するものではないが、それらの理念につながりうる経験の回路をどこで見出していく
かにかかわるような経験の層を取り出していることになる。それが生活感と呼ぶものである。文献の
読みはこうした間接性が必要となり、持続可能性や共生の理念がそれとして取り出されるような文獻
の選択では、およそ足りていないことになる。
半自然、半人工の森林は、里山と呼ばれる。里山は、里の近くにある森で、灌木や薪用の枝を切り
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取って利用することで、森そのものも荒れることなく整備され、また人間の生活環境にさまざまな手
立てをあたえている。森林と人間生活の共存の典型例だとされて、SATOYAMA という語そのものも
英語になっている。日本の生活環境には、半自然、半人工で形成されている事象が実は多くある。た
とえば神社である。神社は、玉砂利や枯山水から成る寺院とは異なり、自然環境を可能な限り残しな
がら、なおそれを文化的形成物として活用するのである。寺院には仏像があり、壁は多くの絵具、道
具で彩られている。お寺をあの世との通路だとすれば、通路には多くの儀礼と道具が必要となる。こ
れに対して神社にはほとんど何もない。人為的装飾で飾り立てないことが神社の特質である。こうし
た神社のようなものを、
「人工的里山」と呼ぶことにしたい。全国に約 8 万の神社がある。
人工的里山は、里山という実在物をさらに拡張していくためのキータームであり、こうした設定を
おこなうことで、自然や環境への感度を変え、人間と自然の共存のモードをより広く多様に取り出し
ていく作業の手掛かりとなる。つまり里山という語を拡張していくことで、新たな課題設定をしてい
ることになる。神社を生活圏のなかの半自然、半人工の制作物だと見ていくと、この制作にはいくつ
もの特徴があることがわかる。それは多くの場合、神社の立地点にかかわっている。神道には明確な
教義があるわけではない。儀式も行われるが、神道式の婚姻の義など、三々九度のような手順はある
ようだが内容はよく分からない。神社の多くは、教義から作られたり、教義に照らして作られている
のではなさそうである。その場合には、現に制作されている神社についてのフィールドワークが必要
となる。
神社には、場所そのものの喚起力を生かした立地が選定されているものが多い。小高い山の裾野や
中腹を選定して、地形そのものを利用して設定されている。その場所に立つと、その場だけが不連続
になっているような場所がある。おそらく農作業後の集会所であったり、祭りの行われるような不連
続になるような場所がある。多くの場合、囲いを造って敷地を確定したりはしない。出入りは比較的
自由なのだが、場所そのものの特性から固有の領域が形成されている。小高い山の上にある場合には、
山の上を比較的広めに平らにして、そこに神社が設定されるので、当初より固有領域化している。神
社とは、こうしたおのずと固有化する領域にいわば象徴のように設置された建造物である。
諏訪一宮という崩れかかった神社がある。宮司も住み、現在でも活用されている。諏訪湖から 5 キ
ロほど隔たった小高い山の麓にある。境内を歩くと、ぞくぞくするような霊感がある。この霊感の正
体はよく分からない。そもそも空気が異なる。いくぶんか湿ってひんやりしている。地形的にそうい
う地域がある。そこに平屋の長い回廊のある建物がある。周囲は杉の木が枝を刈り取られて育ってい
る。おそらく真夏でもひんやりした空気が流れている。
これに対して諏訪大社という諏訪湖のほとりにある神社は、立派過ぎるほどの建物で、テレビでも
よく放映されている。むしろテレビ放映用に押し出しよく作られている印象がある。神社の柱を代え
るさいには、杉の巨木を山の中腹から湖まで落とす行事が行われ、多くの観光客で賑わっている。そ
のため諏訪大社は観光地の目玉の一つであり、それはそれで神社の活用の仕方でもある。しかし一宮
と呼ばれるものは、由来も現在の機能も観光地の目玉として作られたものではない。諏訪一宮も訪問
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客は多いが、観光地ではない。集会場であったり、旅人が雨露を避けて休息を取り、お礼に賽銭箱に
いくばくかのお金を投げ入れて去って行ったような場所なのであろう。その意味では各地のランド
マークであり、歴史的には多目的型の施設であり、気持ちを切り替えたり、作業に一区切りを付けた
り、地域の人たちとの交流の場所であり、子供たちがかくれんぼをして遊ぶ場所であったと思われる。
私のうちの近くには、「高徳神社」というのがあり、現在では二つの大きな幹線道路の四つ角の一
つになってしまっているが、それはその神社の前面と側面に大きな道路を設置したためである。その
ためこの神社には、参道と呼べるほどのものがなくなってしまった。遠目から見るとこんもりとした
森のようにしか見えない。交通の要所に位置するが、神社にふさわしい、何にも使われていない「無
作為の広さ」が失われている。この何にも使われていない無作為の場所に、夏祭りでは夜店が並び、
時としては朝の野菜市が立つこともある。参道は通常の散歩道ではない。どこかに向かっているが、
到達した先にあるのは古びて朽ち落ちそうな祠であったりする。そこを目指して歩くというよりも、
広さや無作為さを楽しむための歩道なのである。参道を走る車もなければ、自転車もない。参道は歩
行専用の道路であり、それは神社へと通じる通路というよりも、なだらかに広がった神社そのものの
一部である。「目的へ」という事態を括弧入れして歩くことは、散歩以外ではほとんどなくなってし
まった。参道はむしろ目的への到達が副産物として成立するような歩き方であり、作為のなさがそれ
として行為として成立する経験の場所を再度確認するような歩行である。言ってみれば、文化が積み
あがるたびに見えなくなってしまう生活の層を拡大鏡にかけるようにして一時的に回復する装置だ
と言ってもよい。これは身体を含めた思い起こすことのできない記憶を再度想起させるような仕組み
でもある。

高徳神社、境内、坂戸市

こうしてみると神社の立地する場所には、なんらかの生活上の理由があり、神社を取り巻く環境の
形成にかかわっているようなフィールドワークを行うことができるはずである。神社の建物だけでは
なく、また神道上の教義との関係だけではなく、環境を領域化し、区分をあたえて位相化するような
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仕組みとしての神社を分析していくのである。こうしたことが課題発見型のテーマとなる。
たとえば幹線道路の一定区間の定点に、かつて小さな祠や道祖神や鳥居があった。これは旅に区切
りをあたえるもので、休息の場所になったり、情報交換の場所になったり、交易の場所になったりし
た。あるいは大きな岩の下には小さな鳥居と祠が置かれていることがある。岩は大地の恵みの一つで
ある。聳え立つ岩には独特の情感がある。その恵みに記された記号が祠でもある。特異な形態の岩の
あるところは、多くの場合霊感をあたえ霊場の一部となる。人工的に岩を造ることは容易ではない。
数十万年の時を通じて出現した岩をそのままのかたちで人工的に作ることは無理でもある。南阿蘇の
高森殿の岩はアーチ状になり、空洞を空気が通り抜けている。通り抜ける空気には香りがある。和歌
山新宮の神倉神社はおそらく火成岩の巨岩を中心にして作られたものである。頂上近くにある巨大な
岩は、それに釣り合うほどの施設を必要とする。それが神社である。熊野三山は、いくつもの古書か
ら、この岩を中心とした「神倉神社」に始まり、その後場所を隔てて、
「熊野速玉神社」が出現し、そ
こから那智熊野大社、熊野本宮が作られることになったというプロセスらしい。この岩に熊野の最初
の神が出現したのである。現在でも、神倉神社の鳥居案内には、由来と称して以下の記述がある。
「熊
野権現として有名な熊野速玉大社の摂社である。熊野三山(速玉・那智・本宮)の主神降臨の霊地熊野
信仰の根本とも申すべき霊所である。
」
小高い山を霊場として、そのまま参道とすることがある。伏見神社は、鮮やかな朱色の鳥居を反復
的に配置して、場所の喚起力を際立たせている。ひとつ鳥居をくぐれば、次の鳥居が待ち構えている。
その手前に留まれば、ついに門のなかに入ることはできない。この仕組みはカフカが何度か作品に活
用している「掟の門」である。反復は内奥という情感を出現させる。遠景から見ると、鳥居の曲がり
くねった朱列である。朱の鳥居列は、なだらかな登り道に一定の区間で区切りを入れていくことであ
り、この区切りの反復をつうじて場所の喚起力を高めることである。

新宮、神倉神社

65

和辻哲郎の『古寺巡礼』は、基本的には奈良の古寺をおとずれたさいの紀行文であり、旅行記であ
る。旅行記としてはとてもうまく書けている。第二次世界大戦の末期に書かれたもので、日本文化を
由来から読み解くような作業である。ただし仏教系の寺院は、多くの意匠と工夫の積み上げであり、
どんどんと繊細になるように形成されていくことがわかる。それを文献を細かく読むように和辻は読
み解くのである。だが神社はむしろ蓄積せず、技巧化しないことで成立している。
こうしたフィールドワークは、まだまだ多くの領域で行うことができるに違いない。

２、エコ・デザイン――アイディアのプログラム
デザインは未来の構想にかかわっている。環境のなかにどのような要素を盛り込むかを、いくつも
の同時代の構想やアイディアから取り出して、設定していくのである。駅前の階段では、機械的に同
じ高さと幅の階段が並んでいる。エスカレーターが端に付いていることもあれば、車椅子用の通路が
付いているところもある。ところで幾何学的に規格化され、均質に作られた階段は健康にとって良い
ものなのだろうか。カオス力学によれば、血流の流れであっても、非規則的、非周期的に流れの速さ
や強さは変動している。そうでなければ突然路地から飛び出してきた自転車をとっさに避けることも
難しくなる。血流の速度が一定に近づき振れ幅がなくなるのは、むしろ認知症系の患者のようである。
健康とは、一定の複雑さを維持することである。そうだとすると幾何学的に規格化された階段だけが
良い環境になるわけではない。階段の横面積の 3 割程度は、一定の複雑さをもたらすようなものにし
た方が良いと考えられる。環境デザインは、現状の環境設定に対して、新たな選択肢を提示すること
を通じて、一方では未来設計の振れ幅を拡張し、他方では人間の能力の拡張の仕方や健康維持・増進
のためのさまざまな選択肢を提示していくものである。
環境というとき、ただちに想起されるイメージがある。ホタルの飛び交う清流や赤とんぼの行き交
う田園のようなものである。ただしこれらはある時期のある環境下で起きていたことであり、歴史的
な時代環境という側面がある。この場合にはノスタルジーとともに、ある時代を遡行的に回復するこ
とが目指されていることになる。生物多様性で見れば、近代文明とはより均質化するプロセスのこと
だから、そのプロセスを逆回しにすれば、より非均質化した環境が回復される、という思いにも一定
の理がある。その場合でもどこまで遡行させるのかは、各人それぞれであろう。江戸時代のように江
戸の商業地、武家屋敷の糞尿を上州まで運び、循環型の生産系まで遡行するのか、明治、大正ぐらい
までの田園風景まで遡行するのかは意見が分かれる。そのときおのずと価値基準が見込まれており、
価値基準に応じて遡行するイメージが捉えられているのである。
構想される環境は、未来の構想であるので、精一杯多くの事柄を盛り込んだ方が良い。環境内で安
らぎを得たり、快を感じたりということはありうることであり、もちろんそれは小さなことではない。
だがより大きな価値基準のもとで、環境の設計をすることが必要である。いくつか挙げてみる。たと
えば「健康を維持する」とか「健康を増進する」とか、さらには「能力そのものを形成する」という
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ようなところまで基準を広げてしまえば、多くの工夫を込めた環境設計が必要となる。この課題に敢
然と挑戦したのが、アーティストの荒川修作＋マドリン・ギンズである。多くの哲学思想や認知科学
の成果や事実を活用して、新たな建築の設定を開始した。
その骨子となるのは、(１)意識がそれとして成立しているさいには、すでに焦点化が起きており、
これは意識の作動にとってすでに選択肢を少なくし過ぎている。注意が焦点化された状態の働きに
なってしまえば、いわば意識は「知ること」に特化されて作動していることになる。そのため環境内
に注意の分散を引き起こすような装置を設置して、意識の分散を作り出して、そこから再度意識の働
きの拡張をもたらすように構想する。こうしたプロセスにふさわしい環境を設定し、そこに数時間滞
在すれば、そこには経験の新たな局面を作り出すことができる。
（2）そのさい意識が単独で働くこと
はほとんど稀であり、身体動作とともにある。するとこの環境は、身体動作に働きかけるような性質
を備えており、通常の身体動作でほとんど活用されなくなった動作をおのずと実行させるようなもの
となる。その場合に多用されるのは斜面であり、球形である。幾何学的な面の発明は、容易に面積を
決めることができるという要請から生じているように思える。平らな面の形成は、二つの物体を擦り
合わせることで生じる。それらがぴったりと寄り添えば、擦り合わせた二つの面は均質になっている。
ところがそれらの二つの面が曲面で同じ曲率であれば、ぴったりと寄り添う。寄り添うから平らにな
るわけではない。そこで第三の面を用意して、第三の面と二つの面を相互に擦り合わせていくのであ
る。こうして面の理念がなくても、平らを実現することができる。三面で相互に寄り添うようにすれ
ば、ほとんどの場合平面が誕生する。面の特性は、均質性であり、どの地点でも同じ物理的効果があ
ることである。つまり平らな面では、どこに足を下ろそうと、同じ効果が出現するのである。ところ
がこうした面に適応してしまえば、足の裏の触覚性感覚はもはや細かくなることはなく、触覚性の刺
激は単性になる。体性感覚は慣れに応じて、ほとんど反応しなくなる。そのため身体に働きかけるさ
まざまな環境の装置が必要となる。そのことを生活環境から作り出してみることができる。
（3）その
ときいくつかの基本的能力の設定が必要となる。たとえばまなざす場面での、位置を指定する行為が
それである。荒川修作は、それを「ランディング・サイト」だと呼んだ。位置を指定する行為は、世
界と自分とのかかわりの組織化の蝶番のようなものであり、想起においても位置指定は働いている。
また身体行為による境界を区切る行為も基本的なものである。境界を区切ることをつうじて、そのつ
ど現実性を出現させる。そのことが「バイオスクリーヴ」だと呼ばれた。区切ることで、そのつど自
己を形成し、区切ることで世界に現実性を出現させる。こうした哲学的原理を副産物として取り出し
ながら、現実の環境設定を行うのである。それが「天命反転」と形容されたもろもろの施設である。
岡山と鳥取の県境にある奈義の龍安寺では、重力と光を活用しそこにいるだけで重力や光の感じ取
りが変化していくような環境設定が行われている。円形の斜面のなかに立つ場合にも、立つことから
開始しなければならない。こんなところから感覚を再形成させるのだから、天命反転と呼ぶことにも
十分な理由がある。この巨大なシリンダーのなかには、京都の龍安寺の建物の一部が写し取られてお
り、面と円形の射影が実行されていて、アートとしてもうまく作られている。岐阜の養老天命反転地
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は、巨大な擂鉢が掘られて、その内部に多くの施設が組み込まれている。このテーマパークを上空か
ら撮影すると、茶色に塗られた施設の連なりが、日本列島のかたちとなるように設定されている。身
体とともに環境内にいることで、五感の形成から進めていくという環境設定なのである。人間の五感
は、人類史の最大の成果だと述べたのは、初期のマルクスであるが、文明史のなかでその五感さえい
まだ十分に形成されてはおらず、人間はみずからの可能性の 2、3％しか活用できていない、という基
本的な了解が荒川修作にはある。

バイオスクリーヴ・ハウス

これはニューヨーク州イースト・ハンプトンにあるバイオスクリーブ・ハウスである。類似したも
のは、三鷹市に「天命反転住宅・ミタカロフト」として設定されている。
環境関連のデザインでは、エネルギー問題がもっとも緊要である。将来の水素エネルギー関連の技
術がどの程度進捗するかは、明確な見通しがあるわけではないが、にもかかわらず新たな技術が出現
するたびに最適状態が決まってくる。するとベスト・ミックスをどのように確定するかが問題なので
はなく、ベター・ミックスズの間での無理のない移り行きをどのように構想をしておくかである。地
熱は、気候条件に左右されないエネルギー源である。潜在的地熱エネルギー量としては、日本はアメ
リカ、インドネシアに続く世界第三位の埋蔵量がある。少し深く地面を掘り下げれば、全土で温泉が
湧くのだから、多くの箇所で地熱発電ができるはずである。活用していないエネルギー源が多すぎる
というのも事実である。電力会社が、アメリカのように 500 近く存在する行政手法に比べて、大手 10
社というように寡占化が進み過ぎていて、エネルギー供給については、内部に選択肢が少なすぎる。
どのような構想であれ、
「プロセスの選択肢の増大が次の選択肢の増大の開始条件となり、それによっ
て接続するようなプロセスの継起的連鎖」がある。そうしたプロセスの連鎖を基本モデルとして、エ
ネルギー供給の仕組みを考えることができる。
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３、エコ・スペクトラム――分岐するログラム
環境関連課題には、多くの側面がある。そして時代に応じて、新たな課題が見えるようになったり、
課題だと考えていたものが実は別の問題だったということがわかるような場面である。たとえば生活
環境、エコロジー、緑と水というような問題に対して、どのような心理的動向が見られるかを、社会
統計的に分析するような課題もある。いわゆる社会心理分析である。東日本大震災後に、仮設住宅に
移り住んだ人たちは、2014 年 7 月段階でいまだ 10 万人を超えている。3 年をメドに仮設住宅に移り
住んだはずなのに、それでもなお次の生活の予期さえ成立しない。3 年の年月は、誰にとっても長い。
しかも明確な将来見込みがあるのでもない。その生活がいつまで続くのかも分からない。当初の希望
は捨て、海岸沿いの自宅に帰るということもままならず、なおそれでも待つしかない。こうした微妙
な心理を統計的に採るためには、かなり工夫が必要である。福島県民の間でも、違和感が出現してい
る。通常の労働で日常生活を送っている人から見れば、午後からパチンコ屋に行き、夕方から飲み屋
に直行する避難民の一部の人たちの生活は理解しやすいものではない。避難民の人たちにとっても、
その周囲の人たちにとっても、いくぶんか気持ちのほぐれるような質問項目を設定することはできる
に違いない。そうした事柄が、社会心理的な分析の新たな課題となるはずである。
環境関連事案で新たに出現してくる課題も多い。たとえば「環境金融」という語がある。日本には
いまだごく少数の専門家がいるだけである。たとえばある企業が風力発電施設を設置した場合、気候
次第では想定した電力量以上に発電する月もあれば、ほとんど発電量のない月もある。こうしたとき
企業としては、リスクヘッジしておかなければならない。そのための保険商品は、新たに開発してい
かなければならない。環境関連の法が新たに施行されれば、それに合わせて金融商品の開発や保険商
品の開発が行われなければならない。こうした場面に出現するのが、「環境金融」である。こうした
金融商品は、経済の新たなモデルの提示となることもあれば、環境関連の対策を無理なく進めるため
の新たな道具立てを提供することもある。またそうした作業をつうじて、環境の新たな見え方が出現
することもある。たとえば公海上でのタンカーの座礁のさいの海の汚染の除去は、どのようにリスク
ヘッジができるのだろう。こうした問題は、実はいまだに明確なプログラムが存在しない。公海上の
事故であれば、そもそも損害を受けた被害者を特定することが難しい。そのため損害賠償を明確に定
式化できないのである。
たとえば「汚染権」という設定を行ってみる。上流の工業から排水を流すさいに、下流住民になん
らかの生活の制約が出る場合には、排水を垂れ流して紛争になるよりは、汚染権を設定し、この企業
は排水汚染度を減らすコストを取り、そのあまり部分では、河川を汚染する権利を購入して、下流住
民にその分の資金が回るようにすることができる。企業からすれば、十分にコストをかけて新たな設
備を組み込み、汚染物質を取り除くか、汚染物質をある程度残して、汚染権を購入するかが、選択肢
となっている。
「汚染権」という発想は、二酸化炭素の排出権と並ぶ新たな債権を出現させる。つまりこの債権は
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多くの債権と同様に、取引可能であり、債権量が多くなれば、それ固有に債券取引の市場を形成する
こともできる。環境関連の新たな債権市場が出来あがることになる。市場が形成されれば、取引され
る債権量は、取引が行われるという実際の行為によって金融商品は拡大しており、それをつうじて金
融は新たなオペレーションの場所を設定したことになる。これは新たな債権市場を拓くことである。
逆に下流住民に「環境権」があるとする。環境権じたいは、快適な生存を保証するにふさわしい良
好な環境を要求する「生存権」の一つである。上流の企業は、交渉をつうじて環境権を購入し、それ
をもとに、ある濃度の汚染物質の排水を承認してもらうのである。汚染権から組み立てても、住民の
環境権から組み立てても、実は同じ均衡点に到達する。それを「コースの定理」言い、この定理の設
定で、コースはノーベル経済学賞を受賞している。環境金融は、この程度の規則の発見がいまだ斬新
で新鮮な領域である。つまりようやく始まったばかりなのである。公海上の汚染権を設定したとき、
誰から購入し、誰に支払いを行う仕組みなのかが決まらない。ただし公海上のタンカー座礁では、付
近の多くの国の海岸に重油や漂流物が流れ着き、費用負担は間違いなく生じる。
生物多様性というテーマを設定してみる。現状の生物界で、生物多様性が損なわれているのかある
いはほどほどに維持されているのか、あるいは歴史上最大数の種が生息しているのかは、データとし
ては決めようがない。地球環境での種の総数という問題は、現在のデータでは決めることができない。
しかし人間の生活環境周辺での種の多様性は、相対的な比較で推し量ることはできる。そして生活環
境の開発がどの程度の種を絶滅させてきているかを推し量ることはできる。そもそも農業のように生
産作物を規格化し、その収量を最大にしようとすれば、その周辺での生物学的多様性は落ちてしまう。
これは必然である。つまり知覚の形成にとってあまりにも均質化した世界があたえられることになる。
その場合には、人工的に田畑の周辺に、多くの種の植物を植えて、再バランス化を図るような企てが
実行されることになる。ドイツのある州では、すでに実行されている。そして花々の名前や実物を見
出すことを生活の幅を広げる機会として活用するような企ても行われている。これは田畑とその周辺
の間での一種のトレードオフである。生物多様性が、人間にとっての生物多様性に過ぎないのではな
いかという思いはある。しかしその範囲でも、生物多様性の維持は、欠くことのできない課題でもあ
る。どこかを均質化すれば、生活圏の移動可能な範囲で、生物多様性に配慮した施設の設定をおこな
うのである。
おそらく日本にとっての環境維持にかかわるここ数十年の最大の課題は、農業の再編である。現在
日本全体での耕作放棄地は、茨城県と同程度の面積に及ぶ。水田でコメを造れば、赤字になるという
時代である。生産労働として成立しにくい部分である。そのため株式会社の農業参入を認めたり、地
産地消型の地域経済の形成や、現地での商品化まで進むような現地商品化のような企画はさまざまな
かたちで提案されている。
農は、自然に働きかけ、自然の力を引き出し、そのことをつうじて人間の生存の選択性を拡張して
いく営みである。そのなかには農作物を作り、それを市場をつうじて売り、収益を得ていく農業が含
まれる。農業のシステムは、農のシステムの一部に含まれるが、経済的なネットワークに圧倒的に制
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約される以上、農のシステムのなかに含まれながらも、別のシステムにカップリングしたシステムで
ある。農と農業の分離や乖離は、農の可能性を考案し、新たな構想を企画していくためには欠くこと
のできない作業である。農と農業との間に補助線を一本引くだけで、局面が変わってしまうことがあ
る。
農のシステムは、人間と同じほど古く、人間がそれとして出現していくことと同時に出現したもの
である。人間の場合、食べ物の 8 割は、直接採って食べられるものではない。掘り起したり、栽培し
たり、火をかけたりしなければ食べられないものが多い。新たな食物を見出すたびに、人間は自分の
可能性を拡張してきているが、それが農のシステムの境界であり、食べられるもの/食べられないもの
の区分の境界をつねに変更しながら進んできたシステムである。そして翌年にも食べられるかたちに
システムの持続可能性を考案してきたのが農のシステムである。
農業は、農を母体としながら、交換経済のなかで支払い/非支払いを境界としながら作動するシステ
ムである。この場合自家消費分は、労力を消費に直接つなぐ行為であり、農の基本的な行為は農業の
財務諸表に乗らない例外となる。実際、自分で作って自分で食べることは、農の基本であり、もっと
も自分で食べたい物を作ればよいのが農の基本であるが、農業では多くの人が食べてくれるものが生
産の基本となる。
ここにはいくつかの問題がある。農と農業の間には、多くの隙間がある。この隙間はどのように活
用されるのか。あるいは活用可能なものなのか。論理的には多くの可能性が含まれているはずである
が、それがどの程度有効に活用できているのかは確認しておいた方が良い。そこに解決しにくいいく
つかの問題が含まれていることがわかる。どの程度の選択肢がそこにあるのかを考えておくことは重
要である。小さな改善はつねに必要であり、またそうした改善の蓄積しか手掛かりを見いだせないと
いうのが、現在の農である。
草地は、雑草地とは異なる。芝生に似た緑の草原は、現在ではほとんど見かけなくなってしまった。
草原の維持には、それほど多くの労力がかかるとは思えないが、それじたいで何かに役立っているわ
けではない。牛が歩けば牧草地になり、開墾すれば麦畑となる。休日には散歩の定型コースにもなる。
何かに成りうるがそれじたいでは特定の目的に対応しないような潜在性としての自然は、生活環境と
しても貴重なものである。
こうして新たに出現する課題に対しては、そのつど課題の内実を明確にし、そこからどのような問
いと課題が出現するのかを明示していくような課題発見型の探求が必要となる。そうした課題に反応
しながら、それに直接応戦するというよりも、むしろそこに新たな選択肢を開き、どのような展開見
込みがあり、解決の仕方があるかを考察するような進み方があるに違いない。それこそエコ・フィロ
ソフィの探求プログラムなのである。
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エコロジー教育における哲学の役割
－「エコ・フィロソフィ入門」の取り組み－
岩崎 大（TIEPh）
キーワード：エコ・フィロソフィ、エコロジー教育、学際研究、環境配慮行動、
環境デザイン

エコロジー教育の目的は、環境問題に携わる職務に就く者を育成するのみならず、教育を受けた全
ての者が、日常の生活や業務において、エコロジーを意識した行動をとり、その行動が周囲の者や社
会へと波及していくことで、実効性のある環境問題対策となることにある。しかしながら、環境問題
の現実とそれへの既存の取り組みについての知識を与え、それを学生が正しく習得したとしても、エ
コロジー教育の目的は達成したとはいえない。環境問題は現実問題であり、問題への現実的取り組み
が求められている以上、知識の獲得は目的ではなく手段にすぎない。無論、現実認識は行為を導く基
礎であるため、知識の習得は必要条件であるが、問題は、知識の獲得と現実の行為との間の結びつき
であり、現代の学生の言動にふれていると、彼らが知識と行為を結びつけ、この隔たりを埋める能力
をもてずにいるという印象をもたざるをえない。この隔たりは同時に、学ぶことの意義を見失わせる
ものでもある。
ただ知識を与えるのみでは、行為を導くに至らないという事実は、環境問題において顕著であると
ともに、ここに問題の核心があるとさえいえる。たとえば東洋大学白山キャンパスのエレベーターに
は、エレベーター使用を控え、階段利用を促進するためのポスターが貼られている。そこには「「2UP
3DOWN」歩こう運動実施中」という標語とともに、階段利用による省エネ効果についての説明が付
記されている。学生にこのポスターの存在を知っているか聞いてみると、認知度は半数にも満たな
かった。さらに認知している者のなかでこの標語を遵守しているかを聞いてみると、5%にも満たな
い。つまりこのポスターを見る可能性があった約 200 名の学生のなかで、遵守している学生は 5 名
もいないのである。だがこのポスターに書かれていることが誤りでなく正しいということは、全ての
学生が納得するはずである。すなわち知識としては、エレベーターよりも階段を利用したほうが環境
問題への取り組みとしてよい選択であるということは、ポスターを見ずとも、学ぶ前から知っている
のである。知っていても行為に反映されない。正論に基づいて協力を促されても遵守されることはな
い。この例は、環境問題が知識を与えること以上に、知識と行為の隔たりを埋める教育を必要として
いることを明らかにしており、それを担うのがエコ・フィロソフィの役割のひとつである。
知識と行為をつなぐ教育には、いくつかの方法がある。ひとつは新しい知識を与えることで、既存
の知識と現実をつなげる方法である。地球温暖化という事実は、基本的な教育を受けている者であれ

72

ば既に知識を有しているが、そのメカニズム（たとえば、なぜ二酸化炭素が増えると温暖化するのか）
や、予測される結果（たとえば気候変動による生態系の変化）について、全員が正しく説明できるわ
けではない。「二酸化炭素を大量に排出すると地球が温暖化し、海面が上昇する」、「エネルギーを過
剰に利用するとやがて資源が枯渇する」、このような知識は、誤りとはいえないが、個人の行動を導
くうえでは、あまりにも大規模であり漠然としている。漠然とした知識を明確なかたちで肉付けし、
さらに世界規模の現象と個人の行為のつながりを整理することで、知識と行為が結びつく。一般的な
エコロジー教育は、こうした内実のある知識を、詳細かつ広範に獲得させることを意図している。そ
して環境問題が現実問題である以上、知識の領域は自然科学におさまらず、学際性を要する。哲学や
思想も、そのなかに含まれることになるが、環境問題における人文系科目は、必要性を指摘されなが
らも、重要な領域として機能しているとは言い難いのが現状である。エコ・フィロソフィはこの現状
を打開すべく、単に既存の哲学や倫理を応用することや、環境問題という現実から哲学的思索を巡ら
せるのではなく、実践的かつ実効的な哲学を展開している。エコ・フィロソフィとは何であるかにつ
いての説明は他論に譲るとして、本論では、エコ・フィロソフィ教育における、知識と行為の隔たり
を埋める哲学的アプローチについて説明していく。
エコ・フィロソフィによる教育が意図するものを端的にいえば、自ら考える能力を身につけること
である。前提なしに真理へと向かい、気付きと問いを繰り返す反省的思考は、哲学の基本であり、あ
らゆる探究や実践を行う諸学問の基礎となる能力である。それゆえ、この教育は、知識の先にある行
為への架け橋であると同時に、知識を得ることへの意欲や、知識獲得のあり方そのものを変容すると
いう意味で、エコロジー教育に必要な基礎形成という機能を果たすものでもある。
東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)は、2008 年度より、東洋大学に
て、全学総合科目「エコ・フィロソフィ入門」を開講している。全学総合講義は、あらゆる学部に関
わる学際的学問分野を、全学生が履修可能にするために開講された科目であり、双方向のやり取りが
可能なインターネット会議設備を整えた教室で行われ、東京の白山キャンパス、埼玉の朝霞キャンパ
スと川越キャンパス、栃木の板倉キャンパスの全てで受講可能な講義である。「エコ・フィロソフィ
入門」は白山キャンパスから配信しており、2014 年度の受講者は 270 人（残念ながら白山キャンパ
スは教室規模の都合により、履修希望者 292 名のうち 115 名もの学生が抽選により履修不可となっ
てしまった）であった。講義はオムニバス形式で行われ、TIEPh で刊行した教科書『エコロジーをデ
ザインする―エコ・フィロソフィの挑戦』
（2013）や、
『エコ・フィロソフィ入門－サステイナブルな
知と行為の創出』
（2010）の執筆者を中心に、TIEPh 研究員や連携研究者によって、毎回それぞれの
専門領域に基づくエコ・フィロソフィ教育を行っている。2014 年度開講分のスケジュールを見ても
わかるように、人文系研究者に限らず、多様な領域の講師に参加していただいた。毎回の講義で、質
疑応答の後に、学生は所定のミニレポートを提出する（このミニレポートによって成績評価を行う）
。
ミニレポートの記載項目は、「１．この授業で理解できたことを簡潔にまとめてください」、「２．こ
の授業で、自分が考えたこと、疑問に思ったことや、それに対する自分なりの解釈およびアイデアに

73

74

ついて書いてください」
、
「３．授業に対する感想、意見などがあれば自由に書いてください」という
３つである。初回の講義で伝えているのは、この講義が哲学である以上、知識をいかに獲得したかと
いうことは重視せず、講義から自分が何を考えたかという点こそが重要であるということである。そ
れゆえ、記載項目１は、講義内容を列挙するのではなく、獲得された知識をいかに簡潔に整理できる
かという思考訓練という位置付けとなり、より重視されるのは、記載項目２と３である。記載項目２
と３は、無論、答えのあるものではなく、環境問題を解決できるような提案が容易に考え付くわけで
もない。ここでは、獲得した知識を自らの行為に結びつけるための試行錯誤の過程をそのまま記載す
るのである。
「エコ・フィロソフィ入門」の講義内容およびミニレポートによって意図されている、知識と行為
を結びつけるための具体的なアプローチは、大きく３つに分けることができる。すなわち「「環境」
概念の拡張と近接化」
、
「世界の相対性と他者理解」
、
「気づきによる行為の展開」である。以下、それ
ぞれ、講義の内容に基づいて解説していく1。

１．
「環境」概念の拡張と近接化
エコ・フィロソフィが扱う環境とは、学生たちが当初イメージしているような、「地球温暖化防止
のために保護すべき自然環境」と同義ではない。無論、多くのエコロジー教育がそうであるように、
地球温暖化は主要なトピックではある。しかしこの固定化された「環境」概念のイメージは、知識と
行為の間の溝を深める狭隘なものにすぎない。地球温暖化に関わる環境として、失われていく森林や
北極の氷がイメージされるが、それらを保護することが地球温暖化を防止することの全てではない。
たとえば「保護」という言葉から視覚的に連想しがたい自然環境に、海洋がある。陸と海では生態系
のリズムや規模が全く異なり、陸海共通の数値目標を設定することは妥当な方法とはいえないが、海
洋に対する意識の低さが、国際会議レベルでさえ見受けられる。それゆえ、自然環境にも複層的な認
識とそれに伴う柔軟な対策が必要になる。こうした環境概念の変容が、環境を個人の手の届くところ
にまで拡張するとき、行為の変容の可能性が開かれる。
日本の環境問題のはじまりである公害問題は、自然環境を介した人から人への被害であり、局所的
であるがゆえに被害の構図や被害者の顔が明確である。動物愛護や生物多様性の議論は、生命を扱う
ことで、人間と自然を感情的につなげる。サイテイナブル・ディベロップメント（持続可能な開発）
をめぐる国際情勢は、政治経済と直接結びつく。このように、環境問題に関わる現実理解は、人間と
環境のつながりを実感するための必要な知識となる。

2014 年度講義の内容を便宜的に三つの区分に配置するならば、1 には、第 5 回（八木）、第 6 回（山田）
、第 7
回（石崎）、第 9 回（野村）
、第 12 回（宮本）
、2 には第 8 回（永井）、第 10 回（大島）、第 11 回（大久保）
、3 に
は第 2 回（河本）、第 4 回（山口）
、第 13 回（稲垣）第 14 回（安斎）、そして総論が第 1 回、第 15 回（岩崎）、
第 3 回（松尾）となる。

1
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しかし、こうした（通常のエコロジー教育で行う）環境問題の知識にくわえ、人間や文明と自然環
境の関係を、
「自然観」というかたちでより生活に近づける教育というものが可能である。TIEPh 第
一ユニット（自然観探求ユニット）は、現在の環境問題が偏重しがちな、自然科学を背景にして自然
を支配の対象とし、文明の外部に配置する西洋的伝統に対して、自然を共生の対象とし、人間の生活
の内部に配置するという東洋的伝統を融合させることで、自然環境の多様な相貌を明らかにし、環境
問題に応じる自然観の形成を探究している。教育においては、日本においても、とりわけ環境問題の
文脈においては、西洋的な、外部の自然を保護するという意識が強いなかで、個々人の生活や意識の
うちに潜在する東洋的な自然観の再認識を促していく作業が必要となる。インドにおけるガンジス川
は、人々の宗教的支柱であり、環境保護の対象などではない。生活と共にあり、生死の先にも関わる
霊性を宿した自然は、人間の生きる場所や生き方を規定し、また人間というミクロコスモスと相関す
るものともされる。とりわけ都市部在住の者には、自然が自身とどれだけ近い存在であるかを意識す
る機会が失われている。都市であっても、生活の中に自然はある。普段口にする食物もまた、自然と
の関わり、自然との戦いのなかで勝ち得たものではあるが、文明によって美しく加工された食品は、
自然を意識させるものではない。
個人と自然環境の間隙を埋める方法として必要なのは、自然環境では拾いきれない、別の環境への
気づきである。例えば生活環境、家庭環境、教育環境といった言葉が示すように、
「環境」概念は自然
環境のみではなく、極めて広範な射程を有する。そして、生活の内部にある環境であれば、自身の態
度や行為との関わりが理解できる。たとえば講義履修者が 200 名の場合と、1 名の場合では自ずと学
生の受講態度が変わってくる。学習環境の違いは、自由を抑圧するのとは異なるかたちで、学生の行
動を支配する。環境が無意識に人間の行動を支配しているということは、実感的に理解することがで
きるものである。
反対に環境を空間的に極端に遠ざけようとすれば、森林や氷河、海といった自然環境の先に、宇宙
という環境が存在する。天体の運動が地球、そして個人の生活に影響していることはいうまでもない。
宇宙環境という視点は、地球規模の環境問題を相対化させるものであり、宇宙開発によって地球外か
ら地球温暖化対策を行う具体的な取り組みを知れば、行為可能性もさらに展開していくこととなる。
教室や自宅といった極めて身近な空間にも環境があり、宇宙という最大の空間単位もまた環境であ
る。バックミンスター・フラーが「環境とは私以外のすべてのもの」というように2、環境という概念
は私ならざる全空間を意味する極めて広範な概念でありながら、それゆえに、環境ならざる私に常に
接している。環境という概念を拡張しつつ近接化することで、環境がいかに自身の意識や行動を規定
しているかが自覚される。この自覚によって、人間と環境、環境と環境、そして人間と人間という各々
の関係性を考察する生態学（エコロジー）教育の基礎が構築されるのである。

2

参照：立花隆『宇宙からの帰還』
、中央公論社、1985 年、31 頁。
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２．世界の相対性と他者理解
人間と環境の関係を問題とするエコロジーにとって、人間と人間の関係は看過することのできない
問題である。環境問題として科学的に明証化されている危機に対してでさえ、個人や国家、文化など
によって意識や行動は様々である。TIEPh 第二ユニット（価値観・行動ユニット）では、環境配慮行
動に対する意識の比較調査をもとに、地球規模の環境問題に取り組むための人間同士の関係のあり方
を探求している。環境問題の最大の難点は、問題や見込まれる結果が大規模かつ漠然としているため
に、複雑な利害関係のなかで、行為の優先度をもちえないことにある。経済発展という目的のために
は、多くの場合、環境負荷の高い生産活動を選択することが有益である。人類の生存に関わる環境保
護よりも、自国の富のための経済発展を優先する。ここには単純な善悪とは異なる、人間同士の社会
的要因が関わっている。国境のない資源は、他者に利用されるより先に可能な限り自分のものにした
ほうが有益である。誰にとっても有益なフリーアクセスの公共物は、それをつくるための支出をせず
に、タダで利用するのが最も効率が良い。囚人のジレンマ、共有地の悲劇、フリーライダーといった
行動心理には、集団の利益よりも個人の利益を優先してしまう人間の価値意識が如実に現れている。
こうした社会心理は、環境問題とのかかわりでも、ポイ捨てやゴミの分別の不徹底など、個人の生活
のなかも頻繁に見られるジレンマであり、罪悪感をもちつつも、自己の利益や怠慢を優先する心理の
根深さは、実感として理解できる。
ユクスキュルは、主体による身体や知覚の機能によって現象する世界を「環境世界(Umwelt)」とし
て、その主体の世界そのものとした3。さらにネーゲルの「コウモリであるとはどのようなことか」に
ついての論考は、動物間の知覚や体験の通約不可能性を示している4。これらの考察は、人間による視
覚偏重型の（科学的な）世界像を、人間を離れた世界そのものの普遍的理解とすることを否定する。
地球温暖化の結果としての人類の衰退は、人類にとっての危機であるが、ある動物にとっては利益に
なる。同様に、人間の中であっても、環境問題を最優先の危機とする者もいれば、優先度の低い問題
として無視する者、さらにはこれを危機ではなく商機として利用する者もいる。すなわち環境問題と
は、ひとつの普遍的な世界における普遍的な課題ではなく、各々の主体に依存する相対的な世界にお
ける、ときには相反するような多様性のなかの現象にすぎない。この相対性のなかで、価値観の一致
不可能性を許容しながら、危機を解決させるような意識を形成させていくことが、エコロジー教育に
求められる。
たとえば工業国による環境負荷の高い行為の代償は、およそ工業とは無縁な島国の沈没や、いまだ
存在していない未来の人類の資源枯渇というかたちで現れる。因果応報という個人で完結する利害構
造が通用しない環境問題において、他者をいかなるものとして自覚するかは重要な点であり、課題解
決のためには、個人と集団の関係を再構築することが必要となる。他国民や将来世代に対して、彼ら
3
4

参照：ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』、日高敏隆、羽田節子訳、岩波書店、2005 年。
参照：トマス＝ネーゲル『コウモリであるとはどのようなことか』永井均訳、勁草書房、1989 年。
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を助け合う仲間と見るか、あるいは部外者や敵とみなすかによって、利害意識は異なっていく。目に
見える利益を前にして、被害者の実体が意識されていないことは致命的である。だが、人間の行為は
必ずしも利害関係によって選択されるわけではなく、体に悪いとわかっていても暴飲暴食をすること
もあれば、危険を顧みずに溺れている子供を助けに行くこともある。こうした行為には理性的判断や
言語が介在しておらず、合理性や理性的倫理とは異なった判断基準が機能している。利害関係を超え
た非合理的な判断基準を機能させる方法で環境配慮行動を導くためには、守るべき者として配慮され
る他者、あるいはなすべき行為を導いてくれる絶対者への実感をもつことが有効である。すなわち環
境問題への取り組みにとっては、自己を守るという意識のみならず、共同存在としての他者への配慮、
自らの存在を、先祖から子孫までの連なりの一つとしてみる歴史性への配慮、あるいは自らの帰依す
る対象を有するときに、具体的な行為として展開する可能性をもつ。しかし現代社会という環境にお
いて、他者配慮はますます希薄化の方向に進んでいくという困難を抱えている。

３．気づきによる行為の展開
環境問題を実感として認識するということは、自己の抱える問題に気付き、問いを立てたというこ
とである。しかし問題の実感は、行為のきっかけにすぎない。この先には、問いに答え、実践すると
いう課題がある。だが行為の局面は無限にある。TIEPh 第三ユニット（環境デザインユニット）で
は、その都度の状況に応じて自らが適切な行為を導き出す哲学的態度を展開させることを目指し、そ
れを可能にするための、教育を含めた、環境構築を探求している。
環境問題に処するための実践には様々な方法がある。ひとつは、権力によって環境負荷のかかる行
動を規制する方法である。その極端な例は、国家によってエネルギー供給を強制的に停止するという
方法であり、東日本大震災時の計画停電等がこれに当たる。このとき強制される側の個人の意識や思
考は全く問題にならない。このような方法は通常とられることはなく、多くは法令、罰則などによる
規制、あるいは強制力のない条約や勧告といった意思表明、目標設定が掲げられる。
環境配慮行動を導くための方法には、倫理感や満足感に訴えるものも多い。すなわち規制とは違い、
選択の自由は保持されたままで、自主的に環境配慮行動を選択するよう導くのである。地球温暖化の
象徴的なシンボルとして、行き場を失ったホッキョクグマの写真などが用いられるが、これは感情を
伴った動物愛護というかたちで、倫理に訴える試みである。あるいは、エコバックの導入は、環境配
慮行動をとるかとらないか（ビニール袋を使用するか）という二者択一の選択を強いる場面を設定す
ることで、エコバック使用による倫理感と満足感を与えるものである。さらにエコバック使用による
ポイント加算（あるいはビニール袋使用による 2 円ほどの負担）
、あるいは家電製品やエコカー購入
の際のエコポイント制度や減税措置などは、環境配慮行動と経済的満足感を結びつけている。
このような既存の取り組みは、環境問題解決の方法としてある程度有効に機能している。しかしこ
うした対策は、既存の価値観に基づく利害関係や合理性によるものであり、人々に環境や環境のなか
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にある自己について考えさせる機能をもたない。効率良くエネルギーを供給するものとして許容され
ていた原子力発電は、震災による事故を通して、人々に別の価値観を気付かせた。このような局面ご
との合理性を一時的に排し、自らの生にとって本質的な行為を思考していく方法にこそ、環境問題の
本質的解決の道が開ける。
自ら思考する哲学を展開させるための基本的な方法は、気づきを与えることにある。たとえば、発
電、生産、消費の三つの過程におけるエネルギー使用をそれぞれが 8 割に抑えることができれば、全
体として約半分の低減につながるという「八分目のエコロジー」の提案は5、明確かつ実現可能な目標
を設定することで、一般の消費者に気づきを与え、「自分に何ができるか」を具体的に考えていくた
めの指針となる。あるいは様々なステークホルダー同士の会合では、利害を越えた反省的思考から、
各々の立場を言語化し、適切な問いと目的を設定することによって、相互理解という気づきを与え、
合意形成を導くことが可能となる。
規制や倫理感、満足感に訴えることによって環境配慮行動を導く方法は、人々に環境問題に取り組
む意識を求めるものである。しかし、現実には環境問題の優先度は低いものであるから、この方法に
は限界がある。そこで求められる環境デザインとは、人々が環境問題に取り組んでいるという意識を
もたないままに、結果的に環境配慮行動を行っているという方法である。たとえば、駅構内でのエス
カレーター使用率を抑えるために、階段の塗装をピアノに模して、実際に音が鳴るようし、人々の好
奇心を駆り立てるデザインや、数段ごとに階段利用による消費カロリーや相当する食物を記載すると
いったデザインは、行動を選択する本人が、環境問題のことを考えず、ただ楽しいからとか、健康の
ために階段を選んでいるのであり、「エスカレーター使用を抑えて環境問題に貢献する」という意識
を必要としない。無論、階段利用を導くことによる効果は微細なものにすぎないが、優先度の低い環
境配慮行動とは別の価値観によって解決を導くという方法は、環境問題の限界を踏み越える可能性を
秘めている。ただしこの方法は、健康や経済的利益といった既存の価値観との結合の道を模索すると
いうことではなく、行為者自身が自ら思考し、新たな価値観を創生していくための機会を提供すると
いうことを目的としている。ここでは、多様な選択肢や体験による気付きの環境を設定することで、
自らの思想を醸成させ、結果的にあらゆる局面においてその都度最適な環境配慮行動を選択実行して
いく人間を育てるということが意図されているのである。

哲学的思考とは、既存の価値観に対する実感的な違和感や、現状とは異なる可能性を考えることで、
よりよい現実をもたらす行為であり、トレーニングによって能力を向上させることができる。講義の
最終回には、エコ・フィロソフィ実践のためのトレーニングとして、冒頭で示した東洋大学白山キャ
ンパスエレベーターに貼られている「「2UP 3DOWN」歩こう運動実施中」
（写真）に代わるポスター

5

参照：松尾友矩「エコロジカルな共生」
、
『エコロジーをデザインする－エコ・フィロソフィの挑戦』所収、山田
利明、河本英夫、稲垣諭編著、春秋社、2013 年。
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デザインを考えるという課題を行った。

東洋大学白山キャンパス内エレベー
ターに貼られているポスター

これまでの講義を踏まえた現状認識（現状のポスターでは認知度と実践度が低い、階段使用の方が
環境に良いことは誰でも知っているなど）に、いくつかの思考のためのヒント（上述のピアノ階段、
東洋大という特徴を利用する方法もあるなど）も提供した。僅かな時間での課題でありながらも様々
なアイデアがでたが、人員や経費が必要となるために実現不可能なものや、差別的なメッセージに受
け取られうるもの、各所に配慮しすぎて主張が弱すぎるものなど、実際に採用するには至らないもの
が大半であった。しかしこの課題の目的は、効果のあるポスターを作成することではなく、ポスター
のデザインを考える過程で、環境問題の本質や自身を含めた人間の行動心理を反省し、これまでとは
違う価値観での行為可能性に気付くことにある。すなわちこの課題自体が、取り組んだ学生を環境配
慮行動へと導くための実践であり、哲学的思索に基づく環境問題解決のためのエコ・フィロソフィ教
育の一端なのである。
現実問題を扱うエコロジーの必要性や正当性を基礎づけるためには、個々人の実感や行為に関わる
哲学的思索がなくてはならない。そしてエコ・フィロソフィによる環境問題の解決は、抑制による自
己犠牲を求めるものではなく、体験的実感に基づいて自己の可能性を展開していく発展的な思索の営
みとして実現するものなのである。
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Ⅲ-2
第 1 ユニット
―自然観探究ユニット―
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࣓ࢯ࣏ࢱ࣑࣭࢚ࢪࣉࢺ࣭ࢠࣜࢩ࣭࣮࣐ࣕࣟ࠸࠺ྂ௦ᩥ᫂Ⓨ⚈ࡢᆅ㏆ࡃ᳃ࡀᏑᅾࡋࡓࡇࢁࠊ
ࡑࡢ※ὶࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡽඵࠐࠐᖺ⤒࡚ࠊ୰ᅜ࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⌧ฟࡋࡓࠋ㛗Ᏻ㸦すᏳ㸧ࡢ༡୍⢅ࡢ
ࡇࢁ⚄⚻ཎࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ⏿ᆅⲡᆅᕤሙࡀධࡾΰࡌࡿ୍ᖏ࡛࠶ࡿࡀࠊࡘ࡚ࡣᗈ࡞᳃ᯘᆅ
ᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᳃ึࡵ࡚᩼ࢆධࢀࡓࡢࡣ⛙ࡢጞⓚᖇ࡛࠶ࡿࠋ㛗Ᏻࡢす㑹ᏹኊ࡞㜿ᡣᐑࢆᘓ࡚ࠊ
⛙ࡢ⁛ஸ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ୕ࣨ᭶΅ࡗ࡚⇞࠼⥆ࡅࡓ࠸࠺ࠋ௨ᚋࠊ₎࣭㝳࣭၈ࡣࡇࡢᆅ㒔ࢆ࠾ࡁࠊᣑ
ᙇⓎᒎࡉࡏࡓࠋࡋࡶ㔜࡞ࡿᡓࡢࡓࡧ◚ቯⅆ⅏ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊࡑࡢ⯆ࡢࡓࡧ᳃ࡢᮌࡣఆࡽ
ࢀࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣṔྐࡢୖ࡛ࡣ࠶ࡲࡾㄒࡽࢀ࡞࠸ࠋ㈨ᩱࡶ࡞࠸ࡋࠊࡑࡢ㊧ࡶࢇṧࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊṔྐୖࡢᩥ⊩ࡢ୰ࢃࡎ␃ࡵࡽࢀࡓグࡽࠊࡑࡢ࠶ࢆࡓࡗ࡚ࡳ
ࡿࠋ

㸯
ᆅᅗࢆぢ࡚ࡶศࡿࡼ࠺ࠊ⌧ᅾࡢすᏳᕷࡢࡣ

Ỉࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋすᏳࡢ༡ࡣ⤊༡ᒣࡀ࠶ࡾࠊ

ࡑࡢ㇂࠶࠸ࡽ࠸ࡃࡘࡢᕝࡀὶࢀฟ࡚すᏳࡢ༡㑹ࢆ₶ࡋ࡚ࠊ㯮Ỉὶࢀ㎸ࡳࠊࡑࡢ㯮Ỉࡣ

Ỉྜ

ὶࡍࡿࠋࡑࡢྜὶⅬࡢ㏆ࡃဒ㝧ࡀ࠶ࡿࠋすᏳࡢすࠐ⢅ࡢࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡀࠊ⛙ጞⓚࡀ⠏
࠸ࡓဒ㝧ᇛࡢᨾᆅ࡛࠶ࡿࠋ⤊༡ᒣᒣሢࡽఆࡾฟࡉࢀࡓᮌᮦࡀࠊࡇࡢ㯮Ỉࢆ㏻ࡗ࡚
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Ỉἢᓊࡢဒ㝧

㏦ࡽࢀࠊጞⓚࡼࡿဒ㝧ᇛࡢಟ⠏⏝࠸ࡽࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡣࠊࡑࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡽศ᥎ᐹ࡛ࡁ
ࡿࠋ
 ࡶࡶဒ㝧ᇛࡣࠊ⛙ࡢᏕබࡢࡁᅜ㒔ࡋ࡚⠏ࢀࠊ Ỉࡢഃ㐀Ⴀࡉࢀࡓࠋጞⓚࡀ୰ᅜ⤫
୍ࢆࡣࡓࡋࡓᚋࠊኳୗࡢᐩ༑ᡞࢆဒ㝧⛣ࡋࠊྛᅜࡢᐑẊⓒవᲷࢆ⛣⠏ࡉࡏࡓ㸦ࠗྐグ࠘ጞ
ⓚᮏ⣖㸧
ࠋ࠸࠺ࡽࠊ❚ᶍ࡞ᘓ⠏ࣈ࣮࣒ࡀ㉳ࡗࡓ┦㐪࡞࠸ࠋ
ࠕኳୗࡢᐩࢆᚕࡍࡇ༑ᡞࠊㅖᘁ࠾ࡼࡧ❶ྎࠊୖᯘࡳ࡞

༡࠶ࡾࠋ⛙ࡣㅖࢆ◚ࡿࡓࡧ
ࡵ ࡄ

ࠊࡑࡢᐑᐊࢆᨺ㸦ೌ㸧ࡋ࡚ࡇࢀࢆဒ㝧ࡢࡢ㜰ୖసࡿࠋ͐͐Ẋᒇࡣ」㐨ࢆ㛶 ࿘ ࡽࡏ┦
࠸ᒓࡏࡋࡴࠋ
ࠖ
㸦ࠗྐグ࠘⛙ጞⓚᮏ⣖㸧
 ࡇࢀࡼࢀࡤࠊྛᅜࡽ⛣⠏ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣೌ⠏ࡋࡓᐑẊࡣࠊࡑࢀࡒࢀୖୗ㝵࡞ࡗࡓ」㐨ࢆ
ࡵࡄࡽࡏࡓ࠸࠺ࠋ
᭷ྡ࡞㜿ᡣᐑ㸦ᅗ㸯㸧ࡢ㐀Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᒣࡢ▼᳑㸦ᵥ㸧ࢆⓎࡋࠊ⻎Ⲣࡢᮦࡳ࡞⮳ࡿࠖ
㸦
ࠗྐグ࠘⛙ጞⓚᮏ⣖㸧
ࡁ

࠸࠺ࠋྠࡌࡼ࠺࡞グ㏙ࡋ࡚ࠊ၈ࡢᮭ∾ࡢࠕ㜿ᡣᐑ㈿ࠖࡶࠊ
ࠕ⻎ᒣ ඓ ࡽࢀ࡚㜿ᡣฟࡎࠖࡢ୍ྃࡀ
࠶ࡾࠊ⻎㸦ᅄᕝ㸧ࡢᒣࢆఆࡾ㜿ᡣᐑࢆ⌧ฟࡋࡓ࠸࠺ࡽࠊࡇࡢヰࡋࡣ㛗ࡃఏ࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᒣࡢ▼ᵥ࠸࠺ࡢࡣࠊဒ㝧ࡢ࠶ࡿᒣ⭡ࡢྂቡࡢᕧ▼ࢆ࠸࠺ࠋࡇࢀࢆ᥀ࡾฟࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚
ࡶࠊ㜿ᡣᐑᘓタࡣ࡞ࡾᗈ⠊ᮦࢆồࡵࡓࡇࡀ▱ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋ࡚ྛᆅࡽ㞟ࡵࡽࢀࡓ
ᮦࡣࠊ࠸ࢃࡤⰋᮦ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ௨እࡢ⏝ᮦࡸ⏝ලࡣᆅඖࡢࡶࡢࡀࢃࢀࡓࠋ
ࠗྐグ࠘ࡣࠊᚐฮ⪅
༑ேࢆ㞟ࡵ࡚㐀Ⴀᚑࡉࡏࡓ࠸࠺ࡽࠊࡑࡢ㣤ሙࡔࡅ࡛ࡶ┦ᙜࡢᮦࢆᚲせࡍࡿࠋࡶሙᡤ
ࡶ␗࡞ࡿࡀࠊ
ࠗᴦᗓリ㞟࠘ࠕ❶⾜ࠖ࡞ࡿྂリ୍㤳ࢆࡵࡿࠋ
ⓑึࡵ࡚⏕ࡲࡿࡿࡢࠊࡕ❶ࡢᒣ࠶ࡾࠋୖⴥࡣ㟷㞼ᦶࡋࠊୗ᰿ࡣ㯤Ἠ㏻ࡎࠋᾴ⛅ඵ
᭶ࠊᒣᐈ᩼᩹ࢆᣢࡕ࡚͐͐᰿ᰴࡍ࡛᩿⤯ࡋࠊᕑ▼ࡢ㛫㢬ಽࡍࠋࡣ᩼⦖ࢆࡶࡕࠊ㗬ቚࡶ
࡚୧➃ࢆᩧࡋࡃࡍࠋ͐͐㌟ࡣ㝧ᐑ࠶ࡾࠊ᰿ࡣ❶ᒣ࠶ࡾࠋ
 リពࡣࠊ❶ࡢᒣ⏕࠼ࡓྂⓑࡢᮌࡀࠊ࠶ࡿࡁఆ᥇ࡉࢀ࡚ᖿ᰿ศ᩿ࡉࢀࡓࠋᖿࡣ⦖ቚࡼ
ࡗ࡚୧➃ࢆࡑࢁ࠼࡚ษࡽࢀࠊ㝧ࡢᐑẊࡢ⏝ᮦ࡞ࡗࡓࡀࠊ᰿ࡣ❶ᒣṧࡋࡓࡲࡲࠊ࠸ࡎࢀࡢ᪥ࡒ
ࡧ┦࠸㐃࡞ࡿࡢ͐ࠋ୰ḞᏐࡀ࠶ࡿࡀࠊពࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃⓑࡣ㧗⣭ᮦ㛗ᑻᮦ࡛࠶
ࡗࡓࡢࠋ㝧ᐑ࠶ࡿࡽᚋ₎ࡢస࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᳃ࢆఆࡿࡢࠊᚲせ࡞ᮦࡢ✀㢮ࡁࡉ㸦㛗ࡉ㸧
ྜࡗࡓࡶࡢࡔࡅࢆ᥇ࡗࡓࡇࡀࢃࡿࠋ❶ࡣ㛗Ụࡢഃࠊ㝧ࡢ༡ඵⓒ⢅⛬ࡢᡤ࡛࠶ࡿࠋ᰿ᖿࡀ
୰ཎࢆᣳࢇ࡛ࠊ㯤Ἑἢᓊ㛗Ụἢᓊ㞳ࢀ㞳ࢀ࡞ࡗࡓᝒယࢆャࡗࡓリ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ༡㒊ࡢᮌᮦࢆ㐠
ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ㯤Ἑἢᓊࡢᮦࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࢆពࡍࡿࠋጞⓚࡢࡶྠᵝ࡛࠶
ࡗࡓ⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ⻎Ⲣࡽ㏦ࡽࢀࡓᮦࡣࠊᆅඖࡣ࡞࠸ᮦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ⛙₎᭰ࡢ㝿ࠊ⛙ᐑࡣ㡯⩚ࡼࡗ࡚↝ࢀࠊ₎㧗♽ࡣࠊ㛗Ᏻࢆ㑊ࡅ࡚㝧⛣ࡗࡓࡀࠊᚋࠊ㛗Ᏻ
㑄ࡾᮍኸᐑࢆႠࡴࠋ୕༑ᖺࡢ㛫ࠊဒ㝧ᐑ࣭㜿ᡣᐑ࣭ᮍኸᐑࡢኊ㯇࡞୕ᐑẊࡀసࡽࢀࡓࡇ
࡞ࡿࠋⓚᖇࡢຊࢆࡶࡗ࡚ᮦࢆㅖᅜồࡵࡓࡋ࡚ࡶࠊᗢẸࡢᐙᒇࡸ᪥ࠎࡢ⸄Ⅳࡣ㏆㑹ࡢᶞᯘࡼࡿ
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࡞࠸ࠋࡋࡶࠊᅜ㒔ࡋ࡚ࡢ⦾ᰤࡣࠊࡉࡽᅵᮌࡢ⏝ࢆࡶࡓࡽࡏࡓ⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ
  ⛙ࡋ࡚ࡶ๓₎⋤ᮅࡋ࡚ࡶࠊဒ㝧ᐑ࣭㜿ᡣᐑࡸᮍኸᐑࡔࡅࢆ㐀ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋṊᖇࡢ௦ࠊ₎
ࡣ┒ࢆᴟࡵࠊᕧࡢ㈈ࢆ㞟ࡵࡓࠋࡶࢀࡎṊᖇࡣ᪂ࡓᘓ❶ᐑࢆ㐀Ⴀࡋ࡚ࠊኳୗࡢ⳹⨾ࢆࡿࠋ
࠾ࡑࡽࡃࡇࡢ㡭࡞ࡿࠊ㛗Ᏻ࿘㎶ࡢᕧᮌ࣭ᮌࡣࢇᑾࡁࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࠸࠺ࡢࡶࠊ⋤
ⳝࡢ⠽ዣࡑࡢᚋࡢ㈫ࡼࡗ࡚㛗ᏳࡣⲨᗫࡍࡿࠋᮍኸᐑࡶ୍㒊ࡣ↝ࡅࠊෆ㒊ࡣ᥆ዣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀᑐࡋ࡚ᚋ₎⋤ᮅࡣᒇ᰿ࢆⵌ࠸ࡓࡔࡅ࡛ᮏయࡢಟ⌮ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠊᚋ₎⋤ᮅࡣࠊ㛗Ᏻࢆ⯆
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ㝧㑄㒔ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࡇࡢᆅࡢࡶࡘᆅຊࡑࡢࡶࡢࡀ⾶㏥ࡋࡓࡇࢆ♧ࡍ⪃࠼
ࡽࢀࡼ࠺ࠋ㒔ᇛࡣᐑᇛࡔࡅ࡛ᡂࡾ❧ࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ⏕άࡍࡿᩘ༑ࡢேࠎࡢఫᒃࡸ⸄Ⅳࡶᚲ
せ࡞ࡿࠋࡑࢀ⪏࠼࠺ࡿ㈨ᮦࡀධᡭ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋඛグࡋࡓ❶ࡢྂᮌࡢჃ
ࡁࡣࠊࡇࡇ㉳ᅉࡍࡿࠋ
  ୕ᅜ࣭භᮅᮇࡣࠊᨻ࣭ᩥࡢ୰ᚰࡀ⛣ࡗࡓࡇࡽࠊࡇࡢᆅࡣẚ㍑ⓗ㟼✜࡞ᮇ㛫ࢆ⤒ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡶጦ⛙ࡢᅜ㒔࡞ࡾࠊ㬀ᦶ⨶ொࢆጞࡵࡍࡿすᇦൔࡀධࡾࠊᑎࡀከࡃ⯆ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⨶ொࡣ㛗
ࡣ ࡍ

Ᏻ㑹እࡢ㏯㐶ᅬ␃ࡲࡗࡓࠋᅬ୰ࡣụࡀ࠶ࡾ Ⲵ ࡀⰼࢆဏࡏ࡚࠸ࡓࠋ㛗Ᏻࡣࠊ
༡ࡣ⤊༡ᒣഃࡽὶࢀฟࡿᩘ᮲ࡢἙỈࡀ㛗Ᏻ༡㑹ࢆ₶ࡋ࡚

Ỉࡀὶࢀࠊ

Ỉྜὶࡍࡿࠋ୰ᅜࡣ⌋ࡋ࠸

Ἠ⳹

Ύụࡶ࠶ࡗࡓࠋỈᜨࡲࢀࡓᅵᆅ࡛࠶ࡿࠋ≉⤊༡ᒣ㯄ࢆὶࢀࡿἙᕝࡣࠊࡇࡢᆅࢆᶞᯘᖏࡋ࡚⫱
࡚ࡓࡀࠊࡑࡢ㯄ࡢྎᆅࡣࠊࡘࡢἙᕝࡀὶࢀἙᕝἙᕝࡢ㛫ࡢྎᆅࡣࠊᮾࡽ㖡ேཎࠊ⅁Ỉࢆᣳ
ࢇ࡛ⓑ㮵ཎࠊ⁶Ỉࢆᣳࡳᑡ㝠ཎࠊ⃠Ỉୖὶࡢᨭὶࢆᣳࢇ࡛⚄⚻ཎ⥆ࡃࠋ
ࠗỈ⤒ト࠘

Ỉࡢ᮲ࠊ㖡

ேཎࡢᮾࡢ㦳ᒣ⠏ࢀࡓ⛙ጞⓚ㝠ࢆグࡋ࡚ࠊ
ࠕ㖡ࢆࡶࡗ࡚ᵥ࡞ࡍࠖ࠶ࡿࠋྠࡌグࡣࠗ₎᭩࠘
㈩ᒣఏࡶ࠶ࡾࠊ
ࠕ㔠▼ࢆ㔗ྜࡋ࡚㖡ࢆ෬࡚ࡑࡢෆࢆ㘑ࡍࠖ࠶ࡿࡽࠊᵥᐊࢆࢇ㖡࡛㗪㐀ࡋ
࠶ ࡤ

ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᅉࡳࠗỈ⤒ト࠘ࡣ࠸࠺ࠊ
ࠕ㡯⩚㛵ධࡾࡇࢀ㸦ጞⓚ㝠㸧ࢆ Ⓨ ࡃࠋ୕༑ேࢆࡶࡗ࡚
 

୕༑᪥ࠊ≀ࢆ㐠ࡧ❓ࡵࡿࡇ⬟ࡣࡎࠋ㛵ᮾࡢ┐㈫ࡣᵥࢆ 㖽 ࡋ࡚㖡ࢆྲྀࡿࠖࠋ୕ࠐࡢேኵࢆ࠸
୕ࠐ᪥㛫ⴿရࢆ㐠ࡧฟࡋࡓࡀࠊࡲࡔᑾࡁࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㛵ࡢᮾࡽධࡋࡓ┐㈫ࡣࠊ
ᐊࡢ㖡ࢆ⇇ࡋ࡚ᣢࡕཤࡗࡓࠋ㖡ேཎྡ࡙ࡅࡽࢀࡓࡢࡣࠊ₎ࡢṊᖇࡀ⏑Ἠᐑ⨨࠸ࡓ㖡ேࡽࡢ
ྡࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇ࠺ࡋࡓヰࡽศࡽ࡞࠸ࡀࠊ୕ࠐேࠊ୕ࠐ᪥࠸࠺ࡢࡣㄒ࿅ࢆྜࢃࡏࡓ㊃ࡀ
࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑡ㝠ཎࡣ๓₎ᐉᖇࡢᮭ㝠ࡀ࠶ࡾ㸦ᅗ㸰㸧
ࠊᐉᖇࡢⓚྡྷࡢᑡ㝠ࡀ࠶ࡿࡇࢁࡽࡢྡ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮭ⏠ࡀᑡ㝠ྕࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢᆅඛ♽ࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࡇࡼࡿࠋᮭリࢆぢࡿࠊࡋࡤࡋ
ࡤ༡㑹ࡢ▱ேࡢᒣⲮ⾜ࡁࠊリṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㒯ᗈᩥ㝙ࡋ࡚ఱᑘ㌷ࡢᒣᯘ㐟ࡪ   ၈࣭ᮭ⏠
ࡳ ࡕ

㆑ࡽࡎ༡ርࡢ ㊰
ࡒ▱ࡿ➨ᶫ
ྡᅬࡣ⥳Ỉࡼࡾ
㔝➉ࡣ㟷㟅ୖࡿ
㇂ཱྀࡶࡼࡾ┦࠸ᚓ࡚
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ᱱྠࡌࡃᣍࡿ
ᖹ⏕ࡼࡾᗃ⯆ࡢࡓࡵ
ᮍࡔ㤿㋟ࡢ㐭࡞ࡿࢆᝰࡋࡲࡎ
༡ር࣭➨ᶫࡣ㛗Ᏻ༡㑹ࡢᆅྡࠋ၈ࡢ㛗Ᏻࡣ⌧ᅾࡢすᏳࡼࡾ༡࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ༡㑹ఱẶࡢᒣⲮࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢྎᆅࡀᒣᯘ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࠊリ㢟ࡸリྃ୰ࡢᗃ⯆࡞࠸࠺ㄒࡽࡶ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮭ⏠ࡣࡇࡢᒣᯘࡀࡼẼධࡗࡓࡽࡋࡃࠊࡇࡢᚋࡶఱᅇゼࡡ࡚࠸ࡿࠋ
⚄⚻ཎࡣࠊίᅵᩍࢆᡂࡋࡓၿᑟᖌࡺࡾࡢ㤶✚ᑎࡀ࠶ࡿࠋ⋤⥔ࡢリࠕ㤶✚ᑎࢆ㐣ࡿࠖ࠸
࠺ゝリࡀ࠶ࡿࠋ
㤶✚ᑎࢆ▱ࡽࡎ
ᩘ㔛㞼ᓠධࡿ
ྂᮌே㏶࡞ࡃ
῝ᒣఱࢀࡢࡇࢁࡢ㚝ࡒ
Ἠኌࡣ༴▼ဗࡧ
᪥Ⰽࡣ㟷ᯇࡼࡾ෭ࡸࡸ࡞ࡾ
ⷧᬽ✵₺ࡢ᭤
Ᏻ⚙ẘ㱟ࢆไࡍ
ࠕྂᮌே㏶࡞ࡃࠖࡣࠊࡇࡇࡶࡲࡓ῝࠸ᯘࡢ୰ࡢᑎ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧ࡍࠋ୍୍ྃྃࡢリྃࡣࡉ࡚
࠾࠸࡚ࡶࠊリయ⁄ࢀࡿ⯆㊃ࡣࡸࡣࡾ῝ᒣᗃ㇂࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ┿࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊ⌧ᅾࡢᴥ
ほྎྠࡌࡼ࠺࡞ᒣᯘ୰ࡢྂᑎ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
ᑡ㝠ཎ࣭⚄⚻ཎࡔࡅࡀᶞᮌ࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓࡣ⪃࠼ࡃ࠸ࠋྠࡌᆅ㞄᥋ࡍࡿ㖡ேཎࡸⓑ㮵ཎࡶࡲ
ࡓࠊᑡ㝠ཎࡸ⚄⚻ཎྠࡌࡼ࠺࡞ᒣᯘࡢᵝ┦ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࠕཎࠖ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸
࠺ࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏻ᖖࡇࡢᏐࡣཎ㔝ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ
⋤ோ⿱ࠗ㛤ඖኳᐆ㑇࠘ࡣ㖡ேཎⓑ㮵ཎࡢ㛫ࢆὶࢀࡿ⅁Ỉ⅁ᶫࡀࡿࠋ㛗Ᏻࡢேࡣᮾྥ
࠺ᐈࢆࡇࡢ⅁ᶫࡲ࡛㏦ࡿࡢࢆᖖࡋࡓࠋูࢀ⮫ࢇ୍࡛ᖏⱱࡿᰗࡢᯞࢆᢡࡗ࡚ᝰูࡢࢆ࠶ࡽ
ࢃࡋࡓࠋ
 ேࡢᮾᖐࡿࢆ㏦ࡿ  ၈࣭ᡝུ
㔛ᰗࡢⰍ
㛵ࢆฟ࡚ᨾேࢆ㏦ࡿ
㍍ⅼὶỈࢆᡶ࠸
ⴠ᪥⾜ሻࢆ↷ࡽࡍ
ክࢆ✚ࡴỤ†ࡢℋ
ᐙࢆ᠈࠺ᘵࡢ㈋
ࡾ

⅁ீࡢ ୖ ࢆᚔᚉࡋ࡚
ㄒࡽࡎ࠾ࡢࡎࡽࢆ③ࡴ
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ᰗᯞモ  ၈࣭㡑⍀
࠶ࡽࡑ

ᯞࡣ⧺ᐜࢆ 㜚 ࠸ⴥࡣ┱ࢆ㜚࠺
᮶ࡓࢀࡤࠎ⤬ዴࡊࡿ࡞ࡋ
⅁㝠ཎୖ㞳ูከࡋ
㛗᮲ࡢᆅࢆᡶ࠸࡚ᆶࡿࡿࡇ࠶ࡿ࡞ࡋ
㤳ࢆ㑅ࢇࡔࡀࠊࡇࡢᆅࡀᰗ࠶ࡩࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆグࡍࠋ
ࠕぢࢃࡓࡍ㝈ࡾᰗࡢ᪂⥳ࠖ
㸦㔛ᰗࡢⰍ㸧
ࠊ
ࠕ᮶ࢀࡤ࠶ࡕࡇࡕ⤱⣒ࡶࡿᯞࡀᆶࢀࡿࠖ
㸦᮶ࡓࢀࡤࠎ⤬ዴࡊࡿ
࡞ࡋ㸧
ࠋ࡞ࢀࡤᐈࢆ㏦ࡿேከࡃࠊࡳ࡞ᰗࡢᯞࢆᢡࡾูࢀࢆᝰࡋࡴࡓࡵࠊᯞࡣᆅࡃࡇ࡞ࡋࠋ
ὀ┠ࡍࡁࡣࠊࡇࡇࡀ⅁㝠ཎ⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ၈௦ࡣⓑ㮵ཎ࡛ࡣ࡞ࡃ⅁㝠ཎ࠸
ࢃࢀࡓࠋ
ࠕ㔛ᰗࠖࡣ㐣࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᰗࡢ᪂⥳ᰁࡲࡗࡓ⅁㝠ཎࡣࠊཎ㔝࡛ࡣ࡞࠸ࠋẚ
㍑ⓗᖹᆠ࡞ᆅࢆࠕཎࠖ࠸ࡗࡓࡍࢀࡤࠊࡑࡇࡣ᳃ࡸᯘࡀ࠶ࡗ࡚ࡶཎ⛠ࡉࢀࡓࡢࠋᅉࡳࠗ₎
᭩࠘ᆅ⌮ᚿୖࠊ
ࠕ༡㝠ࠊዊ᫂ࠊぞ㝠ࠊᮭ㝠ࠖࡢྡࡀグࡉࢀࡿࠋ༡㝠࣭ぞ㸦⅁㸧㝠ࡣⓑ㮵ཎ࠶ࡿࠋ
၈ࡢ㢦ᖌྂࡢὀࠊ
ࠕỹỈฟ⸛⏣㇂ࠖ࠶ࡿࡽ⸛⏣ୖὶࡢᆅ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮭ㝠ࡣᑡ㝠ཎ࠶ࡿࠋ
㸦ᅗ㸱࣭
㸲㸧

㸰
㊊❧႐භⴭࠗ㛗Ᏻྐ㋱ࡢ◊✲࠘࠸࠺᭩ࡀ࠶ࡿࠋึ∧ࡣඵᖺ༑᭶ࠊᮾὒᩥᗜࡽୖୗᕳᮏ
ࡋ࡚ฟࡉࢀࡓࠋⴭ⪅ࡢ㊊❧Ặࡣࠊ᫂୕୍ᖺ㸦୍ඵඵ㸧ᮾி㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯ㸦ᮾிᩍ⫱Ꮫ→⟃
ἼᏛ㸧ࢆ༞ᴗᚋࠊྠ୕ᖺ㸦୍ࠐභ㸧Ύᅜᨻᗓࡢᣍ⪸ࡼࡾすᏳࡢ㝐す㧗➼Ꮫᇽ࡛ᩍ㠴ࢆࡿࠋ
ᙜᆅ࡛ࡣࡰᅄᖺ㛫ࢃࡓࡾࠊすᏳ࠾ࡼࡧ㏆㑹ࡢྐ㋱ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢㄪᰝᡤぢ㸦ୖᕳ㸧୍ࠐⴥ
ࡢࡰࡿ┿ࢆ༳⾜ࡋࡓࡶࡢ㸦ୗᕳ㸧ࡀᮏ᭩࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡣᙜࡋ࡚ࡣヲ⣽ࢆࡁࢃࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊྐ
㋱ࡢ⨨ࠊᑍἲࢆグࡋࠊㄪᰝࡢ≧ἣࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃᙜࡶ⌧ᅾࡶࠊࡇࢀࡿ㛗Ᏻྐ㋱ࡢ
ሗ࿌᭩ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋᐇ㝿ࡇࡢ᭩ࡣ୍ࠐᖺ㸦୍୕㸧ၟົ༳᭩㤋ࡼࡾ⳹ヂࡉࢀ࡚ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᚋỌࡃ⤯∧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊඵᖺ㸦୍ඵ୕㸧ᮾὒ᭩ᯘห࣭ཎ᭩ᡣⓎ้࡛ᙳ༳ࡉ
ࢀࠊࡉࡽᖹᡂ୍ඵᖺ㸦ࠐࠐභ㸧㫽ᙳ♫ࡼࡾᗘ้ࡉࢀࡓࠋᮏ᭩ࡢ≉ᚩࡣࠊྐ㋱ࡢ⌧ἣࢆㄪᰝ
ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐᩥ⊩グ㘓ࢆࡶ⥙⨶ࡋ࡚ࠊࡑࡢグ㏙ࡶ࡙ࡃ≧ἣࢆࡶẚ㍑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ
࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡶࠊࡇࡢ᭩ࢆཧ↷ࡋࡓࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊᅽᕳࡣ୍ࠐⴥཬࡪᙜࡢ⌧≧┿࡛ࠊྐ
㋱ࡢⲨᗫࡢ≧ἣࡀࡼࡃศࡿࡋࠊࡑࢀᨾࡇࡑࠊ⌧ᅾ࡛ࡣಟࡉࢀ࡚ኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓྐ㋱ࡢཎἣࢆ
▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ┿ࢆぢࡿࠊすᏳ㑹እࡣ⏿ᆅࡀᗈࡀࡿࡢࡳ࡛ࠊ୍ᮏࡢ❧ᮌࠊ୍⸭ࡢ
ᯘࡶぢ࠼࡞࠸ࠋΎᮅᮎᮇࡢ≧ἣࡀࡼࡃ♧ࡉࢀࡿࠋ⏿ࡢ୰Ⅼᅾࡍࡿ₎࣭၈ࡢ㑇≀ࠊ࠶ࡿࡶࡢࡣഴࡁࠊ
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࠶ࡿࡶࡢࡣ༙ࡤᔂࢀࡿࠋ㎰ᆅ࠶ࡿ࠸ࡣཎ㔝ࡢ୰ପ᮲ࡋ࡚ṧࡿ㑇≀ࡣࡲࡇወ␗࡞ගᬒ࡛࠶ࡿࠋ
ᮭ⏠ࡀ㐟ࢇࡔఱᑗ㌷ࡢᒣⲮࡣࠊᙜࡢᅵᆅไ㚷ࡏࡤⲮᅬ࡛࠶ࡗࡓࠋᗈ࡞ᅬෆࡣỈὶࡀ࠶ࡾᯘ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⊁ࡾࡶ࡛ࡁࡓࠋఢᡞࢆ᭷ࡋ࡚㎰⪔ࢆႠࡴᅡ⏣ᒣᯘ࡞ࡀΰᅾࡋ࡚ࠊఢᡞࡢ㞟ⴠࡀᩓᅾࡍ
ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞၈௦㡭ࡢⲮᅬ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᒣⲮ࠸ࡗ࡚ࡶ⯋ࡣኊ࡞㑰Ꮿ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࿘
ᅖࡣᗞᅬࡀ⠏ࢀࡓࠋ㛗Ᏻ㑹እࠊ≉༡ࡢ㑹እࡣࡇ࠺ࡋࡓⲮᅬࡀከࡃࠊᮭ⏠ࡶఱẶࡢᒣⲮࡢእࠊ
ࠕ⸛⏣ࡢᓲẶࡢⲮࠖࢆゼࡡࡓゝリ࡞ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ୍ᖏࡢ࠸ࡃࡘࡢᒣⲮ㐟ࢇ࡛ࠊࡑࡢᗃ⯆ࢆឡ
࡛࡚࠸ࡿࠋ⸛⏣ࡣࡍ࡛グࡋࡓࡼ࠺⅁Ỉୖὶࡢⓑ㮵ཎ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢁࡀࡑࢀࡽ༓ᖺࢆ⤒ࡓΎᮅᮎᮇࡢ㊊❧Ặࡢ┿ࡣࠊ୍ᮌࡶ࡞࠸Ⲩࢀᆅࡀ⥆ࡃࠋᙳࡢᮇࡀ
࡛࠶ࡗࡓࡢࠋࡑࡢᆅࡣࡓࡔ␇ࡢ㊧ࡀṧࡿࡔࡅ࡛స≀ࡢⱼⴥࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡔࡅἋ₍ࡢዴࡁⲨᾴ
ࡋࡓ㢼ᬒࡀᫎࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ⤊༡ᒣ㯄㏆ࡃࠊ⚄⚻ཎࡸᑡ㝠ཎࡢ᭱ࡶዟࡲࡗࡓࡇࢁ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⤊༡ᒣࡢ㯄ࡢྂᮌ㨚ⶢࡓࡿ࡛࠶ࡿࠋ⬮ୗࡣ⏣ᓜᕝࡢΎὶࡀᩘ༑ᑜࡢୗࢆὶࢀ࡚ࠖ
࠸ࡿ㊊❧Ặࡣグࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸳㸧
ࠋࡍ࡛㎰ᆅᅡሙ࡞ࡗࡓᡤࡣࠊࡶࡶࡀᒣⲮ࣭Ⲯᅬ࡛࠶ࡗࡓ
ࡽࠊࡑࡢᒣᯘࢆᣅࡅࡤẚ㍑ⓗ⡆༢㎰ᆅ࡞ࡿࠋ࡞ࡾ㛫ࢆࡅ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ㊊❧Ặࡢⴭ᭩ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ࿘௦ࡽ၈௦⮳ࡿṔ௦ࡢⓚᖇࡢቡ㝠ྡྷድࡢ㝠
ࡸࡑࢀ㝃ᒓࡍࡿ▼ീ▼☃࡞ࡣࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇ⏕࠼ࡿⱴⲡࡢ㢮ࡀ㎰ᐙࡢ⇞ᩱ࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢆ❚ࢃࡏࡿࠋ᪥ᮏ࡛࠸࠺୍✀ࡢධᆅ㏆࠸≧ែ࡛ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢീࡉࡏࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇ㝠ࡢ୰ࡣࡗࡃ┐᥀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㊊❧Ặࡼࢀࡤࠊጞⓚ㝠ࡸ₎ᖇࡢ㝠ࡢ㏆㎶ࡣࠊ┦ᙜྂ
࠸⎰☳ࡢ◚∦ࡀ㟢࿊ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࡇࢀࡇࡑࡀࠊྂ௦ࡽࡢ┐᥀ࡢṧ࡛࠶ࡿࠋ

㸱
ࡉ࡚ࠊ၈௦㡭ࡲ࡛ࡢ⚄⚻ཎࡑࡢ࿘㎶ࡢྎᆅࡀࠊ᳃ᯘࢆࡶࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࠊࡰ⌮ゎࡉࢀ
ࡓࡇᛮ࠺ࠋ㈨ᩱࡋ࡚ࡣ၈௦ࡢᩥ⊩ࡀከ࠸ࡀࠊ၈௦ࡍ࡛᳃ᯘ࡛࠶ࡗࡓࡇࢁࡀ๓௦ࡣࣁࢤ
ᒣ࡛࠶ࡗࡓࡣ⪃࠼ࡃ࠸ࠋ㯤ᅵࢆྵࢇࡔᆅ㉁ࡣࠊ୍᪦ᆅ⾲ࡀ㟢ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ಖỈຊࡀ࡞ࡃࠊ᳃ᯘ
ࡢ⏕ࡣ㞴ࡋ࠸࠸ࢃࢀࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ⋤⥔ࡸᮭ⏠ࡀឡ࡛リャࢇࡔࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢගᬒࡣࠊᑡ㝠
ཎࡸ⚄⚻ཎࡢ⮬↛ࡢ᭱ᚋࡢ≧ἣࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࠸࠺ࡢࡶࠊ၈௦ࡲ࡛ࡢⲮᅬไ
ࡣࠊከࡃࡣ๓ᮅࡢⓚ᪘࣭㈗᪘࣭ຌ⮧ࡢᡤ㡿ࡋࡓᅵᆅࢆࡑࡢࡲࡲ၈௦ࡢⓚ᪘࣭㈗᪘࣭ຌ⮧࠼ࡓࡓࡵࠊ
ᡤ㡿ᆅࡣᑠࡉࡃศࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃᅵᆅᡤ᭷ࡀ⥆࠸ࡓࠋⲮᅬ⤒Ⴀࡣࠊఢᡞࡼࡿᑠస⛒⛯ࡼࡗ
࡚ࡲ࡞ࢃࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣⲮᅬ⮬యࡀᗈ࡛࠶ࡗࡓࡽྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢁࡀ၈ᮎ௨ᚋࡢᡓࡼ
ࡗ࡚Ⲯᅬࡣ⑂ᘢࡍࡿࠋ㏫ᑠస⪅ࡋ࡚ࡢఢᡞࡣࠊ㡿ࡽ⊂❧ࡋ࡚Ⲯᅬࡀ⣽ศࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ᅵᆅࡀ㛤ቧࡉࢀ㎰ᆅࡀᣑࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࡲ࡛Ⲯᅬෆ࠶ࡗࡓ᳃ᯘࡣఆ᥇ࡉࢀ࡚ᮌᮦ࡞ࡾࠊ
㛤ቧࡉࢀ࡚⏿ᆅ࡞ࡿࠋṧࡗࡓⲮᅬࡶ⤒῭ຠᯝࢆồࡵࡿࡓࡵࠊ㎰ᆅࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࠊⲮᅬࡢࡶࡘᵝ
┦ࡣ୍ኚࡍࡿࠋ㛗Ᏻ㏆㑹ࡢⲮᅬࡣࠊ၈⋤ᮅ┤⤖ࡍࡿ㈗᪘࣭ຌ⮧ࡢᡤ㡿ࡀከࡗࡓࡽࠊ⋤ᮅࡢ⁛ஸ
ࡼࡗ࡚Ⲯᅬࡢᡤ᭷⪅ࡶ㏨ஸࡋࡓࡾࠊᡓṚࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊࡁࡃኚࢃࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋᪧ᮶ࡢࡲࡲ
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࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
௦௨㝆ࠊࡇࡇࢆᅜ㒔ࡍࡿ⋤ᮅࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᨻࡢ୰ᚰࡣᮾ㑄ࡿࠋྠᩥࡢ୰ᚰࡶ⛣ࡗ࡚ࠊ
㛗Ᏻࡣᆅ᪉㒔ᕷࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࠋ⛙௨᮶၈௦⮳ࡿࡲ࡛ࠊᩥࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࠸ࡲ࡛ࡶࡑࡢ
࿘㎶ࡣྐ㋱ࡀከ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣ㏆௦⮳ࡿࡲ࡛ࠊࢇᡭࡘࡎࡢྐ㋱࡛࠶ࡾࠊゝࡍࢀࡤ⮬
↛ࡢ㢼Ⲩᗫࡲࡏࡓ≧ែ࠶ࡗࡓࠋ㇟ᚩⓗ࡞ฟ᮶ࡀ࠶ࡿࠋ၈ࡢኴ᐀ࡢ㝠ࡢ㐨ࡣࠊභ㥴
ࡢ࣮ࣞࣜࣇࡀ㠧ᇽࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㠧ᇽࡣࠊ㊊❧Ặࡢ┿࡛ࡣ༙ࡤᒇ᰿ࡀⴠࡕࠊഃቨࡶᔂࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᲷࡣṧࡗ࡚࠸࡚୰ࡢ࣮ࣞࣜࣇࡢ㤿ࡢጼࡶぢ࠼ࡿࠋ࠸ࡘ㡭ࡢ㠧ᇽ࡛᫂࠶ࡿࡀ၈௦ࡢࡶࡢ
ࡣᛮࢃࢀ࡞࠸ࠋ㎰ᆅⲨ㔝ࠊࡑࡢ୰࣏ࢶࣥᘓࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸴㸧
ࠋࡇࢁࡀ㊊❧Ặࡢㄪᰝࡽ༑
ᖺ⛬ᚋࠊ୍ࠐᖺ๓ᚋࠊࡇࡢභᯛࡢ࣮ࣞࣜࣇࡢ࠺ࡕᯛࡀ⡿ᅜ࣌ࣥࢩࣝࣂࢽᏛ⣡ࡵࡽࢀࡓࠋ
Ꮫ⩦㝔ࡢᮧᯇᘯ୍Ặࡢㄪᰝࡼࢀࡤ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 2009 ᖺᗘሗ࿌㸧
ࠊ௰ࡋࡓࡢࡣྂ≀ၟ
C.T.Loo ࠸࠺ே≀࡛࠶ࡿࠋ㊊❧Ặࡢ┿ࢆぢࢀࡤࠊ࠸ࡘ┐ࡽࢀ࡚ࡶ࠾ࡋࡃ࡞࠸≧ἣ࠶ࡗࡓࠋࡴ
ࡋࢁࠐୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛භᯛࡑࡢࡲࡲṧࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪉ࡀᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋࡶࡗࡶᡤ᭷ᶒ࠸࠺ࡇ࡞
ࡿࠊΎᮎᙜࡢṔ௦⋤ᮅࡢቡ㝠ࡸ㝙ሯࡣ࠺࡞ࡢࠋ
┐㞴࣭┐᥀࠸࠺ࡇ࡛࠸࠼ࡤࠊඛグࡋࡓ㡯⩚ࡀ㛵ෆධࡗࡓࡁࠊጞⓚ㝠ࢆᭀ࠸࡚୕ࠐேࢆ
ࡶࡗ࡚୕ࠐ᪥㛫ⴿရࢆ㐠ࡧฟࡋࡓࡀࠊࡲࡔ⤊ࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᚋࠊ┐㈫ࡀᵥᐊࡢ㖡ࢆ᥇
ࡿࡢࡑࢀࢆ⁐ࡋࡓ࠸࠺ࠗỈ⤒ト࠘ࡢグࡼࡿ࡞ࡽࠊ┐᥀࡞࠸࠺ែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊබ↛ࡋ
ࡓᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊ
ࠕ㈩ᒣఏࠖࡀ࠸࠺ࡼ࠺ࠊጞⓚ㝠ࡣᶞᮌࢆ᳜࠼࡚ᒣᯘࡋࡓࡢ࡞ࡽࠊࡑ
ࢀࡽࡢᮌࡣ㖡ࢆ⇇ࡍࡓࡵ↝ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࡲࡣ℺ᮌⱴⲡࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊ㒔ᇛࡸቡࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢼Ỉㄝࡼࡿ⤖ᵓࢆ㔜どࡋࡓࡇࡣᗈࡃ▱ࡽࢀࡿࠋࡢ
㒌⎅ࡢⴭࡉࢀࡿࠗⴿ⤒࠘ࡀࡇࡢㄝࡢᄏ▮࠸࠺ࡀࠊ㒌⎅ࡀⴭࡋࡓྰࡣᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗⴿ⤒࠘⮬
యࡣ၈ึࡣࡍ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᭩ࡣ᭩ྡࡢ㏻ࡾࠊேࢆⴿࡿ᭱ୖࡢᆅࢆ࠸ࢃࡺࡿ
㢼Ỉㄝࡼࡗ࡚ㄝࡃࡶࡢ࡛ࠊ⌮ㄽࡣᅵᆅࡢࡶࡘẼࡢὶ⾜࠶ࡿࠋṚ⪅ࢆ⏕Ẽࡏ࡚ෞሗࢆᚓࡼ࠺
ࡍࡿࠋࡇࡇࡽ㒔ᇛࡸᐙᏯࡢᢥᆅἲཬࡪࠋ࠸ࡎࢀࡶ᪉ᒣࢆ㓄ࡋࠊࡑࡢᒣ㯄ⰋẼࡢฟࡋ࡚
ࡅ ࡘ

␃ࡍࡿ ✰ ࡀ࠶ࡿࠋⰋẼࡣ㢼ὶࡉࢀࡠࡼ࠺ᒣࢆዟᮾすࢆᑠ㧗࠸ୣ࡛ᅖࡲࢀࠊ༡Ỉὶࡢ࠶ࡿ
ࡸࡸ┅ᆅ≧ࡢᆅࢆᒁ࠸ࡗ࡚㢼ỈୖࡢⰋᆅࡍࡿࠋᮾすࡢୣᒸᒣࡣ᳃ᯘࡢ῝ࡃ⧅ࡀࡿࡢࢆ᭱ୖ
ࡍࡿࠋ
၈ࡢ㧗♽⊩㝠௨ୗṤࡢ၈ࡢⓚᖇ㝠ࡣࠊ Ỉࡢࠊ⣸㔠ᒣࠎሢࢆ୰ᚰᮾすᘏࡧࡿᒣ㝠ࡢ༡ഃ
㐀ࡽࢀ࡚ࠊ Ỉ༡㠃ࡍࡿࠋ୍ᥡⱞࡋࢇࡔࡣ࠸࠼ࠊࡉࡍࡀ၈⋤ᮅ࡛࠶ࡿࠋᒣࢆ㛤࠸࡚ேᕤ
ࡢᒁࡢዴࡃసࡿࠋࡍ࡛ᐑᘐෆࡶ㢼Ỉㄝࡣᙳ㡪ࡋࡓࠋࡋࡋ၈ࡢ㛗Ᏻᇛ⮬యࡣ

Ỉࢆࡋ࡚ࠊ⤊

༡ᒣࢆ༡ࡍࡿࠋ㢼Ỉㄝࡣࡃ㏫ࡢ⤖ᵓ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⛙₎౫㢗ࡢᨾ㒔ࢆ୰ᚰ⨨࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ
Ỉࢆୗࡗ࡚㯤Ἑධࡾࠊࡑࡢࡲࡲᮾ⾜ࡍࢀࡤ㝧⮳ࡾࠊࡉࡽᩧࡽ῾ᾏ‴ὶධࡍࡿ࠸࠺せ
⾪࠶ࡿࠋࡉࡽ࠸࠼ࡤ༡ࡢ⤊༡ᒣࡣ᧦ቨ࡛࠶ࡾࠊᮾ㬨㛛࣭㛵ࢆタࡅ࡚Ᏺࡾࢆᅛࡵࢀࡤࠊすࡽ
ࡣ

Ỉࡀࡵࡄࡗ࡚ᨷࡵࡃࡃᏲࡾ᫆࠸ᆅ࠸࠺ᆅໃࡣᩚ࠺ࠋࡋࡋ㢼Ỉୖࡢᑠࡉ࡞ᒁࡣ࠸ࡃࡘ࠶
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ࡗ࡚ࡶࠊ㛗Ᏻయࢆ⨨࡙ࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠊ㛗Ᏻࡣ୰ཎࢆ࠾ࡉ࠼ࡿせ⾪ࡋ࡚ࡢࡳᶵ⬟ࡋ
ࡓ࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㒔ᕷࡣࠊ⋤ᮅࡸᅜᐙࡀᙉ࠸ຊࢆࡶࡘᮇࡣࡁࢃࡵ࡚㇏≀㈨ࡀ㞟✚ࡉࢀࠊ
ᐩࡶ✚ࡉࢀࡿࠋࡋࡋ୍᪦ࢀࢀࡤࠊࡑࡢ㈈ࢆᾘ㈝ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㒔ᕷࡣ⑂ᘢࡍࡿࠋ

㸲
ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿୗࡢᕳᮎࠊㅖᕞࡢẸ࣭㢼ࢆグࡋ࡚ࠊ
ࠗリ⤒࠘ᅜ㢼࣭リ㸦᭶㸧ࢆᘬࡁࠊࡇ
ࡢᆅࡀ㎰᱓⾰㣗ࡢࡶࡣ࡞ࡣࡔഛ࠼ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ㒩࣭ᮭࡢᆅࡣ➉ᯘ࠶ࡾࠊ༡ᒣ㸦⤊༡ᒣ㸧ࡣ᷄
ᰄ࠶ࡾ࠸࠺ࠋ
⤊༡ᒣ୍ᖏࡣࠊ୕༓ᖺ๓ࡣᮌᮦࠊࡑࢀࡶⓑ᷄⣔ࡢ㧗ᮌࢆ⏘ࡋࡓࡇࡀศࡿࠋ⛙ጞⓚࡢᐑẊᘓ⠏
ࡣࠊ⤊༡ᒣࡢࡶࡘࡇ࠺ࡋࡓᮦ㈨ࢆ⫼ᬒࡋࡓࠋࡶࡕࢁࢇࡍ࡛グࡋࡓࡼ࠺ࠊⓚᖇࡢຊࢆࡶࡗ࡚Ⲣ࣭
⻎ࡢᆅࡽࡶⰋᮦࢆ㞟ࡵࡓࡀࠊᇶᮏⓗࡣᙜᆅ㏆ഐࡢᆅࡢᮦࢆᇶ┙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ⤊༡ᒣࡢ㯄ྎᆅࡢ୍ࡘࡀ⚄⚻ཎ࡛࠶ࡿࠋ㞄᥋ࡍࡿᑡ㝠ཎࡸⓑ㮵ཎࡶࡲࡓ༡ࡢ⤊༡ᒣ㯄୍࡛య
࡞ࡿࠋࡇࡢすᐤࡾ⪁Ꮚࡀㄝ⤒ࢆ⾜ࡗࡓఏ࠼ࡽࢀࡿᴥほྎࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ㸵㸧
ࠋ㊊❧Ặࡢ┿ࡢ㏻ࡾ
ྂᮌ㨚↛ࡓࡿྂ㐨ほ࡛࠶ࡿࡀࠊほᏱࡢከࡃࡣ᫂௦௨㝆ࡢࡶࡢ࡛ࠊྂࡃࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡀ㛤ࢀ
ࡓࡢࡣ၈௨๓ࡢࡇ࡛ࠊሙᡤࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ၈⋤ᮅࡣᮤጣ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྠࡌᮤጣࡢᮤ⪥㸦⪁Ꮚ㸧
ࢆ㐲♽ࡋ࡚ዊࡌࡓࠋࡑࡢࡓࡵᴥほྎࡣಖㆤࡉࢀ࡚ࠊࡑࡢ࿘㎶ࡶ⌧௦ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ
࠾ࡑࡽࡃ၈௦㡭ࡲ࡛ࡢࡇࡢ୍ᖏࡢ≧ἣࢆఏ࠼ࡿࡶࡢ⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋᮭ⏠ࡸ⋤⥔ࡢぢࡓᑡ㝠ཎࡸ⚄⚻ཎ
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྀᯘࡢ㎶࠶ࡗࡓࠋ
၈⋤ᮅࡣ༑௦ࡰ୕ⓒᖺ㛫ࠊ㛗Ᏻࢆᅜ㒔ࡋ࡚ྩ⮫ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㛫ࠊグ㘓ṧࡿࡔࡅ࡛ࡶᅇᡓ
ࡲࡁ㎸ࡲࢀࠊࡓࡵⓚᖇࡣ㒓㑄ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ㊊❧Ặࡼࢀࡤࠊጞࡵࡣ᭷ྡ࡞⋞
᐀ࡢࡁࡢᏳ⚘ᒣࡢ࡛ࠊ⋞᐀ࡣᡂ㒔㏨ࢀ⩣ᖺ㛗Ᏻᖐࡗࡓࠋḟࡢ௦᐀ࡢࡁྤ⸬ࡀ㛗Ᏻࢆ㝗ࡋࠊ
㒌Ꮚࡀᅇࡋࡓࠋࡉࡽḟࡢᚨ᐀ࡢࡁࠊᮒἶࡣ㌷ࢆ⋡࠸࡚㛗Ᏻධࡾࠊᚨ᐀ࡣᮾࡋ࡚ዊኳ㑄
ࡗࡓࠋࡑࢀࡽⓒᖺᚋࠊെ᐀ࡢࡁ㯤ᕢࡢࡀ㉳ࡇࡾࠊ㛗Ᏻࡣ㈫㌷ࡢᡭ㝗ࡕࡓࠋ୕ᖺᚋ㛗Ᏻࡣᅇ
ࡉࢀࡿࡀࠊ㯤ᕢࡢᚐࡣᐑᐊࢆ↝ࡁ㈈㈌ࢆ᥆ዣࡋ࡚㏨ஸࡋࡓࠋࡋࡶ㛗Ᏻධᇛࡋࡓᐁ㌷ࡣࠊ㯤ᕢ௨
ୖࡢ᥆ዣࢆ⾜࠸ࢇ↓ἲࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋභᖺᚋࡼ࠺ࡸࡃെ᐀ࡣ⻎ࡽ㑏ࡗࡓࡀࠊせࡍࡿᐑ
ᇛࡀᅇࡍࡿࡲ࡛ࡑࢀࡔࡅࡢ㛫ࡀࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡲࡓច㉳ࡋ࡚ⓚᖇࡣࡧ
㑄ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚㛗Ᏻࡢ㈈ࡣࢇᑾࡁࡓࠋ၈⋤ᮅ᭱ᚋࡢ᐀ࡣࠊᮤⱱ㈆ࡢᣲරࡼࡗ࡚⳹ᕞ
㏨ࢀࠊ㛗Ᏻࡣ↝ᑾࡋࡓࠋ
ᬌ၈࣭၈ᮎࡢ࠶ࡾࡉࡲࡣ↝ࢀࡿࡓࡵࡢ⯆ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㛗Ᏻࠕ⾜ே࡞ࡋࠖఏ࠼ࡽ
ࢀࡿ㸦ࠗ၈᭩࠘᐀ᮏ⣖㸧
ࠋ
⤖ᒁࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࢀࡤࠊⲮᅬࡢ⟶⌮ࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࡋࠊ㏆㑹ࡢᒣᯘࡣᜦዲࡢ⏝ᮦࡢ౪⤥※࡞
ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᅜࡽ㉎ධࡍࡿ㈨㔠ࡶ࡞ࡅࢀࡤ㐠₈㈨㔠ࡶ࡞࠸ࠋ㈨ຊࡶேຊࡶ࡞ࡅࢀࡤ⮬↛┐ఆ
ࡼࡿࠋ㒔ྜࡢⰋ࠸ࡇⲮᅬࡢᡤ᭷⪅ࡣ㏨ࡆࡓẅᐖࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᥎
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ࡣࡁࡃࡣㄗࡗ࡚࠸

࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㛗Ᏻ㏆࠸ྎᆅᒣᯘࡀṧࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㐲࠸⤊༡ᒣ㯄ࡣࡲࡔ၈௦ࡢࡲࡲࡢ᳃ᯘࡀ
Ꮡᅾࡍࡿᐇࡀࡑࢀࢆ♧ࡍ࠸࠼ࡿࠋ
ጞࡵグࡋࡓࡼ࠺ࠊᆅ୰ᾏἢᓊࡢᩥ᫂ࢆᨭ࠼ࡓࣞࣂࣀࣥᮡࡢᐇࡣࠊࡲࡇ᠋ࡓࡿࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋྠすᏳ༡㑹ࡢ≧ἣࡶࡲࡓᩥ᫂ࡢᣢࡘ୧㠃ࢆᥥࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕༓ᖺ࠸࠺つᶍ࡛ࡳࢀࡤࠊᩥ
࣭᫂ᩥࡢ㐍ᒎࡣࠊ⮬↛ࡢ◚ቯ࠸࠺௦ൾࡢࡶ⾜ࢃࢀ࡚᮶ࡓࠋ୰ᅜ࡛ࡣභᮅ㡭ࡽ㝡☢ࡢ〇సࡀ
┒ࢇ࡞ࡾࠊඃࢀࡓⱁ⾡ᛶ㉁ࡢ㧗ࡉ࡛ࡑࡢᩥࡀ≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵఆࡽࢀ࡚ᾘ࠼ࡓ᳃
ᯘࡶ┦ᙜࡢ⠊ᅖཬࡪࠋ
ࡇࢀࡃྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊ⌧ᅾࡶ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡃ⏕ྍ⬟࡞㈨※ࢆᾘ㈝ࡍࡿࡇࡘ
࠸࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣᩘⓒᖺࡽ༓ᖺつᶍ࡛⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㊊❧Ặࡢ㑇ࡋࡓ┿ゐⓎࡉࢀ࡚ࠊഹ࡞ᡭࡾࢆࡶᮏㄽࢆグࡋࡓࠋ༑ୡ⣖ึ㢌ࡢ㛗Ᏻྐ
㋱ࡢ≧ἣࢆㄪᰝࠊグ㘓ࡋࡓ㈨ᩱࡋ࡚ࡇࡢ᭩ࡣ➨୍⣭ࡢ౯್ࢆ᭷ࡍࡿಙࡌࡿࠋ

ᅗ㸯㸸㜿ᡣᐑ㊧

ᅗ㸰㸸₎࣭ᐉᖇᮭ㝠㸦ᮭ㝠ཎୖ㸧
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ᅗ㸱㸸ⓑ㮵ཎ

ᅗ㸲㸸₎࣭༡㝠㸦ⓑ㮵ཎୖ㸧

ᅗ㸳㸸⤊༡ᒣ㯄༡ྎὶ
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ᅗ㸴㸸၈࣭ኴ᐀㝠භ㥴㠧ᇽ

ᅗ㸵㸸ᴥほྎ

㸨┿ࡣࠗ㛗Ᏻྐ㋱ࡢ◊✲࠘
㸦ᮾὒᩥᗜห࣭ึ∧㸧ࡼࡾࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
㊊❧႐භࠗ㛗Ᏻྐ㋱ࡢ◊✲࠘
㸦 8 ᖺ࣭ᮾὒᩥᗜ㸧
ᐑᓮᕷᐃࠕ୰ᅜྐୖࡢⲮᅬࠖ
㸦
ࠗᐑᓮᕷᐃ㞟࠘8 ᕳ࣭ᒾἼ᭩ᗑ㸧
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C࣭
࣭ࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほ
̿ࠗ✀ࡢ㉳※࠘࠾ࡅࡿࠕ㜚த㸦Struggle㸧ࠖศᒱࡢཎ⌮ࡽ̿
TIEPh ◊✲ຓᡭ 㛵(ᒣᮧ) 㝧Ꮚ
Keyword㸸
ࠑStruggle for Lifeࠒ, Speciation㸦✀ศ㸧,
Narrative Explanation㸦≀ㄒⓗㄝ᫂㸧, kinji IMANISHI㸦す㘊ྖ㸧

 ࡣࡌࡵ̿≀ㄒࡾࡋ࡚ࡢࠗ✀ࡢ㉳※࠘
⮬↛㑅ᢥ㸦Natural Selection㸧࠾ࡅࡿࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡣࠊ⮬↛ࡢ୰࠶ࡿேⅭ㑅ᢥ┦ᙜࡍࡿຊ
࡞࠸ࡋ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࠋࡓࡋࠗ✀ࡢ㉳※㸦the Origin of Species㸧࠘㸦1859㸧ࡢⴭ⪅ࡣࠊࡇࡢ࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࠑStruggle for Existenceࠒ
㸦⏕Ꮡ㜚த㸧࠸࠺⏝ㄒࢆ࠶࡚ࡣࡵࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠗ✀ࡢ
㉳※࠘ࡢᡬ㸦title page㸧⤖ㄽ㸦conclusion㸧ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞⟠ᡤ࡛ࠊᏛㄝࢆᣦ♧ࡍࡿ⏝ㄒ͆Struggle for
Existence͇࡛ࡣ࡞ࡃ͆Struggle for Life͇࠸࠺ㄒࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺㸽ࡇࡢ͆Struggle for Life”
ࡣࠊ⏕Ꮡ㜚தࡢ⾲⌧ⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ୍ࡘࡍࡂ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ᭕࡞⛉Ꮫ⏝ㄒࡣࠊ࠸ࡗ
ࡓ࠸ఱࢆពࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢲ࣮࢘ࣥ㸦Charles Robert Darwin㸸1809-1882㸧ࡣࠊ࣓ࢱࣇ࣮≀ㄒࡾⓗ࡞᪉ἲ࡞ࡋ
ࠊ⮬↛ࡘ࠸࡚ㄒࡿࡇࢆࡋ࡞࠸⛉Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓ 1ࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ᙼࡣ⮬↛ࢆゎ㔘ࡋࠊㄝ᫂ࡋࡼ࠺
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠗ✀ࡢ㉳※࠘᭩ࢀࡓࢲ࣮࢘ࣥࡢᏛㄝࡣࠊ⮬↛㛵ࡍࡿ༢࡞ࡿࠕㄝ᫂ࣔ
ࢹ࡛ࣝࠖࡣ࡞ࡃࠊᙼࡢࠕゎ㔘ࣔࢹ࡛ࣝࠖ࠶ࡿゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠗ✀ࡢ㉳※࠘࠾ࡅ
ࡿࢸࢡࢫࢺࡣᙼࡢࠕ⮬↛ほࠖࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢸࢡࢫࢺෆ⥛ࡽࢀࡓࡢㄒࡶࠊ⮬↛㛵ࡍࡿ
⛉Ꮫⓗ࡞ࠑ▱ࠒࢆ㉸࠼ฟࡓࠑពࠒࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 3ࠋ
᪥࡛ࡣࠊඃࢀࡓ⛉Ꮫⓗ࣓ࢱࣇ࣮ࡣ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡞ࡾࠊ⛉Ꮫⓗ࣓ࢱࣇ࣮ࡢពࢆ᫂☜ࡍࡿ
ࡇࡑࡢࡶࡢࡀ◊✲࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ 4 ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ྵࡲࢀࡿᏛㄝࡸᵝࠎ࡞ㄒ̿ࡇ
ࡇ࡛ࡣ͆Struggle for life͇̿ὀ┠ࡍࡿࡇࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほࢆ᥈✲ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⮬
↛⛉Ꮫࡢ≀ㄒⓗㄝ᫂㸦narrative explanation㸧ࡢ᭷ຠᛶࢆ᥈ࡿసᴗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ≀ㄒⓗㄝ᫂ࡣࠊฟ᮶
ࡢᅉᯝⓗㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊࡶࡢࡈࡀࡢࡼ࠺㉳ࡇࡗࡓࡢࠊᵝࠎ࡞㇟ࡀࡢࡼ࠺ࡘ࡞ࡀࡾ࠶ࡗ

Manier,1980.
ㄽ⌮ᐇド⩏ⓗ࡞⛉Ꮫⓗ᪉ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠕゎ㔘Ꮫࠖ࠸࠺᪉ἲὀ┠ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊㄆ㆑ᑐ㇟㸦ᐇ㸧ㄆ㆑⪅
㸦⌮ㄽ㸧ࡢ㛫ࡣࠊࢸࢡࢫࢺㄞ⪅ࡢ┦స⏝࠸࠺ゎ㔘Ꮫⓗࣔࢹࣝ㸦ࢸࢡࢫࢺ࣭ࣔࢹࣝ㸧ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
3
㔝ᐙၨ୍ࡣࠊࠕ⛉Ꮫࡢゎ㔘Ꮫࠖࢆࠕ⛉Ꮫࡢࢼࣛࢺࣟࢪ࣮㸦≀ㄒㄽ㸧
ࠖ⛣⾜ࡉࡏࠊ≀ㄒⓗ▱ࡢ᭷ຠᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋ
≀ㄒࡾࡣே㛫ࡀࡶࡢࢆ⌮ゎࡍࡿ୍ᙧᘧ࡛࠶ࡿ㸦㔝ᐙၨ୍ࠗ⛉Ꮫࡢゎ㔘Ꮫ࠘⟃ᦶ᭩ᡣ,2007㸧ࠋពࡣࠊㄆ㆑ᑐ㇟
ㄆ㆑⪅ࡢ┦㛵ಀࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋ
4
ᑠᕝ,2003,p81.
1
2
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࡚࠸ࡿࢆ⌧ࡍࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿ᪉ἲ࡛ࠊ┠ⓗㄽⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᖏࡧࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡃ㐍ㄽ
ࡢࡼ࠺࡞ࠊἲ๎ࡔࡅ࡛ࡣㄝ᫂ྍ⬟࡞㐍⌧㇟ࡢᒎ㛤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡉ࠸ࡣࠊ᭷ຠ࡞ㄝ᫂᪉ἲ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ⮬↛㑅ᢥㄝ࠸࠺ἲ๎ࡣᮍ᮶ࡘ࠸࡚ࡣఱࡶㄒࡾᚓ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢࡘ㉳ࡇ
ࡾᚓࡓࡔࢁ࠺ᵝࠎ࡞㇟ࢆ᥎

ࡋ࡞ࡀࡽྜ⌮ⓗ࡞≀ㄒࢆᵓᡂࡍࡿ௨እ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤ⏕≀ࡢᆅ⌮ⓗ

ศᕸࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿ࠊ⏕≀ࡀ⮬↛ࡢ㐣⛬ࡋ࡚࡞ࡐ࠶ࡿ⎔ቃศᕸࡋ࡚ࡺࡃࡢࠊ࠸ࡑࢀࡀྍ⬟
࡛࠶ࡗࡓࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕≀㐍࠸࠺Ṕྐࡢ≀ㄒࡾⓗ᪉ἲࡓࡼࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡋࡋࡑࡢ⤖
ᯝࠊ✀ศࡢࣉࣟࢭࢫࡸࠊ
ࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖࡢయࢆయ⣔ⓗ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ဴᏛ⪅ࡢ T࣭ࢢ࣮ࢪ㸦Goudge㸧ࡣࠊ⛉Ꮫⓗㄝ᫂᪉ἲ㛵ࡋ࡚ K࣭࣏ࣃ࣮㸦Popper㸧ࢆᢈุࡋࠊ㐍
࠸࠺㇟ࡀ୍ᅇ㝈ࡾࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢࡁࡠ⌧㇟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡣࠊṔྐⓗࡍ࡞ࢃࡕ≀ㄒⓗㄝ᫂
ッ࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࡓ 5ࠋ⏕≀㐍ࡢࡼ࠺࡞㛫ࢆ㈏ࡃṔྐⓗ࡞ᐇࡣࠊ㐃⥆ⓗ࡞㐍⾜࠾࠸
࡚㉳ࡇࡗࡓฟ᮶ࡀࠊࡑࡢᚋࡢฟ᮶ᅉᯝⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊㄝ᫂ⓗ࡞౯್ࢆࡶࡘ࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ⌧௦ࡢⴭྡ࡞㐍Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ E࣭࣐㸦Mayr㸧ࡣࠊ⏕≀Ꮫࡀ≀⌮Ꮫ࡞ࡢ⛉Ꮫ㑏ඖ࡛ࡁ
࡞࠸⊂⮬ᛶࢆࡶࡘ࠸࠺ほⅬࢆ࠼࡚ࠊ㐍ㄽࡢ≀ㄒⓗㄝ᫂ࡘ࠸࡚᧦ㆤࡋࡓࠋᙼࡣࢢ࣮ࢪࢆ⏝ࡋ
ࡘࡘࠊ≀ㄒⓗㄝ᫂ࡼࡿࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ⏕≀ࡢ㐍ࡢࡼ࠺࡞୍ᗘࡂࡾࡢ㐃⥆㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ
⛉ᏛⓗࡶဴᏛⓗࡶ᭷ຠ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿ᩿ゝࡍࡿ 6ࠋ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡣࠊኚ␗ࡢ㞟✚ࡶ⏕≀ࡀኚࡋࠊࡲࡓᆅ⌮ⓗ᪂ࡓ࡞ࢽࢵࢳࢆ⋓ᚓࡋ࡚ศᒱ
ࡋ࡚ࡺࡃ࠸࠺ࠊ㛫✵㛫ࡢ୧ࣉࣟࢭࢫࢆࡲࡓࡀࡿ㐍ࡢኊ࡞Ṕྐⓗ≀ㄒ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≀ㄒ
ࡢ୰࡛ពࢆᨺࡘࢲ࣮࢘ࣥࡢࠕ㜚தࠖࡣࠊࠕ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ࠸ㄝ᫂ࡍࡁࠖ࠸࠺
ࡇࡸࠊே㛫ࡢ⮬ᕫ⌮ゎ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆྵࡴᴫᛕ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ͆struggle for life͇↔Ⅼ
ࢆ࠶࡚ࠊ
ࠕ✀ࡢ㉳※ࠖ㛵ࡍࡿ⌮ㄽᵓ⠏ࡢ㐨ࡍࡌࡢ୰࡛ 7ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀࠕ㜚த㸦Struggle㸧
࡛ࠖఱࢆ⪃
࠼࡚࠸ࡓࡢࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࢀࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほࡢ᥈✲ࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ

1㸬ࡘࡢ͆⏕Ꮡ㜚த͇
ࢲ࣮࢘ࣥࡢ͆struggle for existence͇㸦⏕Ꮡ㜚த㸧ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㠀ᖖᩘወ࡞㐠ࢆࡓࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࡢㄒࡣࠊT࣭࣐ࣝࢧࢫ㸦Malthus㸧ࡢேཱྀཎ⌮㸦principle of population㸧ࡸ T࣭࣍ࢵࣈࢫ㸦Hobbes㸧ࡢ
ࠕேࡢேᑐࡍࡿ㜚த㸦͆the war of all against all͇㸧
ࠖࡽࡢᙳ㡪ࡸࠊ᱇ෙリே A࣭ࢸࢽࢯࣥ㸦Tennyson㸧
ࡢࠕ⮬↛ࠊṑ∎࡛㉥ࡃࡑࡵ㸦
͆nature, red in tooth and claw͇㸧
ࠖࡢࡼ࠺࡞⮬↛ほࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢲ࣮࢘ࣥ
ࡢ♫ⓗ⫼ᬒ࡛࠶ࡿ➇த⩏ⓗಶே⩏㸦competitive individualism㸧ࡢ༢࡞ࡿ࡛ᫎࡣ࡞࠸ࡶᣦ

Goudge,1961.ࡓࡔࡋࢢ࣮ࢪࡣࠊ⮬↛ἲ๎ࡣ≀ㄒⓗㄝ᫂ࡢ⫼ᬒ▱㆑ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
Mayr,1997pp64-78.
7 ᮏ✏࡛ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ⮬↛ࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࢆ᫂ࡽࡍࡿ┠ⓗ࡛⌮ㄽෆᐜࢆศᯒࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡋ࡚ࡢホ౯ࡸศᯒࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑦࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡣ➨㸴∧ࡲ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⣧⢋ᙼ
ࡢ⮬↛ほࡸ㜚தᴫᛕ᭱ࡶ㏆࠸ᛮࢃࢀࡿ➨㸯∧㸦1859 ᖺ㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋ
5
6
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ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⏝ㄒࡢࡶࡘࡇ࠺ࡋࡓேⅭ⮬↛ࠊ♫⮬↛ࡢቃ⏺ࡢ͆᭕ࡉ͇ࡣࠊᏛㄝࢆ
ᵓᡂࡋ࡚ࡺࡃࡓࡵࡣࠊ⛉Ꮫୖࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ௨እࡢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢබหᙜࡽࠊ
ࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡑࢀ㢮ఝࡍࡿྠ⩏␗ㄒࡀྛࠎࡼࡗ࡚␗࡞
ࡗࡓព࡛⏝࠸ࡽࢀࠊඃᛶᛮࡸᖇᅜ⩏࡞͆ᝏࡋࡁ͇♫ⓗ౯್ほࡢࠕ⛉Ꮫⓗࡅࠖ࠸࠺ᙺ
ࡲ࡛ᢸࢃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡣࢲ࣮࢘ࣥࡀ⪃࠼࡚࠸ࡓࡇࡣࡃูࡢ㐍Ṍⓗ࡞ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࡋࠊ᐀ᩍࡸ♫ࠊᩥከ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤ♫ࢲ࣮࢘ࢽࢫࢺ
ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ H࣭ࢫ࣌ࣥࢧ࣮㸦Spencer㸧ࡣࠊ♫ࡢ㐍Ṍࡣࢲ࣮࢘ࣥὶࡢ⏕Ꮡ㜚தࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡿࡋ࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࢸࢡࢫࢺࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ 8ࠋ
ࡋࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ㜚தᴫᛕࡣᵝࠎ࡞ほᐹᐇࡽ༢⣧ᖐ⣡ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊࡲࡓ➇
த⩏ࡢ࢚ࢺࢫࡢ༢࡞ࡿ࡛ᫎࡶ࡞࠸ࠋᙼࡣ⛉ᏛࡽᩥᏛࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞㡿ᇦࡍ࡚ࡽᙳ㡪ࢆ࠺ࡅ࡚
࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ⥲ྜࡍࡿࡇ࡛⊂ⓗ࡞ㄝ᫂ࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡓࡢ࡛࠶ࡿ 9ࠋ

1.1 ࣐ࣝࢧࢫ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧
ࢲ࣮࢘ࣥࡣ 1838 ᖺ 10 ᭶࣐ࣝࢧࢫࡢࠗேཱྀㄽ࠘ࢆㄞࡳࠊࡑࡇࡽ͆struggle for existence͇
㸦⏕Ꮡ
㜚த㸧ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡸࠗ⮬ఏ࠘ࡢ୰࡛ドゝࡋ࡚࠸ࡿ 10ࠋ࣐ࣝࢧࢫࡢࠕேཱྀࡣ➼
ẚ⣭ᩘⓗቑຍࡍࡿࡀࠊ㣗≀ࡣ➼ᕪ⣭ᩘⓗࡋቑຍࡋ࡞࠸ࠖ࠸࠺ཎ⌮ࡽ᥎ㄽ࡛ࡁࡿࡢࡣ 11ࠊ⏕
≀ࡢ㐣⦾Ṫࡼࡗ࡚ᚲ↛ⓗ⏕Ꮡࢆࡵࡄࡿ㜚தࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠸࠺ࠊ⤯ᮃⓗ࡞ᐃᖖ᮲௳࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮
࢘ࣥࡣࡇࡢཎ⌮ࡽ⮬↛⏺ࡢ㜚தࡢ⃭Ⅿࡉࢆㄆ㆑ࡋࠊ㜚தࡀ⮬↛㑅ᢥ┦ᙜࡍࡿຊ࡞ࡿㄆ㆑ࡋ
ࡓ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ⮬↛ࢆᬑ㐢ⓗ࡞㜚தࡢሙࡋ࡚ࡳࡿ⮬↛ほࡣࢲ࣮࢘ࣥ௨๓ࡽᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ 12ࠊඛࡢࢸࢽ
ࢯࣥࡢᥥࡃ⮬↛ほࡸࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࡓ C࣭࢚ࣛࣝ㸦Lyell㸧ࡸࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝ㸦De
Candolle㸧ࡶࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺⮬↛⏺ࡢࠕ⤯࠼㛫࡞࠸㜚த㸦perpetual struggle㸧ࠖࢆᙉㄪࡋࠊㄞ᭩ࢆ㏻
ࡌ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛ほࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ W࣭࣮࣌ࣜ㸦Paley㸧ࡢࠗ⮬↛⚄Ꮫ㸦Natural
Theology㸧࠘
㸦1802㸧ࡢ୰࡛ࡣࠊ⏕≀ࡢ㉸ከ⏘ࡣ⮬↛ࡢࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿㄝࢀ࡚࠾
ࡾ 13ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣ࣐ࣝࢧࢫཎ⌮ྵࡲࢀࡿᇶᮏⓗ࡞බ⌮ࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡛ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥࡛ࡶ͆struggle for existence͇
㸦⏕Ꮡ㜚த㸧ࡢ⏤᮶㛵ࡍࡿㄽதࡣࡘࡁ࡞࠸ࡀࠊ࣐ࡀᣦࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊ࣐ࣝࢧࢫࡢฟ࠸ࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢࠕ✀ࡢಶయ⩌ⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖࡣࡎࡳࢆࡘࡅࡓࡀࠊᙼࡢ㢌
ࡢ୰ࡍ࡛࠶ࡗࡓᛮࢆ᫂☜ࡋࡓዎᶵࡍࡂ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ 14ࠋࡓࡔࡋࠊே㛫ࡢ㛫࠾ࡁࡿᙉ
ࡓࡔࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥࡶࡲࡓࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢࠕ㐺⪅⏕Ꮡ㸦the survival of the fittest㸧ࠖࢆࠗ✀ࡢ㉳※࠘➨ 6 ∧ࡢ୰࡛
⏝ࡋ࡚࠸ࡿ(Darwin,1876,P62.)ࠋ
9
Bowler,1990,pp75-77.
10
Darwin,1859,p63.࠾ࡼࡧ Darwin, Francis ed.,1887(1),pp83-84.
11 Malthus,1826.
12
Gale,1972.
13
Bowler,1976.
14
࣐ࡼࢀࡤࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ㠉᪂ᛶࡣ㞟ᅋⓗᛮ⪃㸦population thinking㸧࠶ࡿ࠸࠺ࠋ㞟ᅋⓗᛮ⪃ࡣࠊ✀ࢆ
8
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ຊ࡞ᢚไࡽࠕྠࡌ㈨※ࢆࡵࡄࡿಶయ⩌ෆࡢ㜚தࠖࢆㄆ㆑ࡋࠊ
͆✀ࡣኚ␗ᐩࡴࠕಶయ⩌ࠖࡽ࡞ࡾࠊ
㜚தࡀ✀ࡢಶయ㛫㐺⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ͇ࡢㄆ㆑ࡣࠊྂ࠸㢮ᆺᏛⓗ࡞✀ᴫᛕࠊࡘࡲࡾ✀ࡢ
ࢹㄽⓗᴫᛕࢆそࡍ 15▱ࡢ㠉࠸ࢃࢀࡿࡁࡶࡢ➼ࡋ࠸ࠋࡘࡲࡾ✀ࡀࠕಶయ⩌ࠖࡽ࡞ࡾࠊ⏕Ꮡ
㜚தࡼࡗ࡚ಶయ⩌㸦✀㸧ࡢ≉ᚩࡀኚࡍࡿ࠸࠺⪃࠼ࡣࠊ✀ࡢᐃ⩏㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ✀ࡢ
㐀ࠖ࠸࠺ࣉࣛࢺࣥࡢᙧ┦ࡉࡢࡰࡿࠕ㢮ᆺᏛⓗ✀ᴫᛕࡽࡢࠊ㠉ⓗ࡞ᴫᛕ㌿ࢆᚲせࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ 16ࠋ
ຍ࠼࡚⚾ࡣࠊ࣐ࣝࢧࢫࡣࠗேཱྀㄽ࠘ࡢ୰࡛ࡓࡔ୍ᗘࡔࡅ͆struggle for existence͇ࢆ⏝ࡋࡓࡀࠊࡇࢀ
ࡼࡗ࡚ࢲ࣮࢘ࣥࡀ⏕Ꮡ㜚தࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ࣐ࣝࢧࢫཎ⌮࠾ࡅࡿ͆existence͇
㸦⏕ᏑࠊᏑᅾ㸧࠸࠺ㄒࡢࡶࡘ㔜ࡳẼࡀ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ⏕Ꮡࠖ࡞࠸ࡋࠕᏑ
ᅾࠖࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡲࡎ㣗⣊ࢆᚲせࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸦࣐ࣝࢧࢫࡢබ⌮㸧ࠋࡲࡓᏑᅾࡋࠊᏑ
ᅾࡢࡓࡵດຊࡋࠊᏑᅾࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ࣐ࣝࢧࢫࡀពᅗࡋࡓ♫ࡢᨵⰋࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
͆existence͇࡞ࡋࡢ♫ࡢ㐍Ṍࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࣝࢧࢫࡢ͆existence͇ࡀ͆struggle͇㸦㜚த㸧
ࡢ᪉㏵࡛࠶ࡿࡇࢆࠊࡇࡢࡁࡽࢲ࣮࢘ࣥࡣព㆑ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡍࡿࠋ

1.2
 ⏕Ꮡ㜚த࠸࠺࣓ࢱࣇ࣮
ࢲ࣮࢘ࣥࡀࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖ࠸࠺ㄒࢆ≉ู࡞ព࡛࠸ጞࡵࡓࡢࡣࠊ1856 ᖺࡽ 1857 ᖺࡅ࡚
ࡲࡵࡽࢀࡓࠗ✀ࡢⴭ㸦the Species Book㸧
࠘
㸦ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢⲡ✏࠶ࡓࡿ㸧ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓
ᇳ➹ࡉࢀࡓ࢚ࠗࢭ࣮㸦Essay㸧࠘
㸦1842-1844㸧ࡢ୰ࡶ͆struggle for existence͇ࢆࡋࡤࡋࡤぢࡘࡅࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊఱࡢ⏝ㄒࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ࢚ࢭ࣮ࡢ୰࡛ࢃࢀࡓ͆struggle͇ࡣࠊ
ࢇࡀᩥ⬦ᛂࡌ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
͆the natural struggle for food 17͇
㸦㣗⣊ࢆࡵࡄࡿ㜚த㸧 ࡸࠊ
͆recurrent struggles 18͇㸦᩿ࡢ㜚த㸧
͆struggle against other species or against external nature 19͇
㸦␗✀ࡸ
⎔ቃ᮲௳ࡢ㜚த㸧࡞ࠊ㜚தࢆከᵝ࡞ព࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࡀศࡿࠋ
ࡉ࡚ࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖ
㸦struggle for existence㸧ࡀ᫂☜Ⓩሙࡋࡓࠊ
ࠗ✀ࡢⴭ࠘ࡢ➨ 5 ❶ࠕ⮬↛㑅ᢥ
ࢃࡿ⏕Ꮡ㜚தࠖ
㸦The struggle for existence as bearing on Natural Selection㸧ࡢ୰࡛ࠊ⏕Ꮡ㜚தࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ
㸦௨㝆ࠊᘬ⏝㒊ࡢୗ⥺ࡣᮏ✏ⴭ⪅ࡼࡿ㸧

As in this chapter I repeatedly use the expression of struggle for existence; I may here remark

ᅛᐃࡋࡓᙧែᏛⓗࢱࣉࡳ࡞ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ␗࡞ࡿኚ␗ಶయࡼࡿ㞟ᅋࡳ࡞ࡋ࡚ࠊࡑࡢᖹᆒⓗᙧ㉁ࡀ
㑅ᢥࡼࡗ࡚ኚࡋ࠺ࡿ⪃࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㐍ࡣಶయ⩌ࡼࡿ㑇ఏᏊ㢖ᗘࡢኚ࡛࠶ࡿࡍࡿ㑏ඖ
⩏ⓗ࡞ᛮ⪃ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ㸦Mayr,1988,pp228-229㸧
15
Bowler,1983,pp11-13.
16
Mayr,1988,p249.
17

Darwin, Francis ed. 1909,p103.

18

Darwin, Francis ed., 1909,p109.
Darwin, Francis ed., 1909,p78,p186,p188.

19
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that I employ it in a very large sense. Carnivorous animals prowling for their prey in a time of
dearth may be truly said to be struggling for existence; so when seeds are sown so thickly that all
cannot grow, they may be said to struggle, though not voluntarily against each other. A multitude
of animals are directly dependent on other animals & on plants; & plants on the nature of the
station inhabited by them; & here the idea of dependency seems quite distinct from a struggle. But
a plant on the edge of a desert is often said to “struggle for existence”; this struggle consisting in
the chance of a seed alighting in a somewhat damper spot, & then being just able to live͐
I hardly know any living being which is more dependent on others, & which seems less subject
to a struggle in the strict sense of the word then the Misseltoe; for it depends on certain trees for
support, on certain insects for fertilisation, & on certain birds for diffusion͐
In many of these cases, the term used by Sir C. Lyell of equilibrium in the number of species is
the more correct but to my mind it expresses far too much quiescence. Hence I shall employ the
word struggle, which has been used by Herbert & Hooker &c., including in this term several ideas
primarily distinct, but graduating into each other, as the dependency of one organic being on
another,—the agency whether organic or inorganic of what may be called chance, as in the
dispersal of seeds & eggs, & lastly what may be more strictly called a struggle, whether voluntary
as in animals or involuntary as in plants.
[Darwin,1857 ‘The “struggle for existence” as bearing on natural selection’ chapter5,30A-30B.) ]
 ࠕ⚾ࡣࡇࡢ❶࡛⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⏕Ꮡ㜚த࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࠊࡇࢀࢆࡁࢃࡵ࡚ᗈ࠸ព
࡛ࡘࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ㏙࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㣚㣹ࡢᮇ⋓≀ࢆ࠶ࡉࡗ࡚࠸ࡿ⫗㣗ື≀ྠኈࡣࠊṇࡋ
࠸ព࡛ࠊ⏕Ꮡࡢࡓࡵ㜚தࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋྠᵝ✀Ꮚࡀᐦᧈࢀࡍࡂ࡚ࠊࡑ
ࡢࡍ࡚ࡀᡂ㛗ࡍࡿࡢࡣྍ⬟࡞ࡁࠊࡑࡢ✀Ꮚࡣពᚿࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࠸㜚தࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋື≀ࡢከࡃࡣࠊ┤᥋ࡢື≀ࡸ᳜≀౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ᳜≀ࡣ⏕⫱ሙᡤࡢᛶ
㉁౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ౫Ꮡࡢᴫᛕࡣ㜚தࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ
ࡋࠊ◁₍ࡢࡣࡌ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᳜≀ࡣࠊ⏕Ꮡࡢࡓࡵ㜚தࡋ࡚࠸ࡿࠊࡋࡤࡋࡤ࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ㜚
தࡣࠊ✀Ꮚࡀࡇ‵ࡗࡓሙᡤ╔ᆅࡋ࡚⏕ࡁᘏࡧࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠺࠸࠺അ↛ࡼࡗ࡚Ỵ
ࡲࡿࠋ͐
⚾ࡣࣖࢻࣜࢠࠊࡢ⏕≀౫Ꮡࡍࡿ⛬ᗘࡀ㧗ࡃࠊゝⴥࡢཝᐦ࡞ព࡛ࡢ㜚தᚑࡍࡿࡇ
ࡀᑡ࡞࠸⏕≀ࢆࢇ▱ࡽ࡞࠸ࠋࣖࢻࣜࢠࡣ⏕ࡁࡿࡓࡵ࡞ࡢᮌ౫Ꮡࡋࠊཷ⢭ࡢࡓ
ࡵ࡞ࡢ᪻౫Ꮡࡋࠊ✀Ꮚࡢᩓᕸࡢࡓࡵ࡞ࡢ㫽౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐
 ࡇ࠺ࡋࡓࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗ✀ࡢᩘࡢᖹ⾮࠘࠸࠺࢚ࣛࣝࡢ⏝ㄒࡢ᪉ࡀࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
ࡋ⚾ࡣࠊࡑࡢ⏝ㄒࡀ࠶ࡲࡾࡶ㟼Ṇ≧ែࢆᙉㄪࡋࡍࡂ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋࡑࡇ࡛⚾ࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢺࡸࣇ
ࢵ࣮࢝ࡽࡀ⏝࠸࡚ࡁࡓ㜚த࠸࠺ゝⴥࢆ࠺ࡇࡋࠊࡇࡢゝⴥࡢ୰࠸ࡃࡘࡢᴫᛕࢆྵࡵࡿࡇ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᴫᛕࡣᇶᮏⓗࡣ㐪࠺ࡶࡢࡔࡀࠊ࠸㔜࡞ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡣ࠶ࡿ
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⏕≀ࡀࡢ⏕≀౫Ꮡࡍࡿࡇࠋࡘࡂࡣࠊ✀Ꮚࡸ༸ࡢᩓᕸࡢࡁࡢࡼ࠺ࠊഅ↛ࡤࢀ࠺ࡿ᭷ᶵ
ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ↓ᶵⓗせᅉࠋḟࡣࠊࡼࡾཝᐦ࡞ព࡛㜚தࡤࢀ࠺ࡿࡶࡢ࡛ࠊື≀࡛ࡣពᚿⓗ࡛࠶ࡾࠊ
᳜≀࡛ࡣ↓ពᚿⓗ࡛࠶ࡿࠖ

ࡲࡎୖグࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ⏕Ꮡ㜚தࡣᵝࠎ࡞ᴫᛕࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿࠊ
ࠕ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧ࠖࡢཝᐦ࡞ពࡣࠊ
㸦A㸧ྠࡌ
⋓≀ࡸ✵㛫ࢆࡵࡄࡿ㜚த࡛࠶ࡾࠊື≀࡛ࡣពᚿⓗ࡛᳜≀࡛ࡣ↓ពᚿⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㸦A㸧ࡢෆᐜ
࣐ࣝࢧࢫࡽὝᐹࡉࢀࡓෆᐜࢆྜࢃࡏࡿࠊ⏕Ꮡ㜚தࡢཝᐦ࡛ṇ☜࡞ពࡣࠊྠࡌᐖࢆඹ᭷ࡋྠ
ࡌ㈨※ࢆᚲせࡍࡿࠕྠ୍✀ෆ࠾ࡅࡿ➇த࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦࠾ࡑࡽࡃ➇தࡢ⛬ᗘ
ᛂࡌ࡚ࠕwarࠖࠕbattleࠖ࡞ࡀ⏝ࡉࢀࡿࠋ㸧ࡣࠊ㸦B㸧࠶ࡿ⏕≀ࡀࡢ⏕≀౫Ꮡ㸦ࡲࡓࡣᐤ⏕㸧
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ㸦C㸧അ↛౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ
㸦B㸧ࡣ┦స⏝ࡸ┦㛵ಀࡽ࡞ࡿ⏕ែᏛⓗ
࡞యീࢆᛮࢃࡏࡿࠋᑦࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣ㜚தࡢ͆competition͇࠸࠺ㄒࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࡣྠ✀␗✀ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊṇ☜ྠࡌ㈨※ࡸ✵㛫ࢆࡵࡄࡿத࠸ࡢࡇࢆᣦࡍࡶࡢᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡋୖグࡢᘬ⏝ࢆぢ࡚ศࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡣᖖ㸦A㸧ࡢෆᐜࢆ♧ࡍ⏝ㄒࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ
㸦B㸧ࢆྵࡵࠊ࠶ࡽࡌࡵᗈ⩏࡞ព࡛⏝ࡍࡿᐉゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ᭕ࡉ
ࡢཎᅉࡀ࠶ࡿࠋྠᵝࡢࡇࡣࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢ୰࡛ࡶ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
I should premise that I use the term ͆struggle for existence͇in a large and metaphorical sense,
including dependence of one being on another, and including (which is more important)not only
the life of the individual, but success in leaving progeny.  [Darwin,1859͂Struggle for
life’chapter3, p62.]
ࠕ⚾ࡣࠑ⏕Ꮡ㜚தࠒ࠸࠺ゝⴥࢆࠊ࠶ࡿ⏕≀ࡀࡢ⏕≀౫Ꮡࡍࡿ࠸࠺ࡇࡸࠊಶయࡀ⏕ࡁ࡚
࠸ࡃࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᏊᏞࢆṧࡍࡇᡂຌࡍࡿࡇ㸦ࡇࢀࡣ࠸ࡗࡑ࠺㔜せ࡞ࡇ࡛࠶ࡿ㸧ࢆࡩࡃ
ࡲࡏࠊᗈ⩏ࠊࡲࡓẚࡺⓗ࡞ពࠊ⏝࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ࠶ࡽࡌࡵゝࡗ࡚࠾ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ

ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖ࠸࠺ㄒࢆ࣓ࢱࣇ࣮㸦㞃႘㸧ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡢὀព᭩ࡁࡲ
࡛ࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ⛉Ꮫ⏝ㄒࡋ࡚ࡣኻ᱁࡞ࡢࡔࡀࠊࡋࡋࢲ࣮࢘ࣥࡣࠊ
͆struggle for
existence͇ࢆࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ⊃࠸ᐃ⩏ࠖࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ᪥࡛࠸࠺⏕ែᏛⓗ࡞ほⅬࢆᙉㄪࡍ
ࡿࡓࡵࠊᗈ࠸ព࡛ࠊࡘ㞃႘ⓗ⏝࠸ࡿᐉゝࡋࡓࡢࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠕ㜚த㸦struggle㸧
ࠖ
ࡢㄒ⩏ࡽࡍࡿࠊࡇࢀࡣ⏕≀ࡀᅔ㞴ࡢ୰࡛⏕ࡁᢤࡇ࠺ࡍࡿ㐣⛬ࢆࡽ࠼ࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࠊ
ࠕྠ
ࡌ㣗⣊ࢆࡵࡄࡿ⏕Ṛࢆࡅࡓ㸦live or death㸧➇தࠖࡢࡳࡣ▸ᑠࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢹࢆ
ྵࢇ࡛࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
͆struggle for existence͇ࡣࠊ
ࠕ⮬↛ࡢ⤒῭㸦Oeconomy of nature㸧
ࠖࡢࠕࡢ⏕
≀࠾ࡼࡧእⓗ⮬↛ࡓ࠸ࡍࡿ↓㝈」㞧࡞㛵ಀࠖࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿ⏕≀ࡢጼ㛵ࡍࡿࠊࢲ࣮࢘ࣥ⊂
⮬ࡢ࣓ࢱࣇ࣮㸦㞃႘㸧࠸࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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 㐍Ꮫ⪅ࡢ G࣭࣒࢘ࣜࢬ㸦Williams㸧ࡼࢀࡤࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ͆struggle for existence͇ࡣࠊྠࡌ
㈨※ࢆࡵࡄࡗ࡚த࠺ྠ✀ෆࡢ┤᥋ⓗ࡞㜚தࢆᣦࡍࠊ⊃⩏ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠸࠺ 20ࠋ୍᪉࡛ࠊྠࡌࡃ㐍
Ꮫ⪅ࡢ R࣭࢛ࣝ࢘ࣥࢸࣥ㸦Lewontin㸧ࡣࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢ୰ࡢ͆a plant at the edge of a dessert is said to
struggle for life against the drought͇21࠸࠺୍ᩥὀ┠ࡋࠊ
͆struggle for existence͇ࡣ✀ෆ➇த௨ୖࡢព
ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿᣦࡍࡿ 22ࠋ⚾ࡣࠊ୧⪅ࡢᣦࡣࡕࡽࡶṇࡋ࠸ࡀࠊࡕࡽࡶࢲ࣮࢘ࣥࡢᴫᛕࡸ
ࢹయࢆ͆struggle for existence͇ࡢゎ㔘㑏ඖࡋࡼ࠺ࡍࡿ㝈ࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡞ᣦ
࡛࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢࢸࢡࢫࢺࡸᏛㄝయ࡛ࡇࡢㄒࡀఱࢆពࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᏛㄝࡢ
ෆᐜࡸࠊᙼࡀ࠸ࡘࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢸࢡࢫࢺࡢ୰ࡢࡢㄒࡢ㛵ಀࡽࡳ
࡚ࡺࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺̿ࡇࢀࡣࠊ͆グྕࡢࠑពࠒࡣࡢグྕࡢ㛵ಀᛶࡽ⏕ࡌࡿ͇࠸࠺ࢯࢩ࣮ࣗ
ࣝゝㄒᏛࡸᵓ㐀⩏ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
͆struggle for existence͇ࡢㄒࡢ㛵ಀࡣࠊ
✀ࡢ㉳※᭩ࢀࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ㜚தࠊ
͆struggle for life͇ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢయ࡛
͆struggle for existence͇ࡣ 24 ᅇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ
͆struggle for life͇ࡶ 22 ᅇ⛬ᗘ⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ⏝㢖ᗘ࠾࠸࡚୧⪅ࡣࡑࢀࢃࡽ࡞࠸ࠋ༢⣧࡞࢝࢘ࣥࢺࡔࡅࡽṇ☜࡞ࡇࡣゝ࠼࡞
࠸ࡀࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘࠸࠺ࢸࢡࢫࢺࡢ୰ࡢ͆struggle for life͇ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡗ࡚ఱពࡢ࠶ࡿ
㔜せ࡞ㄒ࡛࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࠸࠺ணࡣࡘࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

1.3
 ࠗ✀ࡢ㉳※࠘グࡉࢀࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ㜚த
1858 ᖺ 6 ᭶ 16 ᪥ࠊ⮬↛㑅ᢥㄝ㠀ᖖࡼࡃఝࡓෆᐜࡢ᭩ࢀࡓཎ✏ࡀࢲ࣮࢘ࣥࡢࡶ✺↛㏦
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡢ A࣭࢛࢘ࣞࢫ㸦Wallace㸧ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⾪ᧁⓗ࡞ฟ᮶ࢆᶵࠊᙼࡣᛴࡂ࡛
⮬ศࡢ⌮ㄽࢆබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ 1859 ᖺⓎ⾲ࡉࢀࡓ͆✀
㛵ࡍࡿᮏ͇ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢱࢺࣝࡀࡘࡅࡽࢀࡓࠋ
ON
THE ORIGIN OF SPECIES
BY MEANS OF NATURAL SELECTION㸦ձ㸧
OR THE
PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE
  

FOR LIFE 㸦ղ㸧

ぢ࡚ࢃࡿࡼ࠺ࠊ㢟࡛࠶ࡿࠕ✀ࡢ㉳※㸦The Origin of Species㸧ࠖᑐࡋ࡚ࠊࡘࡢ㢟㸦ձࠊ
ղ㸧ࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋղࡣձࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ࡚ղࡢୗ⥺㒊㸦struggle for life㸧ࡣࠊ⌮
ㄽⓗࡣ͆struggle for existence͇
㸦⏕Ꮡ㜚த㸧ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡢࡀṇࡋ࠸࠸࠺ᬯ㯲ࡢゎࡀ࠶ࡾࠊ᪥

20
21
22

Williams 1996, p32.
Darwin,1859,p62.
Lewontin,1970,pp1-18.
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ᮏ࡛ࡶୗ⥺㒊ࡣࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖ⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿ 23ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊࡇࡢ͆struggle for life͇ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ͆struggle for existence͇
͆struggle for life͇ࢆࡓࡧࡓࡧΰྠࡍࡿࡢࡼ࠺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
͆struggle for life͇ࡣ≉ู࡞ᐃ⩏
ࡶࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀ⮬య࡛᫂☜࡞ពࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ㉳ᅉࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ➨ 3 ❶ࠕ⏕
Ꮡ㜚தࠖࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ࡛ࡣࡘࡂࠊ
㜚தࡘ࠸࡚ࡶ࠺ᑡࡋࡃࢃࡋࡃㄽࡌࡿࡇࡋࡼ࠺㸦We will now discuss
in a little more detail the struggle for existence㸧ࠖ㏙ࡓ┤ᚋࠊࠕᬑ㐢ⓗ࡞㜚தࡀ┿⌮࡛࠶ࡿࡇࢆゝ
ⴥࡢୖ࡛ࡳࡵࡿࡇᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸̿㸦Nothing is easier than to admit in works the truth of the
universal struggle for life̿㸧ࠖ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 24ࠋ
ࡋࡋࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘୰࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ͆struggle for life͇ࢆࠊࡑࡢ๓ᚋ㛵ಀࡽࡼࡃㄪࡿࠊ
ࢲ࣮࢘ࣥࡀ⮬↛㑅ᢥㄝྠࡌࡼ࠺㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࠕศᒱࡢཎ⌮㸦the principle of divergence㸧ࠖ
㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㜚த㸦struggle㸧ࡀᑐᓖࡍࡿ┦ᡭࡸෆᐜࠊ➇தࡢ┦

ᡭࡼࡗ࡚ࠊ✀ࡢࠕኚࠖ✀ࡢࠕศࠖ࠸࠺␗࡞ࡿᖐ⤖ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢࠕศᒱࡢཎ⌮㸦the principle of divergence㸧ࠖ͆struggle for existence͇࠾ࡼࡧ͆struggle
for life͇ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ

2㸬ࠑStruggle for Lifeࠒࡢ㉳※
In June 1842 I first allowed myself the satisfaction of writing a very brief abstract of my theory
in pencil in 35 pages͐But at that time I overlooked one problem of great importance͐This
problem is the tendency in organic beings descended from the same stock to diverge in character
as they become modified.͐The solution, as I believe, is that the modified offspring of all
dominant and increasing forms tend to become adapted to many and highly diversified places in
the economy of nature.

[Darwin, Francis ed.1887(1),p84.]

ࠕ1842 ᖺ 6 ᭶ࠊ⚾ࡣࡣࡌࡵ࡚ࠊ⮬ศࡢ⌮ㄽࡢ㠀ᖖ⡆༢࡞せࢆ㖄➹࡛ 35 ࣮࣌ࢪศ᭩࠸࡚‶㊊
ࡍࡿࡇࢆ⮬ศチࡋࡓࠋ͐ࡋࡋࠊࡑࡢᙜ⚾ࡣࠊ㠀ᖖ㔜࡞୍ࡘࡢၥ㢟ࢆぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ͐
ࡇࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡣࠊྠ୍ࡢ♽ඛࡽ⏤᮶ࡋࡓ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ⏕≀ࡀኚࡋ࡚ࡃࡿࡉ࠸ࡣᙧ㉁ࡢศᒱ
ࢆ⏕ࡌࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ͐ࡑࡢゎ⟅ࡣࠊ⚾ࡢಙࡌࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࡢඃໃ࡛ቑ
ຍࡋࡘࡘ࠶ࡿ✀㢮ࡢኚࡋࡓᏊᏞࡣࠊ⮬↛ࡢ⤒῭ࡢ୰࡛ከࡃࡢࡁࢃࡵ࡚ከᵝ࡞ሙᡤ㐺ᛂࡍࡿࡼ࠺
࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࠖ

ࢲ࣮࢘ࣥࡣ 1842 ᖺࡽ 1844 ᖺࡅ࡚⮬↛㑅ᢥㄝ㛵ࡍࡿࡲࡲࡗࡓせ㸦
࢚ࠗࢭ࣮㸦Essay㸧࠘㸧

ඵᮡ㱟୍ヂࡢࠗ✀ࡢ㉳※࡛࠘ࡣࠊ
͆struggle for life͇ࢆࠕ⏕άࡢࡓࡵࡢ㜚தࠖヂࡋศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ⤖ㄽ㒊
ࡢ͆struggle for life”ࡣࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖヂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
24
Darwin, 1859, p62.
23
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ࢆ᭩ࡁฟࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋ 10 ᖺ௨ୖࡶබ⾲ࡍࡿࡇࢆࡓࡵࡽࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ⮬↛⏺
ࡢࡳࡈ࡞㐺ᛂࡸከᵝᛶࡀ⮬↛㑅ᢥࡢస⏝ࡼࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊࡲࡔ༑ศㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ᙼࡀ⪃࠼࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ 25ࠋ
⮬↛㑅ᢥㄝࡢᴫ␎ࡣࡍ࡛࢚ࠗࢭ࣮࠘ࡲࡵࡽࢀࡓෆᐜ࡛☜ᅛࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡋ
ࡋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢせ࡞㛵ᚰࢆぢⴠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋᙼࡣ 1844 ᖺࡢⅬ࡛ࠊ⮬
↛㑅ᢥࡣせ࡞ࡶࡢࢆ㝖ཤࡋ㐺ᛂⓗ࡞ᙧ㉁ࢆಖᏑࡍࡿ㸦⤖ᯝࡋ࡚ಶయ⩌ࡢᖹᆒⓗ࡞ᙧ㉁ࡀኚࡍࡿ㸧
࠸࠺ࢹࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ⮬↛㑅ᢥࡢస⏝ࡼࡗ࡚ᙧ㉁ࡀࠕศᒱࠖࡋ࡚ࡺࡃཎ⌮ࢆ᫂ࡽ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇẼࡀ࠸࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠕ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧
ࠖࡽᙧ㉁
ࡢࠕኚࠖ㸦✀ࡢኚࡢࣉࣟࢭࢫ㸧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡶࠊ࡞ࡐᙧ㉁ࡢᕪ␗ࡀቑࡋࠊࡸࡀ࡚ࡣ
ࡗࡁࡾࡋࡓูࠎࡢ✀ࠕศᒱࠖࡍࡿഴྥࢆᖖࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸦✀ศࡢࣉࣟࢭࢫ㸧ࡢ⤌ࡳࢆ
⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࢲ࣮࢘ࣥࡣࠊ᪂✀ࡢᙧᡂ㸦✀ศ㸧ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊぶ✀㸦parental population㸧ࡽศࡋࡓ᪂
ࡋ࠸ಶయ⩌㸦population㸧ࡢ㛫ࡣࠊ㞧ࢆጉࡆࡿఱࡽࡢ㝸㞳ᶵᵓ㸦ᙧ㉁ศᒱࡢཎ⌮㸧ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ1844 ᖺࡢ࢚ࢭ࣮ࡲࡵࡽࢀࡓ⮬↛㑅ᢥࡣࠊࣛࣥࢲ࣒࡞ኚ␗ࡢฟ⌧㑅ᢥ
ࡼࡗ࡚༢୍㞟ᅋࡢᙧ㉁ࡀᚎࠎኚࡍࡿࡇࡣㄝ࡛᫂ࡁࡿࡀࠊ࠶ࡿ㞟ᅋࡀ⛱ᛶࢆࡶࡘูಶࡢ㞟ᅋ
ศࢀࡿ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㑅ᢥࡢᶵᵓࡼࡗ࡚㐺ᛂⓗ࡞ኚࡢࣉࣟ
ࢭࢫࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡚ࡶࠊ✀ศࡢᶵᵓࡸ㐣⛬ࡘ࠸࡚ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿ 26ࠋ
ࡇࡢၥ㢟ࡢゎ⟅ࢲ࣮࢘ࣥࡀᶞ❧ࡋࡓࠕᙧ㉁ศᒱࡢཎ⌮ࠖࡣࠊ㛫ࡢ⤒㐣ࡶࠊ✵㛫ࡸࠕሙࠖ
ࡢ୰࡛ᙧ㉁ࡢᕪ␗ࡀቑࡋ࡚ࡺࡃ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡾࠊ✀ศ㸦speciation㸧ࡸከᵝᛶ㸦diversitiy㸧ࡢ㉳
※㛵ࡍࡿཎ⌮࡛࠶ࡿࠋศᒱࡢཎ⌮ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ࡢ⌮ゎ㸦⮬↛ほ㸧ࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡾ 27ࠊࡇࡢ
ཎ⌮ࡀྵࡲࢀ࡚ࡇࡑࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢᏛㄝ࡞࠸ࡋࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡀᡂࡋ࠺ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ⚾ࡓࡕࡣᚰ
ࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

2.1
 ࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖࡢᶞ❧
ࠕ✀ศࡢࣉࣟࢭࢫࠖ㛵ࡍࡿࢲ࣮࢘ࣥࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊ⏕≀ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞◊✲ࡢࠊ1846㹼1854
ᖺࡅ࡚⾜ࡗࡓᗈ⠊࡞⬮㢮㸦ࣇࢪࢶ࣎㸧ࡢ◊✲ࡼࡗ࡚ࡁࡃⓎᒎࡋࡓ 28ࠋᙼࡀወጁ࡞ᙧែࢆࡶ
ࡘࣇࢪࢶ࣎ࡢᵝࠎ࡞✀ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡁࠊࢇ⎔ቃࡢࢃࡽ࡞࠸Ᏻᐃࡋࡓ⎔ቃୗ࡛ࠊ࡞ࡐ㞟ᅋ
ࡢෆ㒊㧗ᗘࡢከᵝᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡍ࡛ࠕᮌࠖࡢࢆࡗ࡚ᯞ
ศࢀࡢẚ႘ࢆ⏝࠸࡚ࡣ࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᏳᐃࡋࡓ⎔ቃୗ࡛ࠊᮌࡢᯞࡀḟࠎศࡋ࡚ࡺࡃഴྥࢆᖖᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࡇࡢၥ㢟ព㆑ࡀࠊA࣭࢛࢘
ࣞࢫࡢ㐍ㄽࡁࡃ␗࡞ࡿෆᐜࢆྵࡴࡇ࡞ࡿࠋ

25
26
27
28

Ospovat,1981.
Lesch, 1975.
Richards,2011.
Bowler,1990,pp98-108.
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ࡑࡋ࡚ࠊᙼࡣศᒱ✀ศࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺⤖ㄽࡍࡿ̿ࡓ࠼Ᏻᐃࡋࡓ≀⌮ⓗ⎔ቃ
࠾࠸࡚ࡶࠊ⏕≀ࡢࠕቑຍࡋࡼ࠺ࡍࡿഴྥࠖࡼࡗ࡚ᚲ↛ⓗ㈨※ࢆࡵࡄࡿ⏕Ꮡ㜚தࡀ࠾ࡁ 29ࠊࡇ
ࢀࡀศᒱࡢᅽຊࡋ࡚ࡣࡓࡽࡃࠋศᒱࡣ⏕Ꮡ㜚தࡀ⃭ࡋࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛᭱ࡶ㉳ࡇࡾࡸࡍࡃࠊ
ࡑࡢ୰ࡽኚ␗㸦ᙧ㉁ࡢᕪ␗㸧ࡢࡁ࠸ࡶࡢࡀ㏆᥋㡿ᇦศᩓࡋ࡚ᡂຌࡋࠊᣑᙇࡀ㐍ࡴ̿࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ 30ࠋࡇࡢ㐣⛬ࡀ㐍⾜ࡍࡿࡘࢀ࡚ࠊ⏕≀㞟ᅋࡣ⥅⥆ⓗᙧ㉁ࡢศᒱࢆ⥆ࡅࠊኚ␗ࡢᕪ␗ࡀᣑ
ࡋ᪂ࡋ࠸✀⛣⾜ࡍࡿ㸦ࡘࡲࡾ✀ศ⮳ࡿ㸧ࡢ࡛࠶ࡿ 31ࠋ
ࢲ࣮࢘ࣥࡢศᒱࡢཎ⌮ࡣࠕ࠶ࡿᙧ㉁ࡢᒁᡤⓗ࡞᭱㐺ྥ࠺ࣉࣟࢭࢫ 32ࠖ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊࡇࡢሙྜࡢࠕ᭱㐺ࠖࡣࠊ࠶ࡿᙧ㉁ࡢಶయ⩌୰ࡢฟ⌧㢖ᗘᇶ࡙ࡃ㐺ᛂⓗኚࡢࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⏕ែᏛⓗ࡞ࠕሙࠖ
㸦ecological niche㸧࠾ࡅࡿࠊ⎔ቃ᮲௳ 33ࡢ┦స⏝ࡽಖᏑ㞟✚ࡉࢀࡿᙧ㉁ࡢࠕ≉
Ṧ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢཎ⌮ࡀㄌ⏕ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⮬↛㑅ᢥࡣ༢ࠕせ࡞ࡶࡢࢆ㝖ཤࡍࡿࠖຊࡋ࡚࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⏕≀ࡗ࡚┈࡞ࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋಖᏑࡍࡿࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀᮃࢇࡔ✚ᴟⓗ࡞ຊ࠼ࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ 34ࠋ
ࡇࢁ࡛᪥࡛ࡣࠊ⏕≀Ꮫ⏝ㄒ࡛ࡶ͆Natural Selection͇ࢆࠕ⮬↛Ὲửࠖヂࡍሙྜࡀከ࠸ࡀ 35ࠊࡇ
ࢀࡣࠕせ࡞ࡶࡢࠊᝏ࠸ࡶࡢࢆ㝖ཤࡍࡿࠖ࠸࠺ព࡛⏝ࡉࢀࡿࡁࡶࡢ࡛ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほ
ᇶ࡙ࡃ͆Natural Selection͇
㸦⮬↛㑅ᢥ㸧ࡣࠊࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖࡽ᫂☜⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊࠕ᭷⏝
࡞ࡶࡢࠊⰋ࠸ࡶࡢࢆྲྀࡿ㸦ಖᏑࡍࡿ㸧
ࠖព࡛࠶ࡿ 36ࠋ

2.2 ศᒱࡢཎ⌮⏕Ꮡ㜚த
ࡉ࡚ࡘࡂࠊ⮬↛㑅ᢥࡼࡿ✀ศࡢࣉࣟࢭࢫࠕ㜚த㸦struggle㸧ࠖࡣࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠶ࡿࡢ
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡎ㜚தࢆ┦ᡭࡼࡗ࡚ศ㢮ࡍࡿࠊձྠ୍✀ࡢಶయ㛫㜚தࠊղ✀㛫࠾ࡅࡿ㜚தࠊճ⎔ቃࡢ㜚
தࡢ㸱ࡘࡢࢱࣉศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ 37ࠋ1.2 ࡢศ㢮ࢆྜࢃࡏࡿࠊ
㸦A㸧ࡣձྵࡲࢀࠊ
㸦B㸧ࡣղ
ྵࡲࢀࠊ
㸦C㸧ࡣճ┦ᙜࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⮬↛㑅ᢥࡼࡿᖐ⤖ࡣ㹹ձ㸻ྠ୍✀ෆࡢ㜚த㹻㹹ղ㸻␗✀㛫ࡢ㜚த࣭ճ㸻⎔ቃࡢ㜚த㹻ࡢ㛫
Darwin,1859,p63.
ࠗ⮬ఏ࠘ࡼࢀࡤࠊ㤿㌴ࡗ࡚ศᒱࡋࡓ㐨ࡉࡋࡗࡓࡁࠊศᒱࡢཎ⌮ࡢゎ⟅ࡀᛮ࠸ᾋࢇࡔ࠸࠺ࠋ
㸦Darwin, Francis ed.,1887(1),p84.㸧
31 ࡓࡔࡋࡇࡢぢゎࡣࠊᆅ⌮ⓗ࡞㞀ቨࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃࡶ୍ࡘࡢ㞟ᅋࡀ࠸㓄ࡋ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉศࢀᚓࡿ࠸
࠺ࡶࡢ࡛ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ᪥࡛࠸࠺ࠕྠᡤⓗ✀ศࠖࢆཷࡅධࢀࡓⅬ࡛ㄗࡗ࡚࠸ࡿࡉࢀࡿ㸦ᮏ✏ 3.3 ཧ↷㸧ࠋ
32
ෆ,2009,p109.
33
ࡇࡢሙྜࠕ⏕≀ⓗ⎔ቃࠖࡶྵࡵࡿࠋ
34
Darwin,1859,p117
35
ᇼఙኵ࣭ᇼᡯヂࡢࠗ✀ࡢ㉳※࠘
㸦➨ 6 ∧㸧ࡢ⩻ヂ࡛ࡶࠕ⮬↛Ὲửࠖࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᇼఙኵ࣭ᇼᡯࠗࢳ
࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢲ࣮࢘ࣥ ✀ࡢ㉳※࠘ཎⴭ➨ 6 ∧,ᮅ᭩ᗑ,ᮾி,2009.㸧
36
ᯇỌ,2009.
37
Mayr,1988,pp223-224.࡞ࡽࡧ▼ᕝ,1988,p224.ࡓࡔࡋ▼ᕝࡼࡿࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣࡋࡔ࠸ձࢱࣉࡢ⏕Ꮡ㜚த
㸦⏕Ꮡ➇த㸧ࢆ㐍ࡢせ࡞せᅉ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᑿ㛵㸦1995㸧ࡣ▼ᕝࡢ㜚தᴫᛕࡢศᯒ
ࢆࡶࠊඹ⏕⌮ᛕࡢᵓ⠏ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸦ᑿ㛵࿘ࠗ⌧௦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥඹ⏕࣭ඹྠ࠘㟷ᮌ᭩
ᗑ,1995,pp158-159㸧ࠋ
29
30
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࡛ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡾࠊ✀⮬యࡀኚࡍࡿ࠸࠺⪃࠼฿㐩ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡲࡎձࡀᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢲ࣮࢘ࣥࡀ࣐ࣝࢧࢫࡢⴭసࡽὝᐹࡋࡓ㜚தࡣձ┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡾ୍ࡘ
ࡢ✀ࡢ㞟ᅋෆ࡛㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㜚தᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢྠ୍✀ࡢಶయ㛫࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㜚த㸦ձ㸧ࡀ
ಶయ⩌ࡢᖹᆒⓗ࡞ᵓᡂࢆኚࡉࡏࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠶ࡓࡾࠊࢲ࣮࢘ࣥࡼࡗ࡚͆struggle for existence͇
㸦⏕Ꮡ㜚த㸧࠸࠺ㄒࡀᙜ࡚ࡣࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛͆struggle for existence͇ࡣࠊྠࡌᅵᆅఫࡳࠊྠ
ࡌ㣗≀ࢆᚲせࡋࠊྠࡌ༴㝤ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿྠ୍✀ࡢಶయ㛫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐦ᥋࡞⾑⦕㛵ಀ࠶ࡿኚ✀
ࡢ㛫࡛᭱ࡶ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ 38࠸࠺ࡇࡶ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ≉ᐃࡢ⎔ቃ࠾࠸࡚✀ࡀ㐺ᛂⓗኚࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫ㸦ࡘࡲࡾ✀ࡢᩘࡣࢃࡽ࡞࠸㸧࡛࠶ࡾࠊศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ㸦ࡘࡲࡾ✀ࡢᩘࡀቑࡍࡿ㸧ࢆ㐍⾜
ࡉࡏࡿຊࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋศᒱࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊኚ✀ࡀ୍ࡘࡢ㓄ྍ⬟࡞✀ศࡋ࡚ࡺࡃࣉࣟ
ࢭࢫ࡛ࠊ⏕Ꮡ㜚தࡀศᩓࡢᅽຊࡋ࡚ࡣࡓࡽࡁࠊᚑ᮶ࡢ⏕ᜥሙᡤࡽࡣࡌࡁࡔࡉࢀࡓ⏕≀ಶయࡀ᪂
ࡋ࠸⏕άࡢሙࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࡺࡃ㐣⛬ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ⏕≀ಶయࡣࡇࡢࡁࠊྠ✀ࡢಶయ⩌㛫ࡢ㜚தࡽᙎ
ࡁฟࡓࡋ࡚ࡶࠊ⛣ఫඛࡢࡢ⏕≀ࡸ⏕άࡢ≀⌮ⓗ᮲௳ࡢ͆᪂ࡓ࡞͇㜚தࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾศᒱࡢ㐣⛬࡛ࡣ㹹ղ࣭ճ㹻ࡢ㜚தࡀᨭ㓄ⓗ࡞ࡾࠊࡑࢀࡀࠕ≉Ṧࠖࡸ✀ศࡢຊ࡞ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡢ⏕≀ࡣᖖ୧᪉ࡢ㜚த≧ែ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺㸧
㹹ղ࣭ճ㹻ࡢ㜚த
39ࠖ
ࠊࡲࡓࡣࡢ⏕≀ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿሙ࡛

ࢆࢲ࣮࢘ࣥὶ࠸࠼ࡤࠊ⏕≀ࡀࠕ⏕ຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ
ࠕᡂຌ㸦success㸧ࠖࡍࡿࡓࡵ

40ࠊ᪂ࡋ࠸ᅵᆅ࡛ࠕ⏕άࡋࡼ࠺ࡋ࡚᭱ࡢດຊ㸦strive㸧 41ࠖࢆࡍࡿ

άືࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏕≀ࡢάືὀ┠ࡍࡿࡇࡣࠊせ࡞ࡶࡢࢆ㝖ཤࡍࡿᶵᵓࡋ࡚ࡢᶵᲔ
࣭

࣭

࣭

ㄽⓗ࡞ࠕ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧ࠖࡼࡾࡶࠊ⏕≀ࡢ యⓗ ࡞ࠕ⏕άࡢࡓࡵࡢ㜚࠸㸦
͆struggle for
life͇㸧ࠖ࠸࠺㜚தࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

2.3 ࠑStruggle for Lifeࠒࡢ㉳※
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࢆ⏕≀㐍㛵ࡍࡿ୍ࡘࡢṔྐⓗ≀ㄒࡋ࡚ࡳࡿࡇࡢព⩏ࡣࠊ⮬↛ୡ⏺ࡢṔྐⓗ㐣
⛬ࡀ༢࡞ࡿ≀㸦thing㸧ࡢ⥲య࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟ᮶㸦event㸧ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࠶
ࡿ

42⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡣᵝࠎ࡞ほᐹᐇࡸ᪤Ꮡࡢᴫᛕࡢຓࡅࢆࡾ࡚ࢸࢡࢫࢺࡉࢀ

࡚࠾ࡾࠊࡑࡇグࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛㄝࡸ⌮ㄽࡣࠊ⮬↛㛵ࡍࡿࠕㄝ᫂ࣔࢹࣝࠖ௨ୖࡢࠊࠕゎ㔘ࣔࢹࣝࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕᛮ⪃ࣔࢹࣝࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖ࠸࠺ࣔࢹࣝࡢᶞ❧ࡢࡉ࠸ࠊ⤒῭Ꮫࡢࠕศᴗ㸦division of labor㸧
ࠖ
Darwin,1859,P75.
⏕≀ࡀࠕቑຍࡋࡼ࠺ࡍࡿഴྥࠖ͆try͇࠸࠺ㄒࢆࡋࡤࡋࡤ⏝ࡉࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤ͆the struggle for the production
of new and modified descendants, will mainly lie between the larger groups, which are all trying to increase in number͇
(Darwin,1859,p125.)ࡸࠊ͆each organic being is trying to live wherever it can live͇(Darwin,1859,p204.)࡞ࠋ
40
㜚தࡘ࠸࡚ࡣࠊ͆͐the nature of the plants or animals which have struggled successfully with the indigenes of any
country͐(Darwin,1859,p115)͇࡞ࠊ
ࠕᡂຌࠖࡸࠕດຊ㸦strive㸧ࠖ࡞ࡢㄒࢆ⏝ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊᨃேⓗࡶᛮ࠼ࡿ
⾲⌧ࢆከࡃぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
41
Darwin,1859,p113-114.
42
㔝ᐙ,2005,p311.
38
39
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ࡢᴫᛕࡸࠊJ࣭ࣁࣥࢱ࣮㸦Hunter㸧ࡢࠕື≀ࡢ⤒῭ࠖㄽ 43ࠊH࣭࣑࣭࢚ࣝࣥࢻ࣮࣡ࢬ㸦Milne Edwards㸧
ࡢࠕ⏕⌮Ꮫⓗศᴗ㸦physiological division of labor㸧ࠖࡢᴫᛕࢆᡭࡾࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ 44ࠋ⏕⌮ⓗศᴗࡢᴫᛕࡣࠊປാࡀศࡍࢀࡤࡍࡿᕤሙࡢ⏕⏘ຠ⋡ࡀୖࡀࡿࡼ࠺ࠊ⏕≀ಶ
యࡢྛ㒊ศࡢᶵ⬟ࡀศࡍࢀࡤࡍࡿ⏕άࡢຠ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ㧗ᗘ࡞⏕≀⏕⌮ⓗ࡞⤌⧊ᶵ
⬟ࡢศࡀࡍࡍࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࣁࣥࢱ࣮ࡣࠊ
ࠕື≀ࡢ⤒῭ࠖ࠾ࡅࡿ⏕⌮ⓗ⌮ⓗศᴗࡢᴫᛕࢆࠕ⮬↛ࡢ⤒῭㸦The Oeconomy
of Nature㸧ࠖ㸦᪥ࡢ⏕ែᏛ㸸ecology㸧ࡢࠕሙᡤ㸦place㸧
ࠖ࠸࠺ᴫᛕ⤖ࡧࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠕ⮬↛
ࡸே㛫ࡢࢹࢨࣥぢࡽࢀࡿከ࡞Ⅼ㸦advantage㸧ࠖࡀࠕศᴗࠖࡢᡂᯝࡼࡿࡶࡢࡔ࠸࠺࣑࣭ࣝࣥ
࢚ࢻ࣮࣡ࢬࡢ⪃࠼ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓ 45ࠋ࣑࣭࢚ࣝࣥࢻ࣮࣡ࢬࡢ⏕⌮ⓗศᴗࡢ
ᴫᛕࡣࠊ⏕≀✀ࡢ㦫ࡃࡁከᵝᛶ㐺ᛂࡀࠊࠕሙᡤࠖࡢศᒱ≉Ṧࡼࡿᡂᯝ࡛࠶ࡿ࠸࠺
ࢹࢆࢲ࣮࢘ࣥᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛ࠊࣜࣥࢿࡀ⏕άࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡍࡿື≀ࡢᶵ⬟ࢆ
⮬↛⏺యㄪࡍࡿᶵ⬟ࡋ࡚ᣑࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓ

46ࡇࡶຍ࠼࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣࠕື≀ࡢ⤒῭ࠖ

࠾ࡅࡿ⏕⌮Ꮫⓗ࡞͆ᙺศᢸ͇࠸࠺ഴྥࠊࠕ⮬↛ࡢ⤒῭ࠖ࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸ሙᡤ✀ࡀศᒱࡋ࡚
ࡺࡃഴྥࢆࠊࣃࣛࣞࣝ࡞ࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝ㸦De Candolle㸧ࡸ C࣭࢚ࣛࣝ㸦Lyell㸧ࡽࡢ◊✲ࡣࠊศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ̿ࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕ⮬↛ࡢ⤒῭ࠖ࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ࠕሙᡤࠖ≉Ṧࡋ࡚ࡺࡃ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ⏕≀ಶయࡀ⎔ቃ᮲௳ࡸࡢ
⏕≀✀ࡼࡗ࡚⏕άࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡓࡵࠊศᒱࡢ㐣⛬ࡣࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡛ኚᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ
㆑ࢆ࠼ࡓࠋ࢚ࣛࣝࡢࠗᆅ㉁Ꮫཎ⌮㸦Principles of Geology㸧࠘ࡣࠊ⏕≀ࡢᆅ⌮ⓗศᕸࡀࠊࡑࡇ⏕
ᜥࡍࡿ⏕≀ᆅ⌮ⓗ᮲௳」㞧࡞㛵ಀᇶ࡙ࡃ࠸࠺ࡇࡸࠊ⏕≀ࡢศᩓࡢ᪉ࡲ࡛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡶ⏕≀ࡀኚࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࠸࠺♧၀ࢆࢲ࣮࢘ࣥ࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ᳜≀Ꮫ⪅ࡢࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝࡣࠊ͆Station͇㸦᪥ࡢࠕ⏕ᜥᆅ㸸habitatࠖ┦ᙜ㸧࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࠊ
ࡑࡢ୰ࡢ᳜≀ࡣࡘࡡᡓத≧ែ㸦a state of war㸧࠶ࡾࠊ✀㛫ࡸ⎔ቃࡢ⤯࠼㛫࡞࠸㜚த㸦perpetual
struggle㸧ࡘ࠸࡚ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝࡢ͆Station͇ࡸ㜚தᴫᛕࡣࠊࠕࡢ⏕≀࠾ࡼࡧእⓗ⮬
↛ᑐࡍࡿ↓㝈」㞧࡞㛵ಀࠖ 47ࠊศᩓࡸࢽࢵࢳࡢ⋓ᚓ㛵ࡍࡿࢲ࣮࢘ࣥࡢ⪃ᐹࡢᇶ♏࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣ࢚ࣛࣝࡸ࢝ࣥࢻࣝࡽࡀᙉㄪࡋࡓ㜚த㸦perpetual struggle, etc.㸧
㸦ࡓࡔࡋղ࣭
ճࡢ㜚த㸧ࡘ࠸࡚ࠊ1857 ᖺ 9 ᭶ 5 ᪥ࡢ A࣭ࢢࣞ㸦Gray㸧࠶࡚ࡓᡭ⣬ࡢ୍⠇ࠊ
͆͐The elder De
Candolle, W. Herbert, and Lyell, have written on the struggle for life; but even they have not written strongly
enough.͇᭩࠸࡚࠸ࡿࠋᐇࡣࠊࡇࡢᡭ⣬ࡣࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖࡘ࠸࡚ࡢ᭱ึࡢࡲࡲࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡾ 48ࠊ
43
44
45
46
47
48

Hunter,1837.
Schwever,1980,pp195-289.
Darwin,1859 p115-116.
Pearce,2010,p515.
Darwin,1889,p86.
Darwin,Burkhardt,1996,p177-180.
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ࡢࡕ 1858 ᖺࡢࢲ࣮࢛࢘ࣥ࢘ࣞࢫࡢྠⓎ⾲ㄽᩥ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡿ 49ࠋ
ࡉ࡚ୖグࡢᡭ⣬ࡢ୍ᩥ࠶ࡿࡼ࠺ࠊࡇࡇ࡛ࡣࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝࡸ࢚ࣛࣝࡀ⪃࠼ࡿ㜚தࠊ
͆struggle for
life͇࠸࠺ㄒࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇὀ┠ࡋ࡚࠾ࡃ 50ࠋࢲ࣮࢘ࣥࡀ͆struggle for life”ࡋ࡚ࢻ࣭࢝
ࣥࢻࣝࡸ࢚ࣛࣝࡢ㜚தᴫᛕࡘ࠸࡚ㄒࡿࡁࠊࡑࢀࡣ࣐ࣝࢧࢫࢆ㏻ࡌ࡚Ὕᐹࡉࢀࡓࠕྠ✀ࡢಶయ㛫ࠖ
࠾ࡇࡿ㜚த⇚Ⅿ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡶࠊ⮬↛ୡ⏺ࡀࣜࣥࢿࡢᥥࡃ⚄Ꮫⓗ࡞ࠊ㐀ࡉࢀࡓࡀᨾ㟼
ⓗ࡛Ᏻᐃࡋࡓୡ⏺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᜥᇦࡸࢽࢵࢳ㸦⏕άࡢࠕሙࠖ㸧ࡢ⏕ά᮲௳࠾ࡅࡿ᭷ᶵⓗ࡞ኚࡢࢲ
ࢼ࣑ࢬ࣒ࡶ⏕ࡌࡿࡶࡢࡔࠊ࠸࠺ಙᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ศᒱࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ⏕≀ಶయࠕሙࠖࡢ┦స⏝࣭┦㛵ಀࡼࡗ࡚㐍⾜ࡋࠊ
͆struggle for existence͇
㸦⏕Ꮡ㜚த㸧ࡢࠕせ࡞ࡶࡢࡢ㝖ཤࠖࡼࡿ༢࡞ࡿᶵᲔⓗ࡛ཷືⓗ࡞ኚ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕≀ࡢ͆struggle
for life͇㸦⏕άࡢࡓࡵࡢࠊ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࡓࡓ࠸㸧ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍࠊࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡛యⓗ࡞ኚ࡛࠶
ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

2.4  ୖᴫᛕࡋ࡚ࡢࠑStruggle for Lifeࠒ
ศᒱࡢཎ⌮ࡣࠕ⮬↛㑅ᢥㄝྠࡌࡃࡽ࠸㔜せ࡞⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠖ 51ࢲ࣮࢘ࣥࡣ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊ࡛ࡣ
1859 ᖺබหࡉࢀࡓࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢ୰࡛ࠊศᒱࡢཎ⌮㛵ࡍࡿෆᐜࡣࡇ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
ࠋࡲࡎཎ⌮㛵ࡍࡿゎㄝࡣ➨ 4 ❶ࡢᚋ༙

52➨

10 ❶ࡶ᭩ࢀ࡚࠾ࡾ

53ࠊࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿ⏕≀ᆅ

⌮Ꮫⓗ࡞⪃ᐹࡘ࠸࡚ࡣ➨ 10㹼12 ❶ࡢ㛫ࠊᙧែᏛⓗ࡞⪃ᐹࡘ࠸࡚ࡣ➨ 13 ❶᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨
10 ❶㹼13 ❶ࡢෆᐜࡣࠊ⏕≀ࡀࡢࡼ࠺ࡢ᪂ࡋ࠸ᅵᆅ⛣ఫࡋࠊ≉Ṧࡼࡗ࡚ࠕ⮬↛ࡢ⤒῭ࠖ
ࡢ୰࠸ࠕሙࠖࢆ༨ࡵࡿࡘ࠸࡚ࡢෆᐜࡀ≀ㄒⓗㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

54ࠋ
㸦ࡇࢀࡽࡢ❶ࡣࡇࢀࡲ

࡛ࠊ
ࠕ⏕Ꮡ㜚தࡼࡿ⮬↛㑅ᢥㄝࠖࡢ㘓ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡋᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸧
ࡉ࡚ศᒱࡢཎ⌮ࡸᆅ⌮ⓗศᕸ㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ୰࡛ࠊ
͆⏕Ꮡ㜚த͇ࡀ͆struggle for existence͇͆struggle
for life͇ࡢࡕࡽ࡛᭩ࢀ࡚࠸ࡿࢆぢࡿࠊࢇࡀ͆struggle for life͇㸦⏕άࡢࡓࡵࡢࠊ⏕ࡁࡿ
ࡓࡵࡢࡓࡓ࠸㸧ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡍ࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊศᒱࡢࣉࣟࢭࢫࡣࢽࢵࢳࢆ
⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢࠊ᪂ࡓ࡞⎔ቃ᮲௳ୗ࡛ࡢ㜚த㹹ղ࣭ճ㹻ࢆᚲせࡋࠊࡑࢀࡣ͆struggle for existence͇
࠸࠺ㄒ࡛ࡣ⾲⌧ࡋ࠼࡞࠸⏕≀ࡢయⓗ࡞άືࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡣࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖ㛵ࡍࡿ
㜚தࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘព㆑ⓗࡇࡢ͆struggle for life͇࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀ
ࡿ 55ࠋࡑࡢ୍ࡋ࡚ࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘➨ 3 ❶ࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡽ௨ୗࡢ㒊ศࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ
㸦CAPTER Ϫ STRUGGLE FOR EXISTENCE㸧

Darwin and Wallace ,1858,p52-53.
ࡓࡔࡋࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢྠᵝࡢᩥ୰ࡣ͆competition͇᭩࠸࡚࠸ࡿ㸦Darwin,1859,p62.㸧
51
Stauffer,1975,p227.
52
Darwin,1859,p111.
53
Darwin,1859,p331.
54 ࡓ࠼ࡤࠊ
͆the varying descendants of each species trying to occupy as many and as different places as
possible in the economy of nature͇㸦Darwin,1859,p412.㸧࡞ࠋ
55
ࡓࡔࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࡇࢃࡾ㏻ࡾ͆struggle for existence͇ࢆᗈ⩏࡞ព࡛⏝࠸ࢀࡤղࠊճࡢពࢆྵࡴ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡑࡢሙྜࠊ͆struggle for existence͇ࡣ͆struggle for life͇ࡢ㞃႘࡛࠶ࡿࠊ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
49
50
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Before entering on the subject of this chapter, I must make a few preliminary remarks, to show
how the struggle for existence bears on Natural Selection.͐
ࠕࡇࡢ❶ࡢ㢟ࡣ࠸ࡿࡲ࠼ࠊ⏕Ꮡ㜚தࡀ⮬↛㑅ᢥࡓ࠸ࡋ࡚࠸࡞ࡿ㛵ಀࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࢆ
♧ࡍࡓࡵࠊⱝᖸࡢணഛⓗ࡞グ㏙ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ͐ࠖ

௨ୖࡢᩥࡢᑡࡋᚋࠊ
ࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
͐Again, it may be asked, how is that varieties, which I have called incipient species, become
ultimately converted into good and distinct species, which in most cases obviously differ from
each other far more than do the varieties of the same species? How do those groups genera, and
which differ from each other more than do the varieties of the same genus, arise? All these results,
as we shall more fully see in the next chapter, follow inevitably from the struggle for life.
[Darwin1859, p60-61.]
ࠕ͐ࡘࡂࡢࡇࡶࡲࡓࠊၥࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⚾ࡀⓎ➃ࡢ✀ࡼࢇࡔኚ✀ࡣࠊ࠸ࡋ࡚ࡘ࠸ࠊ
༑ศ㈨᱁ࡢ࠶ࡿࡣࡗࡁࡾࡋࡓ✀ࠊࡘࡲࡾ㒊ศࡢሙྜࡣྠ✀ࡢኚ✀࠺ࡋࡼࡾࡶ┦ࡎࡗ
ከࡃࡢᕪ␗ࢆ♧ࡍࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ✀ࠊኚࢃࡗ࡚ࡺࡃࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡕࡀࡗࡓᒓࡼࡤ
ࢀࡿࡶࡢࡢᡂဨࡉࢀࠊྠ✀ࡢ✀࠺ࡋࡼࡾࡶ┦ከࡃࡢᕪ␗ࢆ♧ࡍ✀ࡢ⩌ࡣࠊ࠸ࡋ࡚⏕ࡌ
ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡣࡍ࡚ࠊḟ❶࡛ࡉࡽヲࡋࡃࡢࡿࡼ࠺ࠊ⏕άࡢࡓࡵࡢ㜚தࡢ
⤖ᯝࡋ࡚⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ

͆struggle for life͇ࡣࠊྠ୍✀ࡢಶయ㛫ࡢ㜚த࠸࠺㝈ᐃࡉࢀࡓព࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗈ⩏ࡢෆᐜࢆྵࡴ⛬
ᗘࡢࡇࡣࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࢆㄞࡵࡤẚ㍑ⓗ⡆༢ീࡀࡘࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋ⏕Ꮡ㜚தࡢ⪃ᐹ㛵ࡍࡿ
௨ୖࡢ୍ᩥࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ͆struggle for life͇࠸࠺ㄒࢆࠊศᒱࡢཎ⌮ࡸ✀ศࠊከᵝᛶࡢ㉳※ࢆࡶ
ࡓࡽࡍ㜚தࡋ࡚⏝࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂☜ศࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿ㸦ࡑࡢ┤๓᭩ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ
ࡣࠕ㐺ᛂࠖ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠋຍ࠼࡚ࢲ࣮࢘ࣥࡣࡇࡢㄒࢆࠊ✀ࡢୖศ㢮⩌ࡢࡼ࠺ࠊᵝࠎ࡞
㜚த㸦struggle㸧ෆᐜࢆໟᣓࡍࡿୖᴫᛕࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
Nothing is easier than to admit in words the truth of the universal struggle for life, or more
difficult ̿ at least I have found it so ̿ than constantly to bear this conclusion in mind. 
[Darwin1859,p62.]
ࠕᬑ㐢ⓗ࡞㜚த㸦struggle for life㸧ࡀ┿⌮࡛࠶ࡿࡇࢆゝⴥࡢୖ࡛ࡳࡵࡿࡇᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠖ

ࡓ࠼ࡤୖグࡢࡼ࠺ࠊ
͆struggle for life͇ࢆᬑ㐢ⓗ㸦universal㸧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿᙧᐜࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ
ࡽண࡛ࡁࡿࠋࡋࡋࠊ
͆struggle for life͇ࡀᵝࠎ࡞ࠕ㜚தࠖࢆໟᣓࡋ࡚࠸ࡿୖᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠸࠺
ఱࡼࡾࡢドᣐࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢ⾲⣬ࠕ⤖ㄽࠖࡇࡢㄒࢆ㑅ᢥࡋࡓࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡣࠊᙼࡀ 1837 ᖺ⏕≀ࡀ㐍ࢆࡍࡿᐇࢆᢎㄆࡋࠊ1838 ᖺ࣐ࣝࢧࢫࠗேཱྀ࠘ࡽ
⏕Ꮡ㜚தࡼࡿ⮬↛㑅ᢥㄝࢆᶞ❧ࡋࠊࡑࡋ࡚ 1857 ᖺศᒱࡢཎ⌮ࢆᶞ❧ࡍࡿ࠸࠺ࠊ㸱ࡘࡢ㔜せ࡞
ẁ㝵ࢆ㋃ࢇ࡛ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓࠋ㜚தᴫᛕࡶࡇࡢ㐣⛬ࡶⓎᒎࡋࠊ༢⊂ࡢ͆struggle͇ࡽ͆struggle
for existence͇㸦⏕Ꮡ㜚த㸧ࠊࡑࡋ࡚͆struggle for life͇㸦⏕άࡢࡓࡵࡢࡓࡓ࠸㸧Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ͆struggle for life͇ࡣࠕ⮬↛ࡢ⤒῭ࠖ࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞㜚தࢆໟᣓࡍࡿୖ
ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほࡢ͆ࢩࢽࣇࣥ㸦signifiant㸧͇࠸࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

3㸬ࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほ̿ᏛㄝࡢⓎᒎࠕ㜚தࠖᴫᛕ
ࢲ࣮࢘ࣥࡢᏛㄝࡣࠊ㐺ᛂⓗ࡞㐍࠸࠺ࠕᆶ┤ⓗࠖ࡞⌧㇟ࠊಶయ⩌ࡸⓎ➃ࡢ✀ࠊከᵝᛶ࠸ࡗ
ࡓࠕỈᖹⓗࠖ࡞⌧㇟ࡢࠊ୧᪉ࡢ⌮ㄽࢆໟᣓⓗවࡡഛ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 56ࠋᆶ┤ⓗ࡞⌧㇟ࡣࠊ㏻ⓗ
ᢕᥱࡉࢀࡿᙧ㉁ࡢኚࠊࡍ࡞ࢃࡕ㐺ᛂࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾࠊỈᖹⓗ࡞⌧㇟ࡣࠊඹⓗᢕᥱࡉࢀࡿ
✀ศࡸከᵝᛶฟࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡣࣅ࣮ࢢࣝྕࡢ⯟ᾏࡸ࢚ࣛࣝࡢࠗᆅ㉁Ꮫཎ⌮
㸦Principles of Geology㸧࠘࡞ࢆ㏻ࡋ࡚⏕≀ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞ၥ㢟⯆ࢆᢪࡁࠊ᪩࠸ẁ㝵ࡽỈᖹⓗ࡞⌧
㇟㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋࡋࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥᚋࡢ㐍◊✲ࡣᆶ┤ⓗ࡞㐍ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀ
ዲࡲࢀࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࠕศᒱࡢཎ⌮ࠖࡸ⏕≀ᆅ⌮Ꮫ㛵ࡍࡿᏛㄝࡣࠊ⌧௦⏕≀Ꮫࢆ≌ᘬࡋ࡚ࡁࡓ㑇ఏ
Ꮫ⪅ࡸྂ⏕≀Ꮫ⪅ࡼࡗ࡚ࢇ୍㈏ࡋ࡚↓どࡉࢀ࡚ࡁࡓ 57ࠋ✀ศࡢၥ㢟ࡣࠊࡶࡗࡥࡽ✺↛ኚ
␗㸦macromutations㸧ࡼࡿㄝ᫂ࡸࠊಶయ⩌ࡢ㑇ఏᏊ㢖ᗘࡢኚ㸦change of gene frequencies㸧࡞ࠊ
㛫ࢆ㏻ࡌࡓኚࢆᢅ࠺ᆶ┤ⓗᛮ⪃ᇶ࡙࠸࡚⌮ゎࡉࢀࠊỈᖹⓗ࡞ᛮ⪃ࡼࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕ⏕ែᏛࡸ⏕
≀ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞⪃ᐹࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡢỈᖹⓗ࡞⌧㇟ࡢ㛵ᚰࠕศᒱ
ࡢཎ⌮ࠖࡢᶞ❧ࡣࠊ
ࠕ⮬↛⏺ࡢከᵝᛶࡢ㉳※ࠖࢆ㐍ㄽྲྀࡾ㎸ࢇࡔ࠸࠺Ⅼ࡛ඛぢⓗ࡛࠶ࡾࠊ
ࠗ✀ࡢ
㉳※࠘ࡣᗈ⠊࡛ໟᣓⓗ࡞⌮ㄽࢆවࡡഛ࠼࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ

3.1 ࠕ㐺
㐺ᛂࡢࣉࣟࢭࢫࠖࡋ࡚ࡢ㜚தࠊ
ࠕศᒱࡢࣉࣟࢭࢫࠖࡋ࡚ࡢ㜚த
⮬↛㑅ᢥࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᵓᡂࡍࡿ㜚த㸦Struggle㸧ࡣࠊᆶ┤ⓗ㐍ࡋ࡚ࡢ㐺ᛂࡢࣉࣟࢭࢫࠊỈ
ᖹⓗ㐍ࡋ࡚ࡢศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ㛵ࢃࡿ⌧㇟ࠊࡲࡓࡣ⏕≀ࡢάືࡋ࡚ࠊࡁࡃศࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ㐺ᛂࡢࣉࣟࢭࢫࡢせ࡞ຊ࡞ࡿ㜚தࡣ㹹ձ㹻࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ≉ᐃࡢ⎔ቃ᮲௳࡛ࡢࠕ⏕ࡁࡿ
Ṛࡠࠖࡢ⤖ᯝ║ࢆ࠾࠸ࡓ➇த㸦life or death competition㸧࡛࠶ࡾࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ⏝ࡋࡓࠕ⏕Ꮡ
࣭

࣭

࣭

㜚த㸦struggle for existence㸧ࠖࡢ ṇ☜࡞ ព┦ᙜࡍࡿࠋศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿ㜚தࡣ㹹ղ࣭ճ㹻
ࡀᨭ㓄ⓗ࡞ࡾࠊ⏕≀ࡀ᪂ࡋ࠸⎔ቃࡸ␗✀ࡢ┦స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ 58ࠊ⏕άࡢࠕሙࠖࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺͆ዧ
㜚͇ࡋࠊ͆ດຊ͇ࡍࡿ⏕≀ࡢయⓗάື࠸࠺ពྜ࠸ࡢᙉ࠸㜚த࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ぶ㞟ᅋࡽ

56

Mayr,1988,p207

57

Mayr,1988,p182.㸸ᑠᕝ,2003,pp65-70.

58

✀ศࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ⛣ఫࡸ㝸㞳ࡑࡢࡶࡢࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕≀ࡀ᪂ࡓ࡞┦㛵ಀᛶࡢࡶ࠾ࢀࡿࡇࡀࠊ
㔜せ࡛࠶ࡿ㸦Darwin,1859,p351.㸧ࠋ
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ಶయࡀศᩓࡋࠊ⛣ఫࡢ㐣⛬࡛ฟࡗࡓ⎔ቃࡢኚࡑࢀࡒࢀࡢࡸࡾ᪉࡛≉Ṧࡋࠊ✀ࡢࠕಶูᛶࠖࡀ
⋓ᚓࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 59ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀࠕ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧ࢆᗈ⩏ࡢព࡛⏝
ࡍࡿࠖᐉゝࡍࡿࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙼࡀ͆struggle for life͇ࢆ⏝࠸ࡿࡁࡣࠊ✀ศࡸከᵝᛶࢆ
ฟࡍࡿ㸦ศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿ㸧㜚தࢆᣦࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ศᒱࡢࣉࣟࢭࢫࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢせ࡞㛵ᚰ࡛࠶ࡿ͆economy of nature͇
㸦⮬↛ࡢ⤒῭㸻⏕ែ⣔㸧࠾
ࡅࡿከᵝᛶฟ┤᥋㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࡋ࡚ࠊ
͆struggle for life͇ࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほࡢࢩࣥ࣎
ࣝࡋ࡚ぢ࡞ࡍࡇࡶ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᅗ.㸯ࡣࠊ1859 ᖺࡲ࡛ࡢࢲ࣮࢘ࣥࡢᏛㄝࡢⓎᒎࡶࠊ㜚தᴫᛕࡀࡢࡼ࠺࡞ෆᐇࢆࡶ࡞ࡗ
࡚Ⓨᒎࡋࡓࢆ♧ࡍᅗ࡛࠶ࡿࠋ
͆struggle for life͇ࡣࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢࢱࢺࣝᮏᩥࡢ⤖ㄽ㒊ࡶ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊໟᣓⓗ࡞ᴫᛕࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ࡢᖺྕࡘ࠸࡚ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡀ࣐ࣝ
ࢧࢫࡢࠗேཱྀㄽ࠘ࢆㄞࢇࡔ 1838 ᖺࢆࠊ
͆struggle for existence͇ࢆ᫂☜ㄆ㆑ࡋࡓᖺ࡛࠶ࡿࡍࡿࠋࡲ
ࡓࢢࣞᐄ࡚ࡓ 1857 ᖺ 9 ᭶ 5 ᪥ࡢᡭ⣬ࡢ୰࡛ࠊ
ࠕศᒱࡢཎ⌮㸦principle of divergence㸧ࠖ㛵ࡍࡿࡲ
ࡲࡗࡓグ㏙ࡶࠊ⮬↛⏺ࡢ㜚தᑐࡋ࡚͆struggle for life͇࠸࠺⾲グࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
㸦ࡇࡢ㜚தࡣࢻ࣭࢝ࣥࢻࣝࡸ࢚ࣛࣝࡢ㜚தᴫᛕ‽ࡌ࡚࠸ࡿ㸧
ࠋ
ࢲ࣮࢘ࣥࡀ࣐ࣝࢧࢫࢆㄞࢇ࡛ㄆ㆑ࡋࡓࡇࡣࠊ
ࠑStruggle for Existenceࠒࡣྠࡌ㈨※ࢆࡵࡄࡿ✀ෆ
㸦individuals of the same species㸧࡛᭱ࡶ⃭ࡋࡃ⾜ࢃࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㜚தࡣศᒱ㸦divergence㸧
ࡢᅽຊࡋ࡚ࡶࡣࡓࡽࡁࠊ㞟ᅋࡽࡣࡌࢀ࡚ศᩓ㸦dispersal㸧ࡋࡓಶయࡣࠊࢽࢵࢳ㸦ecological niche㸧
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࠊ␗✀ࡸ⏕ά᮲௳㸦condition of life㸧ࡢ㜚தࠑstruggle for lifeࠒࢆせࡍࡿࡇ࡞
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㜚த㑅ᢥࡀస⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊከᵝᛶ㸦diversity㸧ࡀฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆࡲࡵࡿࠊࠑStruggle for Existenceࠒࡣせ࡞ᙧ㉁ࢆᾘ⁛㸦extinction㸧ࡉࡏࠊኚࡸ㌿ᡂ
㸦transmutation㸧ࡀ㐍⾜ࡋࠊయࡋ࡚ᆶ┤㸦㛫㸧ⓗ࡞㐺ᛂ㸦adaptation㸧ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠑStruggle
for Lifeࠒࡣࠊᙧ㉁ࡢศᒱ㸦divergence㸧ࢆಁࡋࠊ✀ศ㸦speciation㸧ࡀ㐍⾜ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊయ
ࡋ࡚Ỉᖹ㸦✵㛫㸧ⓗ࡞ከᵝᛶ㸦diversity㸧ࢆ㐀ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠑStruggle for Lifeࠒࡣࠕ㜚தࠖࡢୖ
ᴫᛕࡋ࡚యࢆໟᣓࡋ࡚ࡶ࠸ࡿࠋࡲࡓ⮬↛㑅ᢥ㸦natural Selection㸧ࡣ㛫✵㛫ࢃࡓࡗ࡚᭷࡞
ᙧ㉁ࢆಖᏑࡋࠊ㐺ᛂ㸦adaptation㸧ከᵝᛶ㸦divergence㸧ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋ

Natural Selection

Struggle for Life (1857-)


⏕≀Ꮫⓗ࡞✀ࡢᴫᛕࡣࠊྠ௦ࡢࡢ✀ࡢ㛵ಀ࠾ࡅࡿ⦾Ṫ㝸㞳ࡢ᭷↓ᇶ࡙ࡃࠋࡘࡲࡾ✀ᙧᡂࡣᙧែᏛⓗ
࡞┦㐪ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⦾Ṫⓗ㝸㞳ࡉࢀࡓࠕಶูᛶࠖࡢ⋓ᚓࡼࡿࠋ
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Struggle for Existence (1838-)
࣭Vertical phenomenon

࣭Horizontal phenomenon

࣭Time

࣭Space

࣭Extinction

࣭Divergence

࣭Transmutation

࣭Speciation

࣭Adaptation

࣭Diversity

㸦࣭Passive㸧

㸦࣭Subjective㸧

࣭among Individuals

࣭among Species
or

of the same species

with Environmental Condition

Fig.1 Darwin’s idea of Struggle

Focusing on Darwin’s ideas of the “struggle for existence” and the “struggle for life,” this paper
organizes and diagrams these ideas in the context of the characteristics of the theory of evolution.
“Struggle for life” is used as a comprehensive idea, which is clear from the title as well as the conclusion
of the text. Regarding the years in the diagram, 1838 is when Darwin read An Essay on the Principle of
Population by T. Malthus and is used as the year he became consciously aware of the idea of “struggle
for existence.” In a letter to A. Gray dated September 5, 1857, he simultaneously uses “struggle for life”
with a comprehensive description related to the “principle of divergence.” Natural selection assumes the
existence of a large number of variations, with the favored character being preserved over time and space,
thereby generating adaptation and divergence. Both͆Struggle͇ is the mechanism through which these processes occur.

3.2 ⮬↛ほࡋ࡚ࡢ Struggle for life̿ࢲ࣮࢛࢘ࣥ࢘ࣞࢫࡢẚ㍑ࡽ
⛉ᏛဴᏛ⪅ࡢෆࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸࡀࠕᙧ㉁ࡢศᒱ㸦Divergence of Character㸧ࡢཎ
⌮ࠖ࠶ࡿࡇࢆࠊ࢛࢘ࣞࢫࡢᏛㄝࡢẚ㍑ࡽㄽࡌ࡚࠸ࡿ 60ࠋ
࢛࢘ࣞࢫࡢ⮬↛㑅ᢥㄝࡼࡿࠕ✀ࡢ㉳※ࠖ
ࠊࡘࡲࡾ࠶ࡿ✀ࡢ㸰ࡘ௨ୖࡢኚ✀ࡢศᒱ㸦✀ศ㸧ࡣࠊ
ྠ୍✀ࡢಶయ⏕ࡌࡿᙧ㉁ࡢᑠࡉ࡞ᕪ␗⎔ቃ᮲௳ࡢ㐺ᛂ㛵ಀࡼࡗ࡚㐍⾜ࡍࡿࠋ⎔ቃࡢኚࢆ⏕ࡁ
ᘏࡧࡓኚ✀ࡣࠊ⎔ቃࡀዲࡲࡋ࠸≧ែᡠࡿᛴ㏿ᩘࢆቑࡸࡋࠊࡸࡀ࡚⤯⁛ࡋࡓ✀ࡸኚ✀ࡢሙᡤࢆ༨
ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡀ㸦ྂ࠸✀ࢆᢲࡋࡢࡅࡓ㸧᪂✀ࡢㄌ⏕ࢆពࡍࡿࠋࡘࡲࡾ࢛࢘ࣞࢫࡢࠕ✀ࡢ
60

ෆ, 1993.㸸ෆ,2009,pp80-130.
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㉳※ࠖ㛵ࡍࡿᏛㄝࡽࡣࠊࠕ⎔ቃࡢኚࡀ࡞࠸ࡂࡾࠊ✀ࡢᶆ‽ⓗ࡞ᙧ㉁ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺
⤖ㄽࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ
୍᪉ࡢࢲ࣮࢘ࣥࡣࠊࡲࡎࠕኚࡀ࡞࠸⎔ቃ᮲௳ࡢࡶ࡛ࠊ࠶ࡿ✀ࡢಶయᩘࡀୖ㝈㐩ࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࠊࡑࢀࡶࢃࡽࡎࡑࡢ✀ࡀಶయᩘࢆቑࡸࡍࡓࡵࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠖ࠸࠺࢛࢘ࣞࢫࡣ࡞
ࡗࡓၥࢆᢪࡃࠋࡘࡲࡾ⎔ቃᐜ㔞ࡀ୍ᐃ㐩ࡋ࡚ࡶ⏕≀ࡣቑຍࡋࡼ࠺ࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕ຊࡀ࠶
ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡢࡼ࠺ࡑࢀࡀྍ⬟࠸࠺ࡇࢆ͆⏕≀ࡢ❧ሙࡽ͇⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮࢘
ࣥࡣຍ࠼࡚ࠊᆅ㉁Ꮫⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᆅ⌮ⓗኚືࡼࡿ㝸㞳ࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ✀ࡣศᒱࡋ࠺ࡿ㸦᪂ࡋ࠸✀ࡀ
ㄌ⏕ࡍࡿ㸧⪃࠼ࡓࡓࡵࠊ᪂✀ࡢㄌ⏕ࡣఱࡽࡢ⎔ቃኚ㸦㝸㞳㸧ࡀྍḞ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓ࢛࢘ࣞ
ࢫࠊᇶᮏⓗ␗࡞ࡿ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋࡘࡲࡾᙧ㉁ࡀኚࡍࡿࠕ㐺ᛂࠖᙧ㉁ࡢᕪ
␗ࡀቑࡍࡿࠕศᒱࠖࡘ࠸࡚ࠊ࢛࢘ࣞࢫࡢ⌮ㄽࡣྠࡌཎ⌮ࡽᑟࢀࡿࡘࡢᖐ⤖࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊ
ࢲ࣮࢘ࣥࡢሙྜࡣࡘࡢ⊂❧ࡋࡓ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡽㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࢛࢘ࣞࢫࡢẚ㍑ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࡞ࡿ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ⏕≀ୡ⏺㉳ࡇࡿኚࡀ༢
⎔ቃࡢኚᛂࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕≀ࡢഃࡢάືࡼࡗ࡚ኚࡀ࠾ࡁࡿ࠸࠺ほⅬࢆࠊࢲ࣮࢘
ࣥࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
͆⏕≀ࡀቑຍࡋࡼ࠺ຊࢆࡘࡃࡍ͇ࡇࡸࠊ
͆⏕ࢆ
㐃⥆ࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿຊ͇
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ͆⏕άࡢ᭱ࡢດຊ͇̿ࡍ࡞ࢃࡕ͆struggle for life͇ࡼࡗ࡚ࠊ
⏕≀ࡣ᪂ࡓ࡞⏕άࡢሙ㸦ࢽࢵࢳ㸧ࢆ⋓ᚓࡋ࡚ᙧ㉁ࡢศᒱࡀ㐍⾜ࡋࠊࡸࡀ࡚᪂✀ࡀㄌ⏕ࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡛
ከᵝᛶࡀฟࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿ͆struggle for life͇࠸࠺㜚தࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ
ࠕ⏕≀ࡢഃ❧ࡗࡓぢ᪉ࠖࡽᑟࢀࡿᙼ⊂⮬ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᙼࡢ⮬↛ほࢆ㇟ᚩࡍࡿ㔜せ࡞ㄒ࡛
࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

3.3 ࣇࢪࢶ࣎࢝ࢤࣟ࢘ࡢ㛵ಀ̿ࢲ࣮࢘ࣥす㘊ྖ
ࢲ࣮࢘ࣥࡣࡶࡶࠊ࢞ࣛࣃࢦࢫㅖᓥ࡛≉ᐃࡢᓥ㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿࣇࣥࢳࡽ♧၀ࢆ࠺ࡅࠊ✀ศ
ࡢࣉࣟࢭࢫࡣᆅ⌮ⓗ࡞㞀ቨ㸦ᆅ⌮ⓗ㝸㞳㸧ࡀྍḞ࡛࠶ࡿಙࡌ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㞟ᅋࡣ≀⌮ⓗ
ጉࡆࡽࢀࡓሙྜ㝈ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㐺ᛂᛶࢆ⋓ᚓࡋࠊ᭱⤊ⓗ㓄ྍ⬟࡞␗࡞ࡿ✀࡞ࡗ࡚
ࡺࡃ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࢆᇳ➹ࡍࡿࡇࢁࡲ࡛ࡣࠊࡓ࠼㞟ᅋࡢ⏕ᜥᆅࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊࠕศᒱࠖ
ࡼࡿ≉Ṧࡼࡗ࡚㞟ᅋࡀศࡉࢀࠊ⦾Ṫⓗ㝸㞳ࡉࢀࡓ␗࡞ࡿ✀ศࡍࡿ㸦≀⌮ⓗ࡞㝸㞳ࡀ࡞ࡃ
ࡶྠᡤⓗ✀ᙧᡂࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ㸧࡛࠶ࢁ࠺☜ಙࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᙼࡣᗈ⠊࡞ࣇࢪࢶ࣎㸦⬮㢮㸧
ࡢ◊✲ࡸ᳜≀Ꮫⓗ▱ぢࡽ

61ࠊ✀ࡣኚ␗ᐩࡳࠊྠ✀ࡢಶయྠኈࡣࡓࡽࡃ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle

for

existence㸧ࡢᅽຊࠊᅽຊࡼࡗ࡚ศᩓࡋࡓಶయࡀࡑࢀࡒࢀ⏕άࡢሙࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺ࡍࡿ㜚த㸦struggle
for life㸧ࡀࠊ࠸ࡢ㞧ࢆጉࡆࡿ㝸㞳ᶵᵓࢆᡂ❧ࡉࡏࠊ✀ࢆศᒱࡉࡏࡿࡔࡅࡢ༑ศ࡞ຊࡀ࠶ࡿ⪃࠼
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣ㜚த㸦struggle for existence㸭struggle for life㸧ࡼ
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ࡿศᒱ≉Ṧࡢຊࢆ᪂ࡓᙉㄪࡋࡓࡇ࡛ࠊศᒱࡢຊࡀᖖᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸦࢞ࣛࣃࢦࢫ
ㅖᓥ࡛ࡳࡽࢀࡓࡼ࠺࡞ 㸧ᆅ⌮ⓗ㝸㞳ࡣ✀ศࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ၏୍ࡢྍ⬟࡞≧ἣ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺⪃࠼
⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ✀ศࡢࡋࡃࡳࢆࠕᆅ⌮ⓗ㝸㞳ࠖࡽࠕᙧ㉁ศᒱࡢཎ⌮ࠖ⨨ࡁ࠼ࡼ࠺ࡍࡿヨࡳࡣࠊ
᪥࡛ࡣᅔ㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕྠᡤⓗ✀ศ㸦sympatric speciation㸧ࠖ㸦ᆅ⌮ⓗ㝸㞳ࡢ࡞࠸✀ศ㸧ࢆᨭ
ᣢࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࢲ࣮࢘ࣥ⮬㌟ࡶྠᮇά㌍ࡋࡓ⏕≀Ꮫ⪅ࡢ M࣭࣡ࢢࢼ࣮
㸦Wagner㸧ࡽᨷᧁࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ࣡ࢢࢼ࣮ࡣࠊ㞟ᅋࡢᙧ㉁ࡀ㓄ࡼࡗ࡚ඖᡠࡿࡢࢆ㜵ࡄ
ࡣᆅ⌮ⓗ㝸㞳ࡀྍḞ࡛࠶ࡿᙇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣ࣡ࢢࢼ࣮ࡢᙇࢆㄆࡵࡼ࠺ࡋ࡞ࡗ
ࡓ 62ࠋ

3.4 ࠕྠᡤⓗ✀ศࠖࠕࡍࡳࢃࡅࠖ
ࡇࢁ࡛ࠊ⌧௦᪥ᮏࡢⴭྡ࡞⏕≀Ꮫ⪅࡛࠶ࡿす㘊ྖࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛㑅ᢥㄝࡢᢈุࡽ⊂
⮬ࡢ㐍ㄽࢆᵓ⠏ࡋࡓࡀࠊࢲ࣮࢘ࣥྠᵝ࣡ࢢࢼ࣮ࡢ㝸㞳ㄝᑐ❧ࡋࡓ㐍ㄽࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊ
ఝ㏻ࡗࡓࢹࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡣ⎔ቃࡢᏳᐃࡋࡓሙᡤ࡛」ᩘࡢࣇࢪࢶ࣎
ࡀ㞄ࡾྜࡗ࡚⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡞ࡽྠᡤⓗ✀ศࢆ☜ಙࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡀࠊすࡣ㸲✀㢮ࡢ࢝
ࢤࣟ࢘ᗂࡀᆅᙧⓗ࡞㞀ቨ࡞ࡋ㞄ࡾྜࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡽࠊྠᡤⓗ✀ศ㢮ࡍࡿࠕࡍࡳࢃ
ࡅࠖㄝ㸦habitat segregation㸧ࢆᒎ㛤ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ 63ࠋすࡣࠊ㸲✀㢮ࡢ࢝ࢤࣟ࢘㸦Ecdyonurus yoshidae࣭
Epeorus latifolium࣭Epeorus curvatulus࣭Epeorus uenoi㸧ࡀᕝࡢὶ㏿ᛂࡌ࡚⏕άࡢሙ㸦space㸧ࢆ᳇ࡳศ
ࡅ࡚࠾ࡾࠊẼ

ࡸᕝࡢὶ㏿࠸ࡗࡓࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡀኚࡋ࡚ࡶࡇࡢ᳇ࡳศࡅࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡢࡣࠊ✀ࡢ

⏕ᜥᇦࡀ⎔ቃ࠸࠺እⓗせᅉࡢࡳ࡛Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⤖ㄽࡍࡿࠋࡴࡋࢁࠊ⏕≀㸦living things㸧
ࡣࡢ⏕≀ྠኈࡢ┦స⏝ࡼࡗ࡚⏕άࡢሙࢆศࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇࡣ⏥எࡢ࡞࠸ᆒ⾮≧ែࡀಖࡓࢀ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏕≀ྠኈࡀ⏕άຊ࠾࠸࡚㔮ࡾྜ࠺ຊࡢᆒ⾮≧ែࢆࠕࡍࡳࢃࡅࠖ࠸࠺ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠕࡍࡳࢃࡅࠖࡼࡿ㐍ㄽࡣࠊ⏕≀ࡢ┦స⏝ࡽ」ᩘࡢ✀ࡀ⏕άࡢሙࢆ࠼࡚ከᵝᛶ
ࢆቑࡋࡓᙧ࡛ඹᏑࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡛࠶ࡾࠊ⏕≀✀㛫ࡢ㛫➇தࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᭱ࡶ㐺ᛂⓗ࡞୍
✀ࡀ⏕ࡁṧࡾయࢆそ࠸ᑾࡃࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✀ࡀᑡࡋࡎࡘ⏕άࡢሙࢆ᳇ࡳศࡅࡿࡇࡼ
ࡗ࡚ඹ⏕ࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢁ࡛࢝ࢤࣟ࢘ࡢ᳇ࡳศࡅ࠸࠺⌧㇟ࡣࠊ✀ࡀ⏕ែᏛⓗ࡞✵㝽㸦space㸧ࢆ⿵ࡍࡿᵝඹᏑࡋ࡚
࠸ࡿ≧ែࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࢲ࣮࢘ࣥࡀࣇࢪࢶ࣎ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡓࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡼࡃ
ఝ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇࡣྠᡤⓗ✀ศࢆᙉㄪࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࢲ࣮࢘ࣥࡶࠊᩘࠎࡢほᐹࡸ▱ぢ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕࡍࡳࢃࡅࠖྠᵝࡢᴫᛕࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓᛮࢃࢀࡿ 64㸦ࡓࡔࡋࢲ࣮࢘ࣥࡢ㐍ㄽࡀࠕࡍࡳ
Darwin,1876,p81.
すࡣࠊ࣡ࢢࢼ࣮ࡢ㝸㞳ㄝࡢᑐẚ࠾࠸࡚ࠊྠ✀ࡀࡘ௨ୖࡢಶయ⩌ศࢀࡿሙྜࠊ≀⌮ⓗ㞀ቨࢆక࠺ሙ
ྜࡣ㝸㞳㸦isolation㸧ࢆ⏝࠸ࠊࡑࡢࡢሙྜᑐࡋ࡚ࡣศ㞳㸦segregation㸧ࢆ⏝ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗయᛶࡢ㐍
ㄽ࠘p110
64ࡓ࠼ࡤࠊ“…but if both are equally well fitted for their own places in nature,both probably will hold their own places and
keep separate for almost any length of time.”(Darwin,1859,p402.)ࠕࡔࡀࠊࡶࡋࡶ᪉ࡀ⮬↛⏺࠾ࡅࡿ⮬ศࡓࡕࡢ⨨
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63

112

ࢃࡅࠖᩡࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸㸧
ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ࢝ࢤࣟ࢘ࡢࠕࡍࡳࢃࡅࠖ➃ࢆⓎࡍࡿすࡢ㐍ㄽࠊࣇࢪࢶ࣎ࡢほᐹࡸ᳜≀Ꮫࡢ▱ぢ
ࡽྠᡤⓗ✀ศࢆ☜ಙࡋࠊ⏕≀ࡢ❧ሙࡽ㜚தᴫᛕ㸦Struggle for life㸧ࢆ῝ࡉࡏࡓࢲ࣮࢘ࣥࡢ㐍
ㄽࡣࠊ୧⪅ࡣࡶ㐍ࡢỈᖹⓗ࡞⌧㇟㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓⅬ࡛ᑐ㋲ⓗ࡞㛵ಀ࠶ࡿࡣ࠸࠼࡞
࠸ 65ࠋࡶࢺ࣑ࢫࢸࢵࢡ࡞㑅ᢥ㐺ᛂ࠸࠺⌮ㄽࡔࡅ࡛ࡣࠕ✀ࡢၥ㢟ࠖ㛵ࡋ࡚࡞ࡶㄒࢀ࡞
࠸ぢ࡚࠸ࡓࡇࢁࡣྠࡌ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪂✀ࡢㄌ⏕ࢆㄒࡿࡓࡵࡣࠊࠕ⮬↛Ὲửࡼࡿಶయࡢኚ␗ࡢ
✚ࡳ㔜ࡡࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ศᩓࡸ㝸㞳࠸ࡗࡓูࡢ⌮ㄽࢆᚲせࡍࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋṧᛕ࡞ࡇࠊすࡼࡿࢲ࣮࢘ࣥ⌮ゎࡣ͆ᆶ┤ⓗ࡞͇㐍ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㐺ᛂࣉࣟࢭࢫࡋ
࡚ࡢ⮬↛㑅ᢥㄝ᫂ࡽ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊศᒱࡢࣉࣟࢭࢫ㛵ࡍࡿ͆Ỉᖹⓗ࡞͇㐍ࡢ㛵ᚰࡘ
࠸࡚ࡣࡲࡗࡓࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

3.5  ࠕ㜚தࠖࡢయᛶ̿⏕≀⎔ቃࡢ┦つᐃ㛵ಀ
す㘊ྖࡢ㐍ㄽࡣ⮬↛⛉Ꮫࡢᢡࡾྜ࠸ࡀⰋࡃ࡞࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀࠊᙼࡢ⏕≀ဴᏛࡸ⮬↛ほࡣࠊ
㏆௦⛉Ꮫࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡗࡓᶵᲔㄽⓗ⮬↛ほࡸ㑏ඖ⩏ࢆࡾ㉺࠼࡚ࡺࡃ࠸࠺✚ᴟ㠃࠾࠸࡚≉➹ࡍ
ࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᙼࡢࠕయᛶࠖㄽࡣࠊ⏕≀ࡸ⮬↛ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆㄆ㆑ㄽⓗ࡞ぢᆅࡽ᥀ࡾୗࡆࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢᏛㄝࡸ⮬↛ほࢆ᥈✲ࡍࡿୖ࡛ࡶ♧၀ⓗ࡞ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
すࡣࡋࡋࠊ⮬↛㑅ᢥㄝࡣ࠶ࡲࡾᶵᲔㄽⓗ࡛ࠊ⏕≀ࡢࠕయᛶࠖࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࠊ㏆௦
ⓗ⮬↛ほࡢᢈุࡶࢲ࣮࢘ࣥᢈุࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡾࢃࡅᙼࡀᢈุࡋࡓࡢࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥ⌮ㄽ
࠾ࡅࡿ✀ࡢ⎔ቃỴᐃㄽⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡋࠊࣛࣥࢲ࣒࡞ኚ␗ࡢฟ⌧⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for
existence㸧ࡼࡿ㑅ᢥ࠸࠺㐺ᛂࡢࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕≀ࡣ⎔ቃつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢ͆ཷື
ⓗ࡞͇Ꮡᅾᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋすࡣࠊࠕ࠸ࡲࡲ࡛⏕≀⎔ቃ࠸࠺ࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅ࠺ሙྜࡣࠊ◊
✲⪅ࡣ࠸ࡘࡶ⏕≀ࡢ❧ሙࢆࡽ࡞࠸࡛⎔ቃࡢ❧ሙࢆࡾࠊ⎔ቃࡢ≀㉁ⓗᛶ㉁ࢆࡋ࡚⏕≀࡞ࡿࡶࡢࢆ
ゎ㔘ࡋࡼ࠺࠸࠺ែᗘࢆࡿሙྜࡀከࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠸ࠊ⏕≀ࡢ⎔ቃࡢࡣࡓࡽࡁࡅࠊ⏕
≀ࡢࠕయᛶࠖࢆࡼࡳࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࠕ⏕≀ࡣࡅࡗࡋ࡚⎔ቃᨭ㓄ࡉࢀࠊ⎔ቃࡢつᐃࡍࡿࡲࡲ࠸ࡗ
ࡉ࠸ࡢ⮬⏤ࢆኻࡗࡓࡶࡢࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁ⏕≀ࡢ❧ሙࡓࡗ࡚࠸࠼ࡤࠊ⤯࠼ࡎ⎔ቃാ
ࡁࡅࠊ⎔ቃࢆࡳࡎࡽࡢᨭ㓄ୗ࠾ࡇ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ⏕≀࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 66ࠖすࡣ㏙ࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࡢ㜚தᴫᛕࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࢀࡤࠊ
ࠑstruggle for lifeࠒࡣ⏕≀ࡀ⎔ቃ㑅ᢥࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࡢሙࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ⮬ࡽ⎔ቃࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡺࡃ⏕≀ࡢάືࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ͆⤯࠼
ࡎ⎔ቃാࡁࡅࠊ⎔ቃࢆࡳࡎࡽࡢᨭ㓄ୗ࠾ࡇ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡿ͇⏕≀ࡢయⓗ࡞㜚த࡛࠶ࡿ

ࡓ࠸ࡋ࡚ྠ➼ࡼࡃ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃࡕࡽࡶ࠾ࡢࢀࡢ⨨ࢆಖᣢࡋࠊࢇ࠸ࡘࡲ࡛ࡶู
࡞ࡗࡓࡲࡲ࡛࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ
65 ᰘ㇂⠜ᘯ㸦1981㸧ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ㜚தࡣᯟࡋ࡚࢞࢘ࢮࡢ➇தⓗ㝖ࡢཎ⌮┦ᙜࡍࡿࡋࠊすࡢࠕࡍ
ࡳࢃࡅࠖࡢぶᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
66
す,1993(1),p68.
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⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
すࡣࡲࡓࠊࠕ⎔ቃࡣࡑࡢ⏕≀ࡢୡ⏺࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡑࡢ⏕≀ࡀ⏕άࡍࡿ⏕άࡢሙ࡛࠶ࡿ࠸ࡗ
࡚ࡶ࠸࠸࡛࠶ࢁ࠺ ࠖ㏙ࠊ⏕≀ࡑࡢ⏕άࡢሙࡋ࡚ࡢ⎔ቃࢆ୍ࡘࡋࡓࡶࡢࡀࠊᮏᙜࡢࠕල
యⓗ࡞⏕≀࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺ࠋᙼࡣ⏕≀⎔ቃࡢ」㞧࡞㛵ಀࢆࠕ⎔ቃࡢయࠖ㸭ࠕయࡢ⎔ቃࠖ
ࡋ࡚Ὕᐹࡋࠊ⏕≀ࡢୡ⏺ࡣ⮬ᕫࡢᘏ㛗ࡋ࡚ྠࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫ⎔ቃ࠸࠺ඖㄽⓗ
࡞༊ูࡣே㛫ࡀ⪃࠼ࡿ㔜せᛶࢆࡶࡓ࡞࠸࠸࠺ࠋ
ࡉ࡚ࠊࡩࡓࡓࡧࢲ࣮࢘ࣥࡢศᒱࡢཎ⌮㸦✀ศࡢࣉࣟࢭࢫ㸧ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿࠊ⏕≀ࡀ⮬ࡽࡢ⏕
࣭

࣭

࣭

ຊࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵቑຍࡋࠊయⓗ ࡞㜚த㸦struggle for life㸧ࡼࡗ࡚ࠊ
ࠕ⮬↛ࡢ⤒῭ࠖࡢ୰⏕άࡢ
ࠕሙ㸦place㸧ࠖ
㸦ࢽࢵࢳ㸧ࢆ⋓ᚓࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡣࠊ᭱⤊ⓗ✀ࡢࠕಶูᛶࠖࡢ⋓ᚓࢆྍ⬟ࡍࡿ㸦✀ศ
ࡣ᪂ࡋ࠸ࠕ✀ࠖࡢ☜❧ࢆពࡍࡿࠋ✀ࡢ☜❧ࡣ✀ࡢಶูᛶࡢ⋓ᚓ࡛࠶ࡿ㸧
ࠋࡇࡢࠕಶูᛶࠖࡣࠕሙࠖ
ࡢ┦㛵ಀࡸ┦స⏝ࡽ⏕ࡌࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ⏕≀ࡣࠕሙࠖࡢᘏ㛗࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠕሙࠖࡣ⏕≀ࡢᘏ
㛗࡛࠶ࡾࠊ㜚தࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀࡓࡶࡢࡋ࡚ࡢࠕ⏕≀ࡢୡ⏺࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡀࠊ⮬↛㑅ᢥࢆ
༢せ࡞ࡶࡢࢆ㝖ཤࡍࡿ࠸࠺ᾘᴟⓗ࡞ຊࡽࠊ᭷࡞ࡶࡢࢆಖᏑࡍࡿ࠸࠺ᙼࡀᮃࢇ࡛࠸ࡓ✚ᴟ
ⓗ࡞ຊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ⏕≀ࡀ⏕άࡢࠕሙࠖ㸦ࢽࢵࢳ㸧ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ⎔ቃ
ࡽ⏕≀ࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊすྠᵝࠊ⏕≀ࡢഃࡽ⎔ቃࢆぢ࡚࠸ࡓࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡿࡇࢁࠊ⮬↛⏺ࡢኚࡸࣂࣛࣥࢫ࠸࠺ᡂᯝ㸦㐍㸧ࡀࠊ
ࠕ⏕≀⮬㌟ࡢάືࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࠖ
࠸࠺⮬↛ほࡀࠊすࡣࠕయᛶࠖ࠸࠺ㄒ࡛ࠊࡑࡋ࡚ࢲ࣮࢘ࣥࡣࠑStruggle for lifeࠒ࠸࠺ㄒ
⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋすࡣࡓࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥ⌮ㄽࡣ⏕≀ࡢࠕయᛶࠖࢆ↓どࡋ
࡚࠸ࡿࡢᢈุࢆຍ࠼ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ⏕Ꮡ㜚த㸦struggle for existence㸧ࡢཝᐦ࡞ព㝈ᐃࡉࢀࡿሙྜ
࡛࠶ࡾࠊ⏕≀ࡀ⏕άࡢሙࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࢆయᛶ࠸࠺࡞ࡽࡤࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࠑStruggle for Lifeࠒ
㸦⏕
άࡢࡓࡵࡢ㜚࠸㸧ࡣࠊࠕయᛶࠖࡢⓎ࡛࠶ࡿࡇࢆࡴࡋࢁ✚ᴟⓗពࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋయᛶ
ࡢⓎࡣࠊ⏕≀⏕≀ࡢస⏝ࡸࠊ⎔ቃ⏕≀ࡢ┦㛵ಀࢆࡾ⤖ࢇ࡛ࡺࡃࡇ࡛࠶ࡾࠊࢲ࣮࢘
ࣥࡀࡇࡢ⮬↛ほࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡽࡇࡑࠊᙼࡢᡂᯝࡀࡸࡀ࡚⏕ែᏛ㸦Ecology㸧ࡢ♏࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡴࢁࢇࠊࢲ࣮࢘ࣥࡣすࡢࡼ࠺࡞⏕≀ဴᏛࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛㄝࡽ⮬↛ࢆࡢࡼ࠺ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆศᯒࡋẚ㍑ࡍࡿࠊ⮬↛ほࡢඹ㏻㡯ࡸ㐪࠸ࢆぢฟࡍ
ࡇࡀ࡛ࡁࠊ┦⿵ⓗ⮬↛ほ㸦idea of nature㸧ࡘ࠸࡚≀ㄒࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ

4㸬
㸬⤖ㄽ̿ࠑStruggle for Lifeࠒ㸦⏕άࡢࡓࡵࡢ㜚࠸㸧࠸࠺ࠕᚲ↛ࡢ⮬⏤ࠖ
࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

す㘊ྖࡢゝⴥࢆࡾࢀࡤࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡢࢱࢺࣝ 㑅ᢥࡉࢀࡓ 㜚த㸦Struggle for life㸧ࡣࠊ
ࠕࡼ
ࡾࡼࡃ⏕ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡢ୍⾲⌧࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠖࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ⚾ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡣ」ᩘࡢᏛㄝࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊṇ☜ࡣ͆ኚࢆࡶ࡞࠺ࠕ✀ࡢ㉳※͇ࠖ㛵ࡍ
ࡿࠊࢲ࣮࢘ࣥࡼࡿ⮬↛ࡢṔྐⓗ≀ㄒࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≀ㄒࡾࡢᒎ㛤ࡢࠕ࡞ࡵ࡛ࠖ࠶ࡿ⮬↛㑅ᢥㄝ
ࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ㛵ᚰࡸ⤒㦂ࠊᙜᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡸ௦⫼ᬒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊẁ㝵ⓗⓎᒎࠊᡂ❧ࡋࡓ⌮
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ㄽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊᆶ┤㸦㛫㸧ⓗ࡞ᛮ⪃ᇶ࡙ࡃࠕ㐺ᛂ㸦adaptation㸧
ࠖࡢࡋࡃࡳࡽࠊỈᖹ㸦✵
㛫㸧ⓗᛮ⪃ᇶ࡙ࡃከᵝᛶ㸦diversity㸧ࡢ㉳※㛵ࡍࡿཎ⌮ࡢᶞ❧࠸࠺㡰⮳ࡿࠋ㐺ᛂࡣࠕ✀ࡢኚ
ࠖࡢࣉࣟࢭࢫࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓከᵝᛶࡣࠕ✀ᩘࡢቑࠖࡢࣉࣟࢭࢫ㸦ศᒱ㸧ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡀࠊ
㜚த㸦Struggle㸧ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿ⏕≀ࡢάື࡞ࡽࡧ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㜚தᴫᛕ
ࡶࡲࡓࠊ⮬↛㑅ᢥㄝࡢẁ㝵ⓗ࡞Ⓨᒎࡶ࡞ࡗ࡚Ⓨᒎࠊ῝ࡋࠊࡑࢀࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢ௦⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡢ࠸࡞ࡿࠕ㜚தࠖࡼࡾࡶ⇚Ⅿ࡛⤯ᮃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸦࣐ࣝࢧࢫࡽࡢὝᐹ㸧ࠊࡲࡓྠ
యⓗ࡛㐀ⓗ࡞ࠕ㜚த࡛ࠖࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⮬↛㑅ᢥㄝࡢࢲ࣮࢘ࣥࡢດຊ㸦͆struggle͇㸧ࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡣࠕࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕࡶ
ࡓࡽࡍࡶࡢࠖࡋ࡚ᥥࢀࡓ࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࢲ࣮࢘ࣥࡢ⮬↛ほᐹࡸศᯒࡢ≉ᚩࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡢ≉ᚩࡣࠊࠕほᐹ⪅࠸࠺యࠖࠕᐈయࡋ࡚ࡢ⮬↛ࠖࢆ㌿ಽࡉࡏࡿࡇࢁ࠶ࡿࠊ
ࡘࡲࡾ⮬↛ࢆᐈయどࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ㆑ࡸάືࡢయࡋ࡚ศᯒࡍࡿ᪉ἲ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡓ࠼
ࡤࢲ࣮࢘ࣥࡢ᭱ᚋࡢⴭస࡛࠶ࡿ࣑࣑ࠗࢬᅵ࡛࠘ࡣࠊࠕே㛫㸦య㸧ࠖࠕ࣑࣑ࢬ㸦ᐈయ㸧ࠖ࠸࠺
࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

࣭

⮬↛⛉Ꮫࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ ᖖ㆑ⓗ࡞㛵ಀ ࡀࠊ࠶ࡗࡅ࡞ࡃ ࡦࡗࡃࡾ㏉ࡉࢀ࡚ ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⏕≀ࡢ
❧ሙࡽぢࡿࠖࢲ࣮࢘ࣥࡢ᪉ἲࡣࠊす㘊ྖࡢሙྜࡣ᫂☜࡞≉ᚩࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋすࡶ
ࡲࡓ⮬↛ࢆࡶࡗࡥࡽᐈయどࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ͆⠇ᗘࢆࡶࡗࡓᨃே͇ࡼࡿࠕ㢮᥎ࠖࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ྜ
⌮ᛶッ࠼ࡓࠋᙼࡣࢽ࣍ࣥࢨࣝᅛ᭷ྡࢆࡘࡅࡿ࠸࠺᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡛ࠊୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ᪥ᮏࡢ㟋㛗
㢮Ꮫࡢ♏ࢆ⠏࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡿࡇࢁࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࠑStruggle for lifeࠒ࠸࠺ᴫᛕࡣࠊすࡢࠕ㢮᥎ࠖࡢྜ⌮ᛶ㐃࡞ࡿ
⮬↛⛉Ꮫࡢ͆᪂ࡋ࠸᪉ἲ͇࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡓࠊ⏕≀ࡢయⓗ࡞Ⴀࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓす㘊ྖ
ࡣࠊ⏕≀ࡀ⎔ቃࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡘࡘࡶࠊྠయⓗ⎔ቃࢆ㑅ࡧྲྀࡗ࡚㐍ࡋ࡚ࡺࡃែࢆࠕᚲ
↛ࡢ⮬⏤ࠖࡋ࡚㏙ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡢ㜚தᴫᛕࡶࠊࡇࡢࠕᚲ↛ࡢ⮬⏤ࠖࢆㄞࡳྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕᚲ↛ࡢ⮬⏤ࠖࡣࠊ⏕≀ࡢ㌟యࡣ⎔ቃࡀ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ព࡛ᚲ↛ᛶࡢ㡿ᇦࡀࡶ
࡞࠺ࡀࠊ୍᪉࡛⏕≀ࡣ⎔ቃࢆయⓗ㑅ࡧྲྀࡾࠊ⮬㌟ࡢᘏ㛗ࡋ࡚ࡢ⎔ቃࢆ㐀ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ⮬⏤ࢆࡶࡘ࠸࠺ព࡛࠶ࡿ 67ࠋ
㏆௦࠾ࡅࡿே㛫ࡢ㐍Ṍࡣࠊ⮬↛ࡢ㜚த≧ែࡽࡢඞ᭹ࠊࡘࡲࡾே㛫ࡀ⎔ቃࡽࡢไ⣙ࢆ㏨ࢀࡿ
⮬⏤ࡢ⋓ᚓࠊ୍᪉ⓗ࡞యᛶࡢⓎࡼࡿ⮬ᕫⓎᒎ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡋࡶࢲ࣮࢘ࣥࡢࠕ⏕Ꮡ㜚தࠖࡣ
ࡇ࠺ࡋࡓ㐍ṌࡸⓎᒎࡢ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸧ࠋࡋࡋඖ᮶࠸࡞ࡿே㛫ࡶࠊ⏕≀ⓗ࣭⮬
↛ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼ࡢࠕᚲ↛ᛶࠖࡽ㏨ࢀࡽࢀࡿࡣࡎࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊไ⣙࠸࠺ᚲ↛ᛶࡢ࠺ࡕ
ࡇࡑࠊ㑅ᢥ㐀ࡢ⮬⏤ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡢࠑStruggle for Lifeࠒࡣࠊ༢ఱࡀ㸦what㸧
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㐨➃ࡀゝ࠺ࡼ࠺ࠊ୰ᅜ࠾ࡅࡿẅ⏕ࡢཎ⌮ࡣࠊࣥࢻ⏤᮶ࡢභ㐨㍯ᘔ୰ᅜ♫࡛⤯ᑐどࡉࢀࡿ

*1ࠗᲙ⥙⤒࠘ᕳୗࠊṇⶶᅄ୍࣭ࠐࠐ୰ࠋ
*2ࠗᲙ⥙⤒࠘ᕳୗࠊṇⶶᅄ୍࣭ࠐࠐභ୰ࠋ
*3ࠗ㔠ග᫂⤒ᠲ⁛⨥ఏ࠘ࠊṇⶶ୍භ࣭୕ୖࠋࠕ㣴࠺ᡤࡢ㭜࣭⊦࣭㬾࣭㬞ࠊ⫗⏝ࡢᚐࠊࡳ࡞ᜳࡃᨺ
⏕ࡍࠋᐙࠎ⫗ࢆ᩿ࡌࠊேࠎၿᛕࡋ࡚ᒕ⾜ࢆ❧࡚ࡎࠖࠋ
*4ࠗ㔠ග᫂⤒ᠲ⁛⨥ఏ࠘ࠊṇⶶ୍භ࣭୕ୖࠋࠕ୍ษࡢ⾗⨥ࡣᠲࡏࡤⓙ⁛ࡍࡿࡶࠊ၏ࠊẅ⏕ࡢࡳ
ࡣᠲࡍࡿࡶ㝖ࢀࡎࠋᛷᐙ࠶ࡗ࡚ᑓᚰゴᑐࡍࡿࡀⅭ࡞ࡾࠖࠋ
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*5

൲ᩍࡢᏕᛮࡀ୍యࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࠋࡑࢀࡣࠊẸ㛫ಙ௮࡛࠶ࡿ㜅㨱⋤ࡢᑂุࡢᙧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊື≀ࡽ
ࡢᜠ㸦ᨺ⏕ၿሗ㸧ᛷ㸦ẅ⏕ᝏሗ㸧ࡋ࡚ྍどࡉࢀࠊẸ㛫ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿᒕẅ⫗㣗ᑐࡍࡿᚷ㑊ࠊᨺ
⏕ࡢᐇ⾜ࢆಁࡋࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
*6

᱓㇂♸㢧ࡣࠊ㝳௦௨ᚋࡢ୰ᅜ࠾ࡅࡿᨺ⏕ᛮࡢᒎ㛤ࢆ㏻ྐⓗ㏣ࡗࡓ ࠋࡲࡎᨺ⏕ࢆ᭱ึᐇ⾜ࡋࡓ
ኳྎᬛ㢩㸦୕ඵ㹼㸧ࡣࠊ㔠ග᫂⤒ࡼࡿᨺ⏕ࢆᐇ⾜ࡋ࡚ࠊᨺ⏕ụࢆ༓ಶ௨ୖ㐀ࡗࡓࠋ၈௦௨ᚋ
ࡣࠊᨺ⏕ẅ⏕ࡢሗ࠸ࡘ࠸࡚ࡢ↓ᩘࡢㄝヰࡸᑠㄝࡀ᭩ࢀ࡚ࠊࡑࡢ౯್ほࡀᗢẸᗈࡃ⾜ࡁΏࡗ࡚࠸
ࡃࠋᏵ௦ࡣࠊᒃኈࡸ⤖♫ࡼࡿᨺ⏕ࡀ୍⯡♫ᗈࡲࡗࡓࡇక࠸ࠊᨺ⏕ࢆ⾜࠺㝿ࡢᡭ㡰ࡶᩚ࠼
ࡽࢀࡓࠋኳྎ᐀ࡢᅄ᫂▱♩㸦භࠐ㹼୍ࠐඵ㸧ࡢࠗᨺ⏕ᩥ࠘ࡣࠊࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢグ㏙ࡋࡓࡀࡗ࡚ᐆ
ዴ᮶ࡢྡྕࢆၐ࠼ࠊ༑ᅉ⦕ࢆㄝࡃࡇࢆᐃࡵ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᨺ⏕ࡢᇶ‽࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏኳྎ᐀࡛
ࡶࠊ▱♩ࢆࡶᨺ⏕ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
 ᫂௦ࡣ⤒῭ⓗ࡞ᡂ㛗ࡀ㐍ࡳࠊၟேࡽẸ㛫ࡢᐩ⿱ᒙࡀቑࡋ࡚♫ⓗᨻⓗ࡞ໃຊ࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊᩥ
ࡸ᐀ᩍⓗ࡞᪉㠃࠾࠸࡚ࡶࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ࡢẸ⾗ࡀ㐍ࢇࡔࠋ᫂ᮎࡢൔ࡛࠶ࡗࡓᏹࡣࠊẸ⾗ࡢ⤖ࡧ
ࡘࡁࢆᙉࡃᣢࡘᨵ㠉ὴ᪂ᩍࡢ୍ே࡛࠶ࡿࠋᏹࡣࠊᩍࢆ୰ᚰࡍࡿ୕ᩍ㸦㐨ᩍ࣭൲ᩍ㸧୍⮴ࢆㄝࡁࠊ
ᩍෆ㒊࡛ࡣίᅵ࣭ᡄᚊ࣭⚙ࡢ୍⮴ࢆㄝ࠸ࡓࠋ⳹ཝᩍᏛࢆᇶ┙ࡍࡿᛕᛮࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᡄᚊ⯆ࢆ
*7

⾜ࡗࡓ ࠋࡲࡓᨺ⏕ࡶຊࢆධࢀ࡚ࠊ୍⯡ྥࡅࡢࠗᡄẅᨺ⏕ᩥ࠘ᨺ⏕ࡢḟ➨ࢆᐃࡵࡓࠗᨺ⏕࠘ࢆ᭩
*8

࠸࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜ࠾ࡅࡿᨺ⏕ࡢࡑࢀ௨ᚋࡢᇶ♏࡞ࡗࡓ ࠋ
 ᏹࡣ࠸ࡲࡔே࡛࠶ࡗࡓⱝᖺࡽࠊື≀ࢆ⚍♭ࡢ≛≅ࡍࡿࡇࢆṆࡵ࡚࠸ࡿࠋẅ⏕ࡣᙼࡢ␌⏕
*9

ࡢಙᛕ࡛࠶ࡾࠊൔࡢࡳ࡞ࡽࡎேᑐࡋ࡚ࡶࠊࠕẅࡣኳ㏫࠸⌮ࢀࡤࠊ๎ࡕᏕ㡰࡞ࡾࠖ ࠊ
*10

*11

⫗㣗ࢆ࠸ࡲࡋࡵࡿࠋࡲࡓࡘࡢᑎᨺ⏕ụࢆసࡗ࡚ ࠊࠕᨺ⏕ࡣ༶ࡕᖖఫ᫆ࡢἲ࡞ࡾࠖ ࡋࡓࠋᙜࠊ

*5㐨➃Ⰻ⚽ࠕᨺ⏕ᛮ᩿⫗㣗ࠖࠊࠗ୰ᅜᩍᛮྐࡢ◊✲࠘ࠊᖹᴦᑎ᭩ᗑࠊ୍ᖺࠊඵ㹼୕
ࠐ㡫ࠋ
*6᱓㇂♸㢧ࠕ୰ᅜ࠾ࡅࡿᨺ⏕ᛮࡢ⣔㆕ࠖࠊࠗཿᒣᏛ㝔◊✲⣖せ࠘ྕࠊࠐࠐࠐᖺࠋ
*7Ⲩᮌぢᝅࠗ㞼᳇ᏹࡢ◊✲࠘㸦ⶶฟ∧ࠊ୍ඵᖺ㸧ࡀࠊᏹࡢ⥲ྜⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋᏹࡢ⚙ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㔝ཱྀၿᩗࠕゎㄝࠖ㸦┘ಟⲨᮌぢᝅࠊヂὀ⪅Ᏽ᫂ဴᏛ◊ウࠗ➉❆㝶➹࠘୰ᅜ᭩ᗑࠊࠐࠐᖺ㸧ࠊ
୕୍㹼ᅄ㡫ࠋ⚙ί୍⮴ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ཱྀၿᩗࠕ⚙ί୍⮴㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ㸦ࠗඖ௦⚙᐀ྐ◊✲࠘ࠊ
㸦㈈㸧⚙ᩥ◊✲ᡤࠊࠐࠐᖺ㸧ࠊ୕ᅄභ㹼୕භ୍㡫ࠋ
*8ᏹࡢᛮࡑࡢᗈ⠊࡞ᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣࠊⲨᮌぢᝅࠕᡄẅᨺ⏕ᛮࡢⓎᒎࠖࠊࠗ㝧᫂Ꮫࡢᒎ㛤ᩍ࠘ࠊ
◊ᩥฟ∧ࠊ୍ඵᅄᖺࠊ㹼ᅄ୕㡫ࠋࡲࡓ᱓㇂๓ᥖㄽᩥࠊᅄ㡫ࠋ
*9ࠗᲙ⥙⤒ᚰᆅᡄရ⸃ᡄ⩏Ⓨ㞃࠘㸦௨ୗࠗ⩏Ⓨ㞃࠘㸧ࠊ᪂⧩᪥ᮏ⥆ⶶ⤒භࠐᕳࠊࠐࠐ㡫ୖࠋ
*10ࠕᒣᡣ㞧㘓ࠖࠗ㏆ୡ₎⡠ྀห୍ ⶈụᖌ㑇✏እ࠘ࠊᅄ㹼ᅄභ୕㡫ࠋ
*11ࠗ⩏Ⓨ㞃࠘ࠊ᪂⧩᪥ᮏ⥆ⶶ⤒භࠐᕳࠊ୍ඵ㡫ୖࠋ
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*12

ᏹࡢᨺ⏕ࡣ᭷ྡ࡛࠶ࡾࠊཧຍࡍࡿ▱㆑ேࡶከࡗࡓ࠸࠺ ࠋᏹࡣࠊࡑࢀࡲ࡛⠜ಙࡢᩍᚐ㝈ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓẅ⏕ࢆࠊㄌ⏕᪥ࡸᐗ࠾ࡅࡿ⫗㣗⚗Ṇ࠸ࡗࡓ୍⯡ࡢ♫⏕άᗈࡆ࡚ㄽࡌࠊᨺ⏕ࢆ≉Ṧ
࡞ᩍ♩ࡽ୍⯡ேࡶ⾜࠺ࡁ᐀ᩍ♩ࡋ࡚ᤊ࠼࡞࠾ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᛮࡢẸ⾗ࡣࠊ᫂ᮎࡢ
♫ࡀồࡵࡓࡇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
Ύ௦௨㝆ࡢᨺ⏕ࡘ࠸࡚ࡢྐᩱࡣࠊ༑ඵୡ⣖௨ᚋࡽ⌧௦୰ᅜ࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢᑎ㝔ࡢ᪥ㄢࢸ࢟ࢫࢺ
*13

ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠊࠗ⚙㛛᪥ㄙ࠘ ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᏹࡢࠗᨺ⏕࠘ࢆࡶࡋࡓᨺ⏕♩ࡢḟ
➨ࡀ㏙ࡽࢀࠊᐆዴ᮶ࡢ༑ྕࢆၐ࠼ࡿ௦ࢃࡾࠊ㣹㨣࡛ၐ࠼ࡿዴ᮶ࡀၐ࠼ࡽࢀࡿࠋ୰ᅜࡢ㣹㨣
ࡣỈ㝣ࡤࢀ࡚ࠊᏵ௦௨ᚋࡢ᭱ࡢᩍ♩࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௦ࡀୗࡿࡘࢀ࡚ᨺ⏕ࡢඹ㏻ᛶ
ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

୕ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿẅ⏕⚗᩿ᨺ⏕
᪥ᮏ࠾ࡅࡿᨺ⏕ࡣࠊྂ௦ࡢᚊ௧ᅜᐙᘓタࡢ㐣⛬࡛ࠊẅ⏕ᡄࢆ᰿ᣐࡋ࡚ẅ⏕⚗᩿௧ඹᐇ⾜ࡉࢀ
*14

ࡓࠋឿᝒࢆ࠶ࡲࡡࡃᅜᅵࡍࠊ⋤ᶒࡼࡿၿ⾜ࡋ࡚᰿࡙࠸࡚࠸ࡗࡓ ࠋ୍⯡ࠊᨺ⏕ࡣ࠶ࡿሙᡤ࡛
㣫ࡗ࡚࠸ࡿື≀ࢆᨺࡋ࡚ࡸࡿࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊྂ௦ࡽ୰ୡࡅ࡚ࡢẅ⏕⚗᩿ࡣࠊ⋤࡞ࡾ㡿࡞ࡾࡀᮇ
㛫ሙᡤࢆᐃࡵ࡚ࠊࡑࡢᡤ㡿ࡢ⁺࣭⊟ࢆఫẸࡍ࡚⚗ࡌࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ⁺࣭⊟ࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊࡑࡢᆅ
ࡢ㡿᭷ᶒࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡽࠊᨻྐⓗ࡞ほⅬࡽࡣࠊẅ⏕⚗᩿௧ࡣ㡿ࡢᒣ㔝ᶒࡸ㡿᭷ᶒࢆ⥔ᣢࡋ࡚
ṇᙜࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋࠊᨺ⏕ࡣࡑࡢ㇟ᚩ࡞ࡗࡓࡉࢀࡿࠋࡑࡢὶࢀࢆ㎺ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 භᅜྐࡼࢀࡤࠊ᭱ึࡢᨺ⏕ࡣኳṊኳⓚ㸦භභ㸧ᖺㅖᅜࡢペࡼࡗ࡚ࠊື≀ࢆᨺࡗࡓࡇ࡛࠶
ࡿࠋᣢ⤫㸦භ୍㸧ᖺࠊ␥ෆㅖᅜᨺ⏕ࡢࡓࡵࡢ㛗⏕ụࢆ㐀ࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋᩥṊඖ㸦භ㸧ᖺࡣࠊ
ㅖᅜ࡛ࡢẖᖺࡢᨺ⏕ࡀࡌࡽࢀࠊᅜྖࡀᨺ⏕⮫ᖍⅬ᳨ࡋ࡚ࠊᨺ⏕ụᨺ⏕⏣ࡀᅜẖタ⨨ࡉࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋᨺ⏕⏣ࡣࠊᅜศᑎタࡅࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢ✭ࡼࡗ࡚ࠊື≀ࡸ㨶㢮ࢆ㉎ධࡋࠊẖᖺࡢᨺ⏕ഛ
࠼ࡿయไࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋඖ㸦ඵඵ㸧ᖺࠊᨺ⏕ụࢆᗫṆࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᨺ⏕యไࢆᨵࡵࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ
㈙࠸ྲྀࡗࡓື≀ࡽࡀᨺ⏕ࡲ࡛Ṛࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
ൔࡸㅮᖌㅖᅜࢆᘔࡽࡏ࡚㨶⋇ࢆ㈙࠸ྲྀࡽࡏࠊ
ࡑࡢሙ࡛ᨺࡘࢩࢫࢸ࣒ࡋࡓࠋࡋࡋᚊ௧యไࡢ✵Ὕඹࠊྂ௦࠾ࡅࡿᅜᐙไᗘࡋ࡚ࡢᨺ⏕ࡣ
⾶⁛ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ୰ୡࡣࠊᮅᘐࡢ᐀ᘁ࡞ࡗࡓ▼ΎỈඵᖭᐑࢆ୰ᚰࠊᨺ⏕ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋᕞࡢᏱ
బඵᖭᐑࡀᮏᐑ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᛂ⚄ኳⓚ⚄ᐑⓚྡྷࢆ⚍⚄ࡍࡿᅜᐙᏲㆤ⚄࡛࠶ࡗࡓࠋ୰ୡ⛣ࡿࡘࢀ
࡚ࠊṊ⚄ᩆ῭⚄ࡢᛶ᱁ࢆేࡏࡶࡘ⚄ࡋ࡚ࠊᅜඵᖭಙ௮ࡀᣑࡲࡗࡓࠋᏱబඵᖭᐑ࡛ᨺ⏕ࡀጞࡲࡗ
*12㓇ᛅኵࠗ㓇ᛅኵⴭస㞟୍ ቑ⿵୰ᅜၿ᭩ࡢ◊✲ୖ࠘ࠊᅜ᭩ห⾜ࠊ୍ᖺࠊ㡫ࠋ
*13ࠗ⚙㛛᪥ㄙ࠘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝞⥅ᮾࠕ୰ᅜᩍࡢ⌧ᅾࠖࠊ
ࠗ᪂ࢪᩍྐࠐඵ ୰ᅜᩥࡋ࡚ࡢᩍ࠘ࠊ
ᡂฟ∧♫ࠊࠐ୍ࠐᖺࠊ୕ඵ㹼୕୕ࠐ㡫ࠋ
*14ᨺ⏕ࡢṔྐࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢㅖㄽ⪃ࡼࡿࠋỌⱥࠕ୰ୡ࠾ࡅࡿẅ⏕⚗᩿௧ࡢᒎ㛤ࠖࠊࠗᖺሗ
୰ୡྐ◊✲୍࠘ඵࠊ୍୕ᖺࠋᖹ㞞⾜ࠕẅ⏕⚗᩿ࡢṔྐⓗᒎ㛤ࠖࠊࠗ᪥ᮏ♫ࡢྐⓗᵓ㐀 ྂ௦࣭୰ୡ࠘ࠊ
ᛮᩥ㛶ฟ∧ࠊ୍ᖺࠊ୍භ㹼୍භ㡫ࠋ᪂ᇛᩄ⏨ࠕ▼ΎỈඵᖭᐑᨺ⏕ࠖࠊࠗᩍ⾜ṓグ 
᭶ ᨺ⏕࠘ࠊ➨୍ἲつฟ∧♫ࠊ୍ඵᖺࠊ୍୕ᅄ㹼୍ᅄ㡫ࠋ
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ࡓዎᶵࡣࠊ㣴⪁ᅄ㸦ࠐ㸧ᖺࠊ㝮࣭᪥ྥࡢ୧ᅜ࡛ᮅᘐᑐࡍࡿ㏫ࡀ㉳ࡇࡾࠊᮅᘐࡀᏱబඵᖭ⚄ࢆ່
ㄳࡋࡓ⚄㌷ࡋ࡚ࠊ㞙ேᚁఆࢆ⾜ࡗࡓࡇࡽጞࡲࡿࠋᡓࡢᚋࠊඵᖭ⚄ࡽࠕṈᗘࡢྜᡓከࡃࡢேࢆ
*15

ẅࡋࡅࢀࡤࠊᨺ⏕ࢆ࡞ࡍࡋࠖ ࠊ࠸࠺クᐉࡀฟࡉࢀ࡚ࠊඵᖭᐑࡢ⚍♩ࡋ࡚ᨺ⏕ࡀẖᖺ⾜ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠊ࠸࠺ࠋ
㈆ほඖ㸦ඵ㸧ᖺࡣࠊᏱబඵᖭࡣி㒔ࡢ▼ΎỈ⋤ᇛ㙠ㆤࡢࡓࡵ່ㄳࡉࢀࠊ㈆ほ㸦ඵභ୕㸧ᖺࠊ
▼ΎỈඵᖭ࡛ࡶᨺ⏕ࡀጞࡲࡾࠊඵ᭶༑᪥ࡀ⚍᪥ࡉࢀࡓࠋኳ㸦୕㸧ᖺࠊ▼ΎỈඵᖭᐑࡣఀ
ໃ⚄ᐑḟࡄࢆᚓ࡚ࠊᮅᘐࡢ᐀ᘁ࡞ࡿࠋ▼ΎỈᨺ⏕ࡀ㈗᪘♫᰿࡙࠸࡚࠸ࡃ㛫ࠊᨺ⏕ࡣẅ⏕
ᡄࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿ࠸࠺ព㆑ࡀᙉᅛ࡞ࡗ࡚ࠊ㈗᪘ࡽࡢ㛫ࡶᨺ⏕ࡣ୍⯡ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᘏஂ㸦୍ࠐࠐ㸧
ᖺࡽࡣࠊᚋ୕᮲ኳⓚࡢສࡼࡾ୕᪥ࢃࡓࡿᅜᐙⓗ࡞⚍♭ࡋ࡚ࠊ▼ΎỈᨺ⏕ࡣつᶍ࡞⚍♩࡞
ࡗࡓࠋ
 㙊ᖥᗓࡀᡂ❧ࡋ࡚ࡽࡣࠊ㙊㭯ᒸࡢඵᖭᐑࡶຍࢃࡗ࡚ࠊㅖᅜࡢඵᖭᐑࡼࡿᨺ⏕యไࡀ☜❧ࡉࢀࠊ
ඵᖭᐑ⦕㉳ࡸ⚍♭࡞ࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ࡞࡛ࠊ▼ΎỈඵᖭᐑࡢᨺ⏕ࡣࠊࠕබᐙࡢἋửࠖ㸦ᮅ
ᘐ㸧ࠕṊᐙࡢἋửࠖ㸦㙊ᖥᗓ㸧ࡼࡗ࡚㛤ࢀࡿ᭱㧗ࡢ⚍♩࡛࠶ࡗࡓࠋᖥᗓᮅᘐࡣࠊ▼ΎỈᨺ⏕
ࡢ๓ࡣⲮᅬ࡞ྛᆅ࡛ࡢẅ⏕ࢆ⚗ࡎࡿࠕ▼ΎỈᨺ⏕௨๓ẅ⏕⚗᩿ࠖ௧ࢆࠊᅜฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰ୡࡢẅ⏕⚗᩿௧ࡣࠊࡑࢀࢆᏲࡽ࡞࠸⪅ࢆᆅᇦ♫ࡽ㝖ࡍࡿ⌮⏤ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࡽࠊ
ࡑࡢᇳ⾜⪅࡛࠶ࡿᆅ㢌ࡽࡀࠊ㡿Ẹᑐࡋ࡚ᒣ㔝Ἑᾏࢆⓗ㡿᭷ࡍࡿ᰿ᣐ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᛮⓗ᰿ᣐࡣࠊ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃẅ⏕ᡄ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ⬟ࡢࠕ㜿₈ࠖࡣࠊ⁺ኵࡢᖹḟࡀఀໃ⚄ᐑࡢ⚄㤣ࡢ⁺ሙ࡛࠶
ࡿ㜿₈ࡀᾆ࡛ࠊኪ㝜ࡌ࡚ᐦ⁺ࡋࡓ⨥࡛ᾏ⠯ᕳࡁ࡛ỿࡵࡽࢀࠊᆅ⊹࡛ⱞࡋࡴヰ࡛࠶ࡿࠋ⚄ࡢពࢆయ
ࡍࡿẅ⏕⚗᩿௧ࡣࠊࡑࢀࢆ◚ࡿ⪅ࢆ⏕๓ࡢࡳ࡞ࡽࡎṚᚋࡇࡑ⨩ࡍࡿᜍᛧࡢἲࡔࡗࡓࠋ▼ΎỈඵᖭᐑࢆ㡬
Ⅼࡋ࡚ࠊබᆅ㸦ᅜ⾦㸧ࡸ⚾㡿ᆅ㸦Ⲯᅬ࡞㸧࡛⾜ࢃࢀࡿㅖᅜࡢඵᖭᐑᨺ⏕ࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡢ㌟ศ⛛ᗎ
*16

ࡋࡓࡀࡗ࡚ᗙ㡰ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᆅࡢᶒຊᶒጾࢆ୍ᇽ♧ࡍࠕẅ⏕⚗᩿௧ࢆල⌧ࡍࡿ⚍♩ࠖ
ࡔࡗࡓࡉࢀࡿࠋ

 ༡ᮅᮇ௨ᚋࡢ▼ΎỈᨺ⏕ࡣࠊᐊ⏫ᖥᗓࡢຓࢆᚓ࡚⥆ࡅࡽࢀࡿࡀࠊᐊ⏫ᖥᗓࡢ⾶㏥ඹᘏᘬࡉࢀ
ࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡾࠊḟ➨⾶⁛ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ▼ΎỈᨺ⏕ࡣࠊᛂோࡢ㸦୍ᅄභ㹼㸧௨ᚋࠊᩥ᫂༑
㸦୍ᅄඵ୕㸧ᖺࢆ᭱ᚋࡋ࡚ࠊ㏆ୡࡲ࡛୰᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡓᅜ௦ࡢᡓࡢ୰࡛ࡣẅ⏕࡞⪃࠼ࡼ࠺
ࡶ࡞ࡃࠊ୰ୡⓗ࡞ᨺ⏕ࡣᛂோࡢᚋࠊᩘᖺ࡛⤊ࢃࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ㏆ୡᖹࡀゼࢀࡿࠊᨺ⏕ࡣάࡋࡓࠋ▼ΎỈඵᖭᐑ࡛ࡣࠊ୰᩿ࡽ⣙ⓒᖺᚋࡢᘏᐆ㸦୍භ
㸧ᖺࠊỤᡞᖥᗓࡀᨺ⏕ᩱࡢⓒ▼ࢆୗࡋ࡚㛤ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㏆ୡᨺ⏕ࡣࠊ᫂ᮎᩍࡽࡶࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ㞼᳇ᏹࡀ୍⯡ேྥࡅᨺ⏕ࢆ່ࡵࡓࠗᡄẅᨺ⏕ᩥ࠘ࡣࠊᐶᩥඖ㸦୍භභ୍㸧ᖺ้
ᮏࡋ࡚᪥ᮏ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡍࡄࠊ௬ྡⲡᏊసᐙ࡛࠶ࡗࡓὸពࡣࠊࡇࢀࢆᖹ᫆⩻ពࡋࡓ௬
ྡⲡᏊࠗᡄẅᨺ⏕≀ㄒ࠘ࢆฟ∧ࡋࠊࡇࢀࢆ⓶ษࡾỤᡞ௦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⾲㸦ᮏᩥᮎ㸧ࡢ㏻ࡾ㛵㐃ᮏࡀฟ∧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᏹⴭసࢆฟ∧ࡋࠊࡑࡢᛮࢆᗈࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ୍ேࡀࠊίᅵ᐀ࡢᏛ
ൔᚸ㸦୍භᅄ㹼୍୍୍㸧࡛࠶ࡿࠋ㝣ࡽࡢ᪂ࡋ࠸ᩍࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࠊ㏆ୡࡢᩍࢆฟࡋ࡚࠸ࡗ
*15ࠗ⏨ᒣᨺ⏕ᅗ㘓࠘ࠊࠕᨺ⏕㉳ࠖࠋ
*16๓ᥖㄽᩥࠊỌⱥࠕ୰ୡ࠾ࡅࡿẅ⏕⚗᩿௧ࡢᒎ㛤ࠖࠊ୕୕㡫ࠋᅾᆅࡢᨺ⏕࡛ࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡢ㌟ศ
⛛ᗎࡋࡓࡀࡗ࡚ᗙ㡰ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᅾᆅ⛛ᗎࡢ⏕⏘ࡢሙࡔࡗࡓࠖࡉࢀࡿ㸦ྠࠊ୕ᅄ㡫㸧ࠋ
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ࡓൔࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊ㕲║∧ⶶ⤒㧗㯇ⶶ⤒ࢆᑐᰯࡋࡓຌ⦼࡛ྡ㧗࠸ࠋ㯤᷑᐀ࡢ⊂‣㸦୍භඵ㹼୍
ࠐභࠊ㯤᷑ᒣ⚟ᑎ➨ᅄ௦ఫᣢ㸧ࡶぶࡋࡃࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᏹᮏࢆฟ∧ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠊ⊂‣ࡽ
ᩍ࠼ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ୰ࡢ୍ࡀࠊᏹࡢຌ㐣᱁ࠗ⮬▱㘓࡛࠘࠶ࡿࠋຌ㐣᱁ࡣࠊ⮬ࡽࡢၿᝏࡢ⾜ⅭࢆⅬᩘ
࡛ィ⟬ࡋ࡚⮬┬ࢆಁࡍၿ᭩࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜࡽ㍺ධࡉࢀ࡚Ụᡞ௦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈࡃὶ⾜ࡋࡓࠋࠗ⮬▱㘓࡛࠘
*17

ࡣࠊ⫗㣗୍㣗ࢆࡸࡵࡿࡢࡣ୍ၿ࡛࠶ࡾࠊᐙ␆ࢆẅࡍࡢࡣ༑㐣ࡉࢀࡿ ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၿ⾜ࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊ
⤖ᯝⓗୡࡢᐩ㈗⦾ᰤࢆࡶࡓࡽࡍࡇࢆㄝࡃࠋ
ᚸࡣࠊᐆỌ㸦୍ࠐ㸧ᖺࡢභ༑୍ṓࡽࠊ▼ΎỈඵᖭᐑ⚄ᐁඹᨺ⏕ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ඵᖭ⚄ᐁࠊᚚ㤿ᡤࡢ⚄ேᶫᏳ㈆࡞ࡿ⪅᭷ࡾࠋᛶ῟ࡋ࡚ࠊ㉁Ύ⠇᭷ࡾࠋᖌ㸦ᚸ㸧ࡇࢀࢆ່ㄏࡋ࡚
ᨺ⏕ࢆ⤖ࡍࠋẖ᭶ᨺ⏕ࢆ⾜ࡌ࡚ࠊ௨࡚ហࢆ່⃭ࡋࠊᒕẅ⁺ᤕࡢᴗࢆㄕࡴࠋேⓙឤࡋ࡚ࠊ⏕ࢆዲࡳẅ
ࢆ⯋㸦ᤞ㸧ࡘࡿ⪅ࠊ⏒ࡔከࡋࠋࠑ͐͐⚄ᐁᏳ㈆ࠊ⏣ࢆⱝᖸ㈙࠸ࠊᨺ⏕Ⲯྡࡃࠋࡕீࢆᨺ⏕ᕝࡢഃస
ࡾࠊẖ᭶ᨺ⏕ࡍࠋ⮳ࡿࡶḞࡉࡎࠋලࡣᖌࡢ▼ΎỈ⾜ᨺ⏕グ㏙ࡪࡿᡤ࡞ࡾࠋ͐͐ࠒᖌࠊ⏕ᖹࠊ
⚾㈈ࢆ࠼ࡎࠊᡤᚓࡢࢆ௨࡚ࠊᡈ࠸ࡣീࢆ㐀ࡾࠊᡈ࠸ࡣᛴ῭ࡋ㈋㈰ࡍࠋᡈ࠸ࡣ㨶㫽ࢆ⦪ࡋ࡚ᨺ⏕
*18

ࡢᴗࢆⅭࡍப࠺ࠋ

 ࠑࠒὀࠊ㸦㸧すᮧὀ

 ൔᚸࡣࠊ▼ΎỈඵᖭᐑࡢ⚄ேࡢᶫᏳ㈆࠸࠺⪅ࢆㄏࡗ࡚ࠊẖ᭶ᨺ⏕ࢆ⾜࠸ࠊேࠎᒕẅࡸ⁺⊟
ࢆㄕࡵ࡚ࠊᩍ࠼ᚑ࠺⪅ࡶከࡗࡓࠊ࠸࠺ࠋ⚄ᐁᏳ㈆ࡣࠊᨺ⏕⏣ࢆ㉎ධࡋࠊᨺ⏕⏝ࡢ࠶࡙ࡲࡸࢆ㐀ࡗࡓࠋ
ᚸࡀࡋࢆᚓࡓࡣࠊീࢆ㐀ࡗࡓࡾ㈋❓ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࠼ࡓࡾࠊ㨶ࡸ㫽ࢆ㉎ࡗ࡚ᨺ⏕ࡋࡓ࠸࠺ࠋ
 ㏆ୡ࠾ࡅࡿᨺ⏕ࡣࠊᚸᏳ㈆ࡀඹ⾜ࡗࡓࡼ࠺ࠊᩍ⚄㐨ࡀ່ࡵࡿ᪥ᖖࡢၿ⾜ࡋ࡚Ẹ⾗ࡢ
㛫ᗈࡃࡦࢁࡲࡗࡓࠋ
 ▼ΎỈඵᖭᐑࡢᨺ⏕ࡣࠊ᫂ඖ㸦୍ඵභඵ㸧ᖺࡢ⚄ศ㞳ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᩍⰍࡀᡶᣔࡉࢀࡓࠋ
ඵᖭ⸃ྕࡀᗫṆࡉࢀࠊ⚄๓⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓ㨶ࡀᤝࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ㏆ୡࡽ㏆௦
ࡢ㌿ࢆ㇟ᚩⓗ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᫂௦ࡶࠊᨺ⏕ࢆ່ࡵࡿ㈓ᚨ࠸࠺Ẹ㛫⤖♫ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡀ
▱ࡽࢀࡿࡀࠊᨺ⏕ࡣࡔࢇࡔࢇᑎ♫ࡢ≉Ṧ࡞⾜࡞ࡗ࡚ࠊ୍⯡ேࡢ⏕άࡽࡣᾘ࠼࡚࠸ࡗࡓࡶࡢᛮࢃ
ࢀࡿࠋ

࠾ࢃࡾ
 ୰ᅜᩍࡢẅ⏕ᛮࡣࠊ୰ᅜ㏙⤒ࢆ┤᥋ࡢ᰿ᣐࡋ࡚ࠊࣥࢻᩍࡽࡢභ㐨㍯ᘔ୰ᅜ♫࡛
㔜せどࡉࢀࡿᏕࡢᛮࡀ୍యࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊẸ㛫ಙ௮࡛࠶ࡿ㜅㨱⋤ࡢᑂุ࠾࠸࡚ࠊṚ⪅ࡀ
ື≀ࡽཷࡅࡿᜠᛷ࠸࠺ᙧࢆྲྀࡗ࡚ࠊ୍⯡♫࡛ࡢᒕẅ⫗㣗ᑐࡍࡿᚷ㑊ࠊᨺ⏕ࡢᐇ㊶ࢆ⏕ࡳฟࡋ
ࡓࠋ
 ᭱ึᨺ⏕ࢆᐇ⾜ࡋࡓࡢࡣࠊ㝳௦ࡢኳྎᬛ㢩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡢኳྎ᐀࡛ࡣࠊᏵ௦ࡢᅄ᫂▱♩ࡽࡼࡗ࡚
ᨺ⏕ࡢ♩ࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋ᫂௦ᮎᮇࡣࠊ㞼᳇ᏹࡀேࡢ⏕ά࠾ࡅࡿẅ⏕ࢆ່ࡵ࡚ࠊᨺ⏕ࡶ୍
⯡ࡋࡓࠋᏹࡢᐃࡵࡓᨺ⏕ࡢἲḟ➨ࡣࠊΎ௦௨ᚋࡶᑎ㝔ࡢ᪥ㄢࢸ࢟ࢫࢺ࡛࠶ࡿࠗ⚙㛛᪥ㄙ࠘ཷࡅ
*17ࠗ⮬▱㘓࠘ࠊࠗ㏆ୡ₎⡠ྀห୍ ⶈụᖌ㑇✏እ࠘ࠊၿ㛛࣭ࠐඵࠊ㐣㛛࣭ࠐඵ㡫ࠋ
*18ࠗ⊺㇂ⓑⶈ♫ᚸᚩᑦ⾜ᴗグ࠘ࠊίᅵ᐀᭩୍ඵࠊ୕ᅄ㡫ୗࠋ

124

⥅ࡀࢀ࡚ࠊ⌧௦୰ᅜᩍ࡛ࡶ᭱⾜ࡢ㣹㨣࡛࠶ࡿỈ㝣㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊྂ௦ᅜᐙࡼࡿᩍཷᐜకࡗ࡚ࠊẅ⏕ᡄࡶ࡙ࡃᨺ⏕ẅ⏕⚗᩿ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋẖᖺ
ㅖᅜ࡛ᨺ⏕ࡀ⾜ࢃࢀࡿᅜᐙయไࡀᩚࡗ࡚ࠊᨺ⏕ࡣᩍᅜᐙࡢ୍⎔࡞ࡾࠊẅ⏕ᡄࡣ᪥ᮏ♫᰿࡙
࠸࡚࠸ࡗࡓࠋࡋࡋᚊ௧యไࡢ✵Ὕඹࠊྂ௦ᅜᐙయไࡋ࡚ࡢᨺ⏕ࡣ⾶⁛ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ྂ௦ᮎᮇࡽ୰ୡࡣࠊᅜᐙࡼࡿᨺ⏕యไࡽࠊ▼ΎỈඵᖭᐑࢆ㡬Ⅼࡍࡿඵᖭᐑᨺ⏕ࡀࢀࢆ
ᢸࡗࡓࠋ୰ୡࡢẅ⏕⚗᩿௧ࡣࠊ㡿ࡢ㡿᭷ᶒࢆ☜ㄆࡋṇᙜࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋࠊẅ⏕ᡄࡣᨻⓗ࡞ẅ⏕
⚗᩿ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ⚄ࡢពࢆయࡍࡿẅ⏕⚗᩿௧ࡣࠊࡑࢀࢆ◚ࡿ⪅ࢆ⏕๓ࡢࡳ࡞ࡽࡎṚ
ᚋࡇࡑ⨩ࡍࡿᜍᛧࡢἲ࡞ࡗࡓࠋ୰ୡᚋᮇࡢᡓᅜ௦ࡣࠊẅ⏕ᡄࡑࡢᐇ⾜࡛࠶ࡿᨺ⏕࡞⪃࠼
ࡼ࠺ࡶ࡞ࡃࠊ༑ୡ⣖ࡣᛀࢀࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ
 ㏆ୡධࡗ࡚ࡽࡣࠊ༑ୡ⣖༙ࡤࡽࡢ᫂ᮎ᭩⡠ࡢὶධඹࠊᏹࡢẅ⏕ࡶ࡙ࡃᨺ⏕ࡸ⫗㣗
⚗Ṇࡢ່ࡵࡀཷᐜࡉࢀࡓࠋᨺ⏕ࡣᩍ⚄㐨ࡀ່ࡵࡿၿ⾜࡛࠶ࡾࠊேࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛⾜࠺ࡁࡶࡢ
ࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚ᗈࡃࡦࢁࡲࡗࡓࠋᅇゐࢀࡿవ⿱ࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊ୰ୡࡢẅ⏕⚗᩿ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ぢࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ẅ⏕ᡄࡢពᛶࡣࠊ㏆ୡ࡛ࡣ௦ᑗ㌷⥘ྜྷࡼࡿ⏕㢮ࡢ௧㸦୍භඵ㡭㹼୍ࠐ㸧➃ⓗ
࠶ࡽࢃࢀࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
 ୰ᅜ࡛⌮ㄽࡉࢀࡓẅ⏕ᨺ⏕ࡢᛮࡣࠊ㝳௦௨ᚋࡢ୰ᅜᩍ࡛ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࠊ᫂ᮎ௨ᚋࡣẸ⾗
ࡋ࡚ࠊ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊྂ௦࠾ࡅࡿᩍཷᐜඹࠊᚊ௧ᅜᐙࡼࡿᅜᐙ⾜ࡋ࡚
ᨺ⏕ࡀጞࡲࡗࡓࠋ୰ୡࡣࠊẅ⏕ࡢᛮࡣẅ⏕⚗᩿ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿഃ㠃ࢆᣢࡕࠊᨺ⏕
ࡣ⚄⩦ྜ♩ࡋ࡚ᣑࡀࡗࡓࠋᡓᅜᮇᨺ⏕ࡣ୰᩿ࡍࡿࡀࠊ㏆ୡࡣ⚄⩦ྜࡢ♩ࡋ࡚άࡋࠊ
᫂ᮎᩍࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ୡࡍࡿࡇࡼࡾᗢẸࡀ⾜࠺ၿ⾜࡞ࡗ࡚ࠊ୍⯡♫ᣑࡀࡗࡓࠋ㏆௦௨ᚋ
ࡢᨺ⏕ࡣࠊḟ➨⾶࠼࡚ᑎ♫࡛⾜ࢃࢀࡿ≉Ṧ࡞⾜࡞ࡾࠊ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᏹⴭస

้ᮏ

᪥ᮏ࡛ฟ∧ࡉࢀࡿࡢ
ࡣ㸯㸴㸴㸯㸦ᐶᩥ㸯㸧
ࠗᡄẅᨺ⏕

ᖺࠋ㯤᷑㞃ඖࡢ ࠕ

ᩥ࠘ ᏹࡣ

ᨺ⏕ࠖࠕᡄẅࠖࡢ

㸯㸳㸶㸲㸦

೦㊙ᩥ࠶ࡾ  㸦ͤ

ᬺ㸯㸰㸧௨๓

1㸧1679 ᖺ▼ΎỈඵ

ᇳ➹ࠋ

ᖭᐑᨺ⏕ࠊᖥࡼ

㛵㐃ᮏ

ฟ∧ᖺ

ⴭ⪅

ᡤᅾ

ᡄẅᨺ⏕≀ㄒ

1664㸦ᐶᩥ 4㸧

ὸព

௬ྡⲡᏊ㞟ᡂ 13

ᡄẅᨺ⏕ᩥ⧩ゎ

1681㸦ኳ 2㸧

㙾

2

ᡄẅᨺ⏕ᩥ⠍

1693㸦ඖ⚘ 6㸧

⊂ᗡ⋞ග

ᡄẅᨺ⏕ヰゎ

1744㸦ᘏா 1㸧

ၿ✚

ᨺ⏕ຌᚨ㞟

1783㸦ኳ᫂ 3㸧

ឿ࿘

ᨺ⏕ᣦ༡㌴

1783㸦ኳ᫂ 3㸧

ㅉᚸጁ㱟

ᨺ⏕ᡭᘬⲡ

1784㸦ኳ᫂ 4㸧

ㅉᚸጁ㱟

ᨺ⏕ሗᛂ㞟

1806㸦ᩥ 3㸧

ᅾ⚙

ᨺ⏕Ḽ႐ⲡ

1813㸦ᩥ 13㸧

⣧⛠

ࡾ㛤 㸦ͤ2㸧⏕㢮
௧ࡣ 1687㹼1709
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ㅉᚸᚊᖌ◊✲࣭
ୖ
᪥ᮏ㢼ᩍྀ᭩
9࣭10
᪥ᮏ㢼ᩍྀ᭩
9࣭10

ᖹ ᡂ 24 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨  ྕᡤ ㄽ ᩥ
I   ―TIEPh ➨ 1 ࣘࢽࢵࢺ ⮬↛ほ᥈究ユࢽࢵࢺ―

㏆ ௦ ࡢ ⛉ Ꮫ ࡣ ࠊ⢭ ⚄  ⫗ య ࢆ ศ 㞳 ࡋ ࡚ ࠊ⫗ య ࢆ ᚰ ⮚ ࢆ ୰ ᚰ  ࡍ ࡿ ⇕ ᶵ 㛵  ⌮ ゎ ࡍ ࡿ
ࡇ   ࡽ ጞ ࡲ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ᚰ ㌟  ඖ ㄽ  ࡼ ࡗ ࡚ ࠊᨾ 㞀 ࡋ ࡓ 㒊 ศ ࡣ ࡑ ࡇ ࢆ ศ ゎ ࡋ ࠊ࠶ ࡿ ࠸
ࡣ 㒊 ရ ࢆ ྲྀ ᭰ ࠼ ࠊሙ ྜ  ࡼ ࡗ ࡚ ࡣ ྲྀ ࡾ ཤ ࡿ ࡇ  ࡛ ᶵ 㛵  య ࡢ ಖ  ࢆ ᅗ ࡿ ᢏ ⾡ ࡀ Ⓨ 㐩 ࡋ
ࡓࠋ㒊ရࡣ⢭⚄ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸⪃࠼ࡓࡽࠊࡇࢀࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ☜   ࡇ ࡢ ᚰ ㌟  ඖ ㄽ ࡣ ࠊ⛉ Ꮫ ᢏ ⾡ ࡢ Ⓨ ᒎ  ೧  ࡞ ᐤ  ࢆ ࡋ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋࡋ  ࡋ ࠊࡑ ࢀ
 ྠ   ⛉ Ꮫ  ࠸ ࠺ ࡶ ࡢ ࡢ ࠶ ࡾ ᪉ ࢆ ࠊࡁ ࢃ ࡵ ࡚ 㝈 ᐃ ⓗ ࡞ ⌮ ゎ ࡢ ୗ  ࠾ ࡃ ࡇ   ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ
ᐇ ド ࡉ ࢀ ࡞ ࠸ ࡶ ࡢ ࢆ ࠊᏑ ᅾ ࡋ ࡞ ࠸ ࡶ ࡢ  ࡋ ࡚ ぢ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡇ ࢁ ࡀ ࠊࡇ ࡢ ♫  ࡸ
⮬↛⏺ࡢ୰ࡣࠊᩘ್ࡸ⌮ㄽ࡛ᐇドࡋᚓ࡞࠸ឤぬୖࡢᏑᅾࡸฟ᮶ࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࠋ
 ࠼ ࡤ ࠊ₎ ᪉ ⸆ ࡸ Ẹ 㛫 ⸆  ⛠ ࡉ ࢀ ࡿ ୍ ✀ ࡢ ⤒ 㦂 ⓗ ་ ⒪  ࡶ  ࡙ ࠸ ࡓ ⸆ ≀ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋࡘ ࠸
୍ ᫇ ๓ ࡲ ࡛ ࠊࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ከ ࡃ ࡣ ⸆ ≀ ࡢ ᣦ ᐃ ࡉ ࠼ ཷ ࡅ ࡽ ࢀ ࡎ ࠊ㣗 ရ  ࡋ ࡚ ᢅ ࢃ ࢀ ࡓ ࠋࡑ ࡢ
ᡂ ศ ࡢ ศ ᯒ ࡸ ⸆ ຠ ࡢ ᩘ ್ ࡀ ᥦ ♧ ࡛ ࡁ ࡞  ࡗ ࡓ  ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ㙀 ⅍  ⮳ ࡗ ࡚ ࡣ 㠀 ⛉ Ꮫ ⓗ ࡢ
୍ ㄒ ࡛ ᩺ ࡅ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࢁ ࡀ ࠊࡇ ࠺ ࡋ ࡓ ⤒ 㦂 ⓗ ⛉ Ꮫ  ࡶ  ࡙ ࡃ ᢏ ⾡ ࡸ ᪉ ἲ  ࡋ ࡚ ࠊᩘ
༓ᖺࢃࡓࡗ࡚✚ࡉࢀࡓὙ⦎ࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ

 ᮾ ὒ ࡢ ᛮ  ࡣ ࠊᇶ ᮏ ⓗ  ࡣ ᚰ ㌟ ୍ ዴ ࡢ ❧ ሙ  ❧ ࡘ ࠋ⢭ ⚄  ⫗ య ࡣ ୍ య  ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠊ
⢭ ⚄ ࡢ ࠶ ࡾ ᪉ ࡀ ⫗ య   ᫎ ࡍ ࡿ ࠋᐇ ࡣ ࠊࡑ ࡢ ⢭ ⚄ ࡣ ⫗ య ࡔ ࡅ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ  ⮬ ↛  ࡶ ឤ ᛂ
ࡍ ࡿ ࠋ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ⢭ ⚄ ࡢ ࠶ ࡾ ᪉ ࡀ ⮬ ↛ ⏺  ࡶ ཬ ࡪ  ࠸ ࠺ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࡇ ࡇ ࡲ ࡛ ࡃ ࡿ  ఱ ࡸ
ࡽ⬌ᩓ⮯࠸࠸࠺ᛮ࠸ࢆᢪࡃேࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ౽ᛶ㇏ࡉࢆồࡵࡓே㛫ࡢ⢭⚄ࡀࠊ
㐣  ࡞ 㛤 Ⓨ  ಟ  ᅔ 㞴 ࡞ ◚ ቯ ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡋ ࡓ  ᐇ ࢆ ࡳ ࢀ ࡤ ࠊࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᮾ ὒ ᛮ  ࡢ ព
⩏ࡸྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚┿᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࡇࡶ⫯ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ࡇ ࡢ ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ࡛ ࡣ ࠊす ὒ ⓗ ౯ ್ ほ ࡸ ⛉ Ꮫ ᢏ ⾡ ࡀ ṧ ࡋ ࡓ ㈇ ࡢ 㑇 ⏘  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊᮾ ὒ ⓗ ࡞
▱ ࡢ ఏ ⤫ ࡀ  ࡢ ࡼ ࠺  㛵 ࢃ ࢀ ࡿ ࡢ  ࢆ ᳨ ド ࡋ ࠊࡑ ࡇ  ࡽ ᪂ ࡋ ࠸ Ⓨ   ౯ ್ ほ ࡢ  㐀 ࢆ
ᅗࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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◊✲ࣀ࣮ࢺ
⎔ቃ⌮᐀ᩍᛮ̿̿ᩍᛮࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚
➉ᮧ ∾⏨㸦ᩥᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉࠊ࢚ࢥࢭ࢜ࣟࢪ࣮ࠊ⮬↛ᶒဴᏛࠊ
㕥ᮌᣋ࣭ᆅᛶࠊ᪥ᮏேࡢ⮬↛ឡ

㸯㸬࢟ࣜࢫࢺᩍ⮬↛⎔ቃ
࣭ࣜࣥ࣍࣡ࢺࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀ⎔ቃ◚ቯࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇࢆࠊึࡵ࡚ࡣࡗࡁࡾ㏙ࡓṔྐ
ᐙ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠕ⌧ᅾࡢ⏕ែᏛⓗ༴ᶵࡢṔྐⓗ᰿※ࠖ㸦Lynn White, "The Historical Root of Our
Ecological Crisis", 1967㸧 ࡢㄽᩥ࠾࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ⎔ቃ༴ᶵࡢ᰿※ࡣࠊ
ࠕࣘࢲ࣭ࣖ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ࡞ఏ
⤫ࠖࡢ࠺ࡕ࠶ࡿᣦࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ⚄ࡣே㛫ࡢ┈⤫ࡢࡓࡵ࠸࠺᫂ⓑ࡞┠ⓗࡢࡓࡵ
ࠊே㛫௨እࡢࡍ࡚ࡢᏑᅾࢆ࠾ࡘࡃࡾ࡞ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸࡞ࡿ⮬↛ࡢ㐀≀ࡶࠊ
ே㛫ࡢ┠ⓗዊࡍࡿ௨እࡢ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ͐͐ࡇࡢࡼ࠺ࣘࢲ࣭ࣖ࢟ࣜࢫࢺᩍ
ࡣே㢮ྐୖ࡛ࡶࡗࡶே㛫୰ᚰ⩏ⓗ࡞᐀ᩍ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖゝࡗ࡚࠸ࡿ㸦࣭ࣜࣥ࣍࣡ࢺࠗᶵᲔ⚄
̿̿⏕ែᏛⓗ༴ᶵࡢṔྐⓗ᰿※࠘
ࠊ㟷ᮌ㟹୕ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊ1999 ᖺࠊ87 㡫ࠋ㇂ᮏග⏨ࠗ⎔ቃ⌮
ࡢࣛࢹ࢝ࣜࢬ࣒࠘
ࠊୡ⏺ᛮ♫ࠊ2003 ᖺࠊ215㹼6 㡫㸧
ࠋࡲࡓࠊḟࡢࡼ࠺ࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢃࢀࢃ
ࢀࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣே⮬↛ࡢ㛵ಀᑐࡍࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ࡞ែᗘࡽᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢែᗘࢆࢇᬑ㐢ⓗࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡸ᪂ࡋ࠸࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊឡ࡞ࡃࡶ⮬ศࡢࡇ
ࢆ⬺࢟ࣜࢫࢺᩍ௦ࡢே㛫ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡶࡲࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢥ࣌ࣝࢡࢫࡶࢃࡽ
ࡎࠊᏱᐂࡣࢃࢀࢃࢀࡢᑠࡉ࡞ᆅ⌫ࡢ࿘ࡾࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࢲ࣮࢘ࣥࡶࢃࡽࡎࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ
ᚰࡢ࡞࡛ࡣࠊ⮬↛ⓗ࡞㐣⛬ࡢ୍㒊࡛ࡣ㸦࡞࠸㸧ࠋࢃࢀࢃࢀࡣ⮬↛ࡼࡾࡶඃ㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛ࢆ㍍
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬ศࡓࡕࡢࡘࡲࡽࡠẼࡲࡄࢀࡢࡓࡵ⮬↛ࢆ࠾࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐͐࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡗ
࡚ࡣ୍ᮏࡢᮌࡣ≀⌮ⓗᐇ௨ୖࡢ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ⚄⪷࡞᳃࠸࠺⪃࠼ࡑࡢࡶࡢࡀ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍ↓⦕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊすὒࡢ࢚ࢺࢫ↓⦕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༓ᖺ㏆ࡃࡶࡢ㛫ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢఏ㐨ᖌ
ࡣ⚄⪷࡞᳃ࢆఆࡾಽࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣ⮬↛⢭⚄ࢆ๓ᥦࡍࡿࡺ࠼ࠊഅീᓫᣏ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠖ
㸦๓
ᥖ᭩ࠊ92 㡫ࠋᑠᆏᅜ⥅ࠗ⎔ቃ⌮Ꮫࣀ࣮ࢺ̿̿ẚ㍑ᛮⓗ⪃ᐹ࠘
ࠊ࣑ࢿࣦࣝ᭩ᡣࠊ2003 ᖺࠊ66㹼7
㡫㸧
ࡇࢀ㛵ࡋࠊ㛫℩ၨඔࡣࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ⚄Ꮫࡀࠊ⮬↛⏺ࡣ㈨※ࡢ౪⤥※࡛࠶ࡾࠊே㛫ࡣࡇࢀࢆ⏝
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊࡲࡓࡑࡢ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᑐ⮬↛ࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚࠸࡞ࡿ㐨ᚨⓗ㠀㞴ࡶ
ࡉࡽࡉࢀ࡞࠸⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡶࡗࡥࡽࢠࣜࢩࡢᙳ㡪ࠊࡾࢃࡅࢫࢺ⩏ࡽࡢᙳ㡪
ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ͐͐ࡇ࠺ࡋࡓศᯒࡣࠊ⌧௦ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢဴᏛ⪅ࠊࢪ࣭ࣙࣥࣃࢫࣔࡼࡗ࡚ࠊ
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ࢀࡢࡍࡄࢀࡓⴭ᭩ࠗ⮬↛ឡࡍࡿே㛫ࡢ㈐௵࠘ࡢ࡞࡛᫂☜࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦
࢚ࠗ
ࢥࣟࢪ࣮᐀ᩍ࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1996 ᖺࠊ23㹼25 㡫㸧
ࠋ୍᪉ࠊ
ࠕࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀࡶࡏࡼࠊ
࢟ࣜࢫࢺᩍཷࡅ⥅ࡀࢀࡓఏ⤫࠾࠸࡚ࠊ⮬↛ᑐࡍࡿே㛫ࡢඃ࠸࠺ே㛫୰ᚰࡢࠊඖㄽⓗ࡞
ぢゎࡣᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢぢゎࡢࡶ࡛ࠊ㏆௦ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᢏ⾡
ࡢᐇ㉁ⓗ࡞Ⓨᒎࡢᇶ♏ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࡢࡔࠋࡋࡶࠊ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃࡢࣈࣝࢪࣙࢪ࣮ࡀࠊࡃࣉࣟ
ࢸࢫࢱࣥࢸࢬ࣒ࡳࡽࢀࡿ㈨ᮏ⩏ⓗ⏕⏘ࢆ⫯ᐃࡍࡿせ⣲ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ⏕⏘ࡢᣑࠊே㢮ࡢ㐍Ṍ
ྥୖࡢ⌮ᛕࢆࡓࡎࡉ࠼࡚ࠊ⮬↛ᚁ᭹ࡾࡗࡓࡇࡶഅ↛ࡢ୍⮴࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ㏙
㸦ྠ๓ࠊ25㹼26 㡫㸧
ࠊࡇࡢ❧ሙࡣࠊ࣮࣋ࢥࣥࡸࢹ࢝ࣝࢺࡼࡗ࡚ࡶᨭᣢࡉࢀࠊ㔞ⓗ࡛ᶵᲔㄽⓗ࡞⮬↛
ほࡀ☜❧ࡉࢀࠊࠕࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊே㛫ࡣᡭ⮬↛ᡭࢆຍ࠼ࠊ⏝ࡋࠊᦢྲྀࡋࠊ℃㛤Ⓨࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡓࠖࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ๓ࠊ28 㡫㸧
ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢၥ㢟ᑐࡋࠊ1960 ᖺ௦ࡽ 70 ᖺ௦ࠊࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉࡢ᪂ࡓ࡞ゎ㔘
ࡼࡿ㉸ඞࡢ᪉ྥࡀฟ࡚᮶ࡿࠋྠࡌࡃ㛫℩ၨඔࡼࢀࡤࠊࠕࡓ࠼ࡤࠊࢠࣜࢫࡢᅜᩍࡢᣦᑟⓗ࡞ᆅ
࠶ࡿ∾ᖌࠊࣄ࣮࣭ࣗࣔࣥࢸࣇ࣮࢜ࣞࡣࠊࠕே㛫ࡣ⚄ࡢࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࠊ⚄ࡢಙク⪅ࡋ࡚ࠊ⮬↛
ࡢయ࠾ࡼࡪᨭ㓄ᶒࢆࡶࡘࠖ㏙࡚ࠊḟ㔜せ࡞⤖ㄽࢆᘬࡁࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋࠗே㛫ࡣ⌧ᅾᮍ᮶
ࢃࡓࡿ⎔ቃࡢయᑐࡋࠊྍㆡࡢ⩏ົ㛵ᚰࢆࡶࡓࡊࡿࢆ࠼࡞࠸❧ሙ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⎔ቃᑐࡍ
ࡿࡇࡢ⩏ົࡣྠ⬊ேࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡍ࡚ࡢ⏕ࢆࡶྵࡴࡶࡢ࡞ࡢࡔࠋ࠘ࡉࡽࠊࢀࡢ᪂ࡋ࠸Ⓨゝࡢ
࡞ࡣࠊே㛫ࡣࠕ⮬↛ࡢ࡞࡛⚄ࡢࠑඹാⓗ㐀⪅ࠒ࡛࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬↛⏺࠾ࡅࡿ⚄ࡢ┠
ⓗࢆຓࡅࡿ࠸࠺ព࡛ࡢࠑඹാⓗᩆ῭⪅ࠒ࡛ࡶ࠶ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡤࡀぢ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣே㛫ࡢഃ
ࡢࣛࢹ࢝ࣝ࡞ែᗘࡢኚ㠉ࠊྜࢃࡏ࡚࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞ែᗘࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊὀ┠౯ࡍࡿࠖ
࠸࠺㸦ྠ๓ࠊ30㹼31 㡫㸧
ࠋ
࣭࣐࣮࢟ࣕࣟࣜࣥࢳࣕࣥࢺࠗࣛࢹ࢚࢝ࣝࢥࣟࢪ࣮̿̿ఫࡳࡼ࠸ୡ⏺ࢆồࡵ࡚࠘㸦ᕝᮏ㝯ྐヂࠊ
⏘ᴗᅗ᭩ࠊᖹᡂ 6 ᖺ㸧ࡣࠊࡇࡢ⟶⌮࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ࢚ࢥ
ࣟࢪ࣮ࡼࢀࡤࠊୡグ➨୍❶ 28 ⠇ࡢ௧ࠕ⏕ࡵࡼࠊቑ࠼ࡼࠊᆅ‶ࡕࡼࠊᆅࢆᚑ࠼ࡼࠖࢆゎ㔘
ࡋ࡚ᐇ⾜ࡍࡿົࡵࡣࠊᅵᆅࡽᚓࡽࢀࡓࡶࡢࢆ࡚ᅵᆅ㏉ࡍ㈐௵ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡣ㠀⏕
ྍ⬟࡞㔠ᒓࡣࣜࢧࢡࣝࡉࢀࡿࡁ࡛ࠊᮌࡣ᳜࠼┤ࡉࢀࠊᅵᆅࡣಖࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࢆពࡍ
ࡿࠋᅵᆅᑐࡍࡿᨭ㓄ࡣࠊ㈐௵ឤ࠶ࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡀࠊぢ㏻ࡋࠊࢀࡳࠊぶษᚰࠊࡑࢀྠᚰࢆ
ࡶࡗ࡚ᅵᆅࡢୡヰࢆ⾜࠺࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ͐͐⟶⌮ࡣே㛫ࡀᆅࡢୡヰࢆࡋࠊᆅୖࡢ࡚ࡢᏑᅾ
ࡀᕪูࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ୍⥴ാࡁࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಖドࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆពࡍ
ࡿࠖ➼ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦166㹼7 㡫㸧ࠋ࡞࠾ࠊ㛫℩ၨඔࡣࠊ
ࠕୡグࠖࡢࠕ⚄ࡣࢀࡽࢆ⚃⚟ࡋ࡚ゝࢃ
ࢀࡓࠊࠗ⏕ࡵࡼࠊࡩ࠼ࡼࠊᆅ‶ࡕࡼࠊᆅࢆᚑࢃࡏࡼࠋࡲࡓᾏࡢ㨶ࠊᆅືࡃࡍ࡚ࡢ⏕ࡁ≀ࢆ
ࡵࡼ࠘
ࠖ
㸦1࣭28㸧ࡸࠊ
ࠕ࡞ࡿ⚄ࡣேࢆ㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚࢚ࢹࣥࡢᅬ⨨ࡁࠊࡇࢀࢆ⪔ࡉࡏࠊࡇࢀࢆᏲࡽ
ࡏࡽࢀࡓࠖ
㸦2࣭15㸧ࡽࠊ
ࠕᆅୖ࠾ࡅࡿே㛫ࡢಙクࠊጤクࡢෆᐜࡣࠊᅵᆅࢆࠕ⪔ࡋࠖ
ࠊᅵᆅࢆࠕᏲࡿࠖ
࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࡢࡔࠊࡘࡲࡾࠊసࡾࡘಖࡘࠊ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࡢࡔࠖ➼ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦21㹼22
㡫㸧
ࠋ
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࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡓࠊ㸿࣭㹌࣭࣍࣡ࢺ࣊ࢵࢻࡢࠕࣉࣟࢭࢫᛮࠖᇶ࡙ࡃࠕࣉࣟࢭࢫ⚄Ꮫࠖ࠾࠸࡚ࡣ
ࠑ⮬↛ࡢ⚄ᏛࠒTheology of Nature ࡀᚿྥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࢪ࣭ࣙࣥ࢝ࣈ࣭ࢪࣗࢽࡣࠊ
ࠕ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ࡢ⚄Ꮫࠖ࠸࠺㢟ࢆࡶࡘⴭ᭩ࠗࡽ࡛ࡣࡶ࠺㐜ࡍࡂࡿ㸽࠘࠾࠸࡚ࠊࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻ
ࡢ⏕యࣆ࣑ࣛࢵࢻࡘ࠸࡚ࠊࠕ᪂ࡋ࠸࢟ࣜࢫࢺᩍࡣே㛫ࡢ⤯ᑐᛶࢆᤞ࡚࡚ࠊே㛫ࢆ㡬Ⅼࡍࡿ
࡞⏕యࣆ࣑ࣛࢵࢻࡢᵓࢆ᥇⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡋࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍࡼࡿ⚄ࡢ⊩㌟ࡣ࠶ࡽ
ࡺࡿ⏕యࡢᑛ㔜ࠊࡇࢀࢆ⦾ᰤࡉࡏࡿ㈐௵ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࠸࠺⪃࠼ࢆⓎᒎ
ࡉࡏࡓࠖ
㸦ྠ๓ࠊ31㹼33 㡫㸧࠸࠺ࠋ࢝ࣈࡣࠊ⌮ࡢᑐ㇟⠊ᅖࢆᒾ▼ࡽ⣲⢏Ꮚ➼ࡲ࡛ᣑࡋ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࠋ㛫℩ၨඔࡣࠊࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࠊࠕࡸࠊே㛫⮬↛ࡢ㛵ಀࡣࠊᨭ㓄ࡍࡿ⪅ᨭ㓄ࡉࢀࡿ⪅
ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠑඹ⏕ࠒ㸻ඹ⏕ࡁࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣࡢ⿕㐀≀ඹ⏕ࡁࡿࡓࡵࠊ㐃ᖏ
⟶⌮ࢆࡺࡔࡡࡽࢀࡓࠑಙク⪅ࠒ㸻⚄ࡢࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊேࡢ㈈⏘⟶⌮ࢆಙクࡉࢀࡓ
ྊࡢᙺࡀࠊ⚄ே㛫ࡢ㛵ಀࢆ㉸࠼࡚ࠊ⎔ቃ⌮ࡢᑕ⛬ࡲ࡛ᣑࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ
㸦ྠ๓ࠊ34 㡫㸧
ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠕ㐀ཷ⫗ࡢ⚄ࡣࠊ⮬↛ࢆ㉸㉺ࡍࡿࡶ⮬↛ෆᅾࡍࡿࠖ㏙ࠊ
ࠕ┠ぢ࠼ࡿࡶࡢ
ࢆ࠾ࡋ࡚┠ぢ࠼࡞࠸ࠑᜠᑋࠒࢆாཷࡍࡿࠖࡁࡢࠕࢧࢡ࣓ࣛࣥࢺࠖࡋ࡚ࠊ⮬↛ࢆぢࡿ❧ሙࡀ⚄
Ꮫ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࢠࣜࢫࡢᣦᑟⓗ࡞ᅜᩍࡢ∾ᖌ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓศᏊ⏕≀Ꮫ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ࣮ࢧ
࣮࣭ࣆ࣮ࢥࢵࢡࡢࠗ㐀⛉Ꮫࡢୡ⏺࠘ࡼࡗ࡚ࠊࠕ⮬↛ⓗせ⣲ࡣ⚄ࡢෆᅾⓗ࡞㐀άືࡢࡺ࠼ࠊ
⚄㛑௮ࡢ♩ᣏຍ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࠖࡶ㏙࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ࡢ⚄⪷ᛶࡩࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⚄
ࡢ㐀ࡋࡓ⮬↛ࢆởᰁ࣭◚ቯࡋ࡚ࡁࡓ⨥ࡢ㉢࠸㌿ࡌࡿ㐨ࡀ࠶ࡾ࠼ࠊ⮬↛ࡢࢧࢡ࣓ࣛࣥࢱࣝ࡞ཷࡅ
Ṇࡵࡣࠊ᐀ᩍⓗᅇᚰ୍⮴ࡍࡿ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࢆ⏕ࡴ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྠ๓ࠊ44㹼48 㡫㸧
ࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀࠊ᪂ࡓ࡞⚄Ꮫࢆ⏕ࡳฟࡍ࡞࡛ࠊ⎔ቃၥ㢟┿ᑐᛂࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸
ࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍࡣࠊ࢚ࢥࢭ࢜ࣟࢪ࣮㸦⎔ቃ⚄Ꮫࠊ⏕ᅪ⚄Ꮫ㸧ࡢㄒࡍࡽࠊ࠶ࡿࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ

㸰㸬ᮾὒࡢ᐀ᩍ⎔ቃᛮ
 ḟࠊᮾὒࡢ᐀ᩍ࢚ࢥࣟࢪ࣮➼ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࣟࢹࣜࢵࢡ࣭㹄࣭ࢼࢵࢩࣗⴭࠗ⮬↛
ࡢᶒ࠘
㸦Roderick F. Nash, The Right of Nature : A History of Environmental Ethics, 1990. ᯇ㔝
ᘯヂࠗ⮬↛ࡢᶒ̿̿⎔ቃ⌮ࡢᩥ᫂ྐ࠘
㸦ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜࠊ1999 ᖺ㸧ࡽࠊࡑࡢࡲࡲࡗࡓグ㏙ࢆࠊ
ᘬ⏝ࡍࡿࠋ
࣭➨㸲❶ ᐀ᩍࡢ⥳  ࠕᮾὒᛮࠖ࠸࠺ࡶ࠺ࡦࡘࡢ※Ἠ㸦 274 㡫௨ୗ㸧
ࠕ࣓ࣜ࢝ᛮ࠾࠸࡚ࠊࣘࢲ࣭ࣖ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢゎ㔘㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ
ࠕ᐀ᩍࡢ⥳ࠖ
ࡢࡶ࠺୍᪉ࡢ※Ἠࡋ࡚ࠊ᭱㏆ࡣࠊᮾὒࡢ࠸ࡃࡘࡢ᐀ᩍࡢ⌮ⓗ㛵ಀࡶ⯆ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ⮬ศࡓࡕࡢಙ௮ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊࡓࡔࡓࢇ࢟ࣜࢫࢺᩍ௨እࡢ᐀ᩍࢆ⏝ࡍࡿ
ேࠎࡶ࠸ࡓࠋ᪉ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍಙឤࢆࡶࡕࠊ㐨ᩍࠊࢪࣕࢼᩍࠊ⚄㐨ࠊᩍ㸦ࡃ᪥ᮏ≉᭷ࡢ
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⚙ᛮ㸧
ࠊࣄࣥࢻ࣮ᩍ࡞ࡢࢪࡢ᐀ᩍ႐ࢇ࡛᐀᪨᭰࠼ࡍࡿேࠎࡶ࠸ࡓࠋࡃ 1960 ᖺ௦ࡢࠕᑐ
ᢠᩥࠖࢆಙዊࡋࡓⱝ⪅ࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࢆࡍࡿேࠎࡀከࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᐀ᩍࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞࢟ࣜࢫ
ࢺᩍࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿඖㄽே㛫୰ᚰ⩏ࢆᣄ⤯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾὒࡢ᐀ᩍ࡛ࡣ࠶ࡽࡺࡿ⮬↛≀ࡣ✲ᴟⓗࡣ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋே㛫ࢆࡼࡾࡁ࡞᭷ᶵ
ⓗ࡞ୡ⏺ࡢ࡞ໟᦤࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⎔ቃ⌮Ꮫࡢᛮⓗ࡞㐨➽ࢆ㛤࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋྂ௦࠾
ࡅࡿᮾὒᛮࡣࠊ⏕ែᏛࡢ᪂ࡋ࠸௬ㄝ㠀ᖖ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕࡽࡢయ⣔࠾࠸࡚ࡶࠊே㛫⮬↛
ࡢ㛫ᅾࡍࡿࠊ⏕≀Ꮫⓗቃ⏺⌮ⓗቃ⏺ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ㐨ᩍᚐࡣࠕ≀ࡣᡃ୍య࡞ࡾࠖ࠸࠺
⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊᮾὒࡢ᐀ᩍ࠾ࡅࡿၨⵚ㸦ࡓ࠼ࡤ⚙࠾ࡅࡿࠑᝅࡾࠒ㸧ࡢ㐣⛬
࠾ࡅࡿ᭱ࡢ≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬↛ࢆᑐ㇟ࡋࡓࡾࠊ㠀⚄⪷ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣྍ
⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ1960 ᖺ௦ࡢゝⴥ࡛࠸࠼ࡤࠊ
ࠕ⏝࡛ࠖࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࡲࡉ࣭ࣜࣥ
࣍࣡ࢺ࡞ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢㄗࡾࢆᣦࡋࡓேࠎࡢど⥺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾὒࡢ᐀ᩍࡸဴᏛࡣࠊすὒࡢ⎔ቃ⌮Ꮫࡢᇶ┙࡞ࡗ࡚࠸ࡿಶேⓗ࡞ᶒࡢᴫᛕࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾὒࡢ⢭⚄࡛ࡣ⮬↛ࢆࠊᶒࢆࡶࡘᏑᅾ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⚄ᛶࢆᖏࡧࡓᏑᅾࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥ࠶ࡿࠋ
㠀ᮾὒⓗᩥ࠾ࡅࡿᶒᛮࡢ᰿ᣐ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉ࡢ୍ࡘࡣࠊࡍ࡚ࡢே㛫ࡣ㸦ࡓࡔࡋࠊே㛫
ࡢࡳ㸧ࠊ⚄ࡢጼఝࡏ࡚ࡽࢀࡓ࠸࠺ࣘࢲࣖ㸻࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡍ࡚ࡢ
ே㛫ࡣ⚄⪷࡛࠶ࡾࠊᩆ῭ྍ⬟࡞㟋㨦ࢆࡶࡕࠊே㛫ᅛ᭷ࡢ౯್ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢᴫ
ᛕࢆ୍⯡♫㐺⏝ࡋࡓࡢࡀࠊࢪ࣭ࣙࣥࣟࢵࢡࡸࢺ࣮࣐ࢫ࣭ࢪ࢙ࣇ࣮ࢯࣥࡢ⮬↛ᶒဴᏛ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᮾὒ࡛ࡣࠊே㛫ᅛ᭷ࡢᶒࡀᏱᐂࡢᴟ㝈ࡲ࡛ᣑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡚ࡢᏑᅾ≀㸦ࡶࡢ㸧
ࠊ
⏕≀↓⏕≀ࡣࠊ⚄⪷࡞ຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㐨ᩍࡢဴ⌮ࡋ࡚ࡢ㟋㨦̿̿ࠑ㐨㸦ࢱ࢜㸧
ࠒ
ࠊ⚄㐨࠾ࡅࡿ
ࠑ⚄㸦࣑࢝㸧ࠒࡤࢀࡿࡶࡢ࡞̿̿ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᩍ࡛ࡣࠊ≀ࡢ࠸࡞
ࡿᏑᅾࡶࠊࡘࡲࡾࠊ⮬↛ࡢ࡞Ꮡᅾࡍࡿࡍ࡚ࡢࡶࡢࡣࠊᏱᐂᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࠊ┠ⓗࠊྍ⬟ᛶࠊ
㔜せᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍ࡛ࡣࡍ࡚ࡢ≀㸦ࡶࡢ㸧Ꮡᅾࡍࡿࠑἲ㸦㝀ࡢᩍ࠼㸧ࠒ
㸦dharma㸧
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᩍⓗᮏᛶࡘ࠸࡚ㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋᩍࡢඵ㐨ㄝ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࡢ⏕ࡁ≀≀
㸦ࡶࡢ㸧ᑐࡋ࡚ே㛫ࡀ㐺ษ࡞⾜ືࢆࡗ࡚࠸ࡃ᪉ἲࢆㄝࡃ㝿ࠊࡇࡢᴫᛕࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢪࣕ
ࢼᩍࡢ୰ᚰⓗ࡞ᩍ⩏࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓᴫᛕࡀࠊയᐖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠑẅ⏕ࠒ
㸦ahimsa㸧࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࢪࣕࢼᩍࡣᴟ➃࡛ࠊ࠸࡞ࡿ⏕ࡁ≀ࡶയࡘࡅ࡞࠸ࡇࢆ᪨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡲࡗࡓࡃᑐ↷ⓗ࡞ࡢࡀࠊすὒ㐨ᚨࡢᇶ♏࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࣮ࣔࢮࡢ͇༑ᡄ͇࡛ࠊே㛫ᑐ⚄ࠊே㛫
ᑐே㛫ࡢ㛵ಀࡢࡳࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࣘࢲࣖ㸻࢟ࣜࢫࢺᩍ࠾ࡅࡿࠕ㞄ேࠖ㸦neighbor㸧ࡢᴫᛕࡣࠊே
㛫ࡶጞࡲࡾே㛫ࡶ⤊ࢃࡿࠋᮾὒࡢ᐀ᩍᩍ⩏࡛ࡣࠊඹྠయⓗୡ⏺ࡢᑐ㇟⠊ᅖࡣ↓㝈࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ேࡀᮾὒࡢ᐀ᩍ⯆ࢆࡶࡗࡓࡢࡣࠊ࣮࣭࣊ࣥࣜࢹ࣮ࣅࢵࢻ࣭ࢯ࣮࣮ࣟ࡞ࡢ㉸㉺
⩏⪅ࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮࣮ࣟࡣࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ࡛ⱥㄒࡢᩥ⊩ࢆ࡛ࡁࡿࡂࡾᗈ⠊ㄞࢇࡔࠋ࣓ࣜ࢝
࠾ࡅࡿᩍࡢṔྐࡘ࠸࡚ࡢࣜࢵࢡ࣭ࣇ࣮ࣝࢻࡢࡍࡄࢀࡓ◊✲ᴗ⦼ࡼࢀࡤࠊࠕ㉸㉺⩏⪅ࡓࡕࡣ
⮬ศࡓࡕࡢ௦ᡓ࠺ࡶࠊᮾὒ⮬ศࡓࡕࡢ⌮ࡢ⏕ࡁ᪉ࡢ⠊ࢆồࡵࡓࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࡼ࠺
࡞ศᯒࡀ 1960 ᖺ௦ࠊ1970 ᖺ௦ࡢయไⓗ࡞࣓ࣜ࢝ேࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊᙼࡽࡽ᪂
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ࡋ࠸⎔ቃ⩏ࡀⱆ⏕࠼ࡓ⪃࠼࡚ࡶࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ͐͐
⌧௦࣓ࣜ࢝ேࡢᮾὒ᐀ᩍᑐࡍࡿ⯆ࡣࠊࡍࡄࢀࡓᩍᏛ⪅࡛ᩍᖌ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ㕥ᮌᣋ㸦ᮏྡ࣭
㕥ᮌ㈆ኴ㑻ࠊ1870㹼1966 ᖺ㸧ࡼࡿᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࠋᙼࡣ 1897 ᖺΏ⡿ࡋ࡚௨᮶ࠊ༙ୡ⣖ࡢ㛫⚙
ဴᏛࡢ᭩≀ࢆฟࡋࡓࡾࠊᩍ࠼ࡓࡾࡋࡓࡀࠊ࣓ࣜ࢝ேࡶᙼࡢᛮࢆᚎࠎཷࡅධࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ㕥ᮌ
ゐⓎࡉࢀࡓேࠎࡢ࡞࡛ࠊ࣓ࣜ࢝ேࡢ⮬↛ᛮࡶࡗ࠾ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࡢࡀࠊࢠࣜࢫேࡢ
࣭ࣛࣥ㹕࣭࣡ࢵࢶ࡛࠶ࡗࡓࠋൔ࡞ࡗࡓ࣡ࢵࢶࡣ 1938 ᖺ࣓ࣜ࢝ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ࣭ࣜࣥ࣍࣡
ࢺࡀ⮬↛ᑐࡍࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢែᗘࢆᢈุࡍࡿ 20 ᖺࡶ๓ࠊ࣡ࢵࢶࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ㛵ࡋ࡚ࠊᮾ
ὒすὒࡢᛮࡀࡢࡼ࠺␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡋࡣࡌࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᙼࡢ 25 ࡢⴭసࡢ࡞࡛ࠊࡶࡗࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠗ⚙ࡢ㐨࠘
㸦The Way of Zen, 1957㸧ࠗ⮬↛ࠊ⏨
ዪ࠘
㸦Nature, Man and Woman, 1958㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㸰ࡣ࣮࣌ࣃ࣮ࣂࢵࢡࡢ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡞ࡾࠊ
ே㢮ࢆྵࡴୡ⏺ࡣࠑቃ┠ࡢ࡞࠸⤫୍యࠒࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࠸࠺ᛮࢆࡇࡢ௦ࡢேࠎ▱ࡽࡏࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚࣡ࢵࢶࡢㄞ⪅ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡣࡗࡁࡾࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᚓࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ༑ศᡂ⇍ࡋࡓ㐨
ᚨほࡣࠊ⮬↛ࡢ࡞ࡢࡍ࡚ࡢᏑᅾࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ
࢟ࣜࢫࢺᩍࢆᣄྰࡋ࡚ᮾὒࡢ᐀ᩍഴಽࡍࡿࡢࡀࠊ1950 ᖺ௦ࡢ࠸ࢃࡺࡿࣅ࣮ࢺ᪘ࡢᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢪࣕࢵࢡ࣭ࢣࣝࢵࢡࡢᑠㄝࠗ㊰ୖ࠘
㸦On the Road, 1955㸧ࠗ㝀ࡢᩍ࠼ࡣᨺᾉࡍࡿ࠘
㸦The Dharma
Bums, 1959㸧ࡀࠊ᪂ࡋ࠸ᙧࡢᢠⓗែᗘࢆᗈࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࢣࣝࢵࢡࡣࠊ
ࠕఱⓒே࠸࠺
࣓ࣜ࢝ࡢⱝ⪅ࠖࡀࠕࣜࣗࢵࢡࢧࢵࢡ㠉ࠖࢆ㉳ࡇࡋࠊᩍ⾜ࡃࡢࢆࡸࡵ࡚ࠊࠕᒣ♳ࡾ࠸ࡃࠖ
ጼࢆᛮ࠸ᾋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠖ
㸦௨ୖࠊ๓ᥖࠗ⮬↛ࡢᶒ࠘
㸧
ࢼࢵࢩࣗࡢࠗ⮬↛ࡢᶒ࠘࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ࠶ࡉࡽࠊࢣࣝࢵࢡࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࢤ࣮࣮࣭ࣜࢫ
ࢼࢲ࣮ࡢ⎔ቃᛮࡘ࠸࡚ࠊゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢼࢲ࣮ࡣࠊ
ࠕ1930 ᖺすᾏᓊ࡛⏕ࡲࢀࠊཎ⏕⮬↛
ᑐࡋ࡚≉ูࡢᛮ࠸ධࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋ1951 ᖺࡓࡲࡓࡲ㕥ᮌᣋࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡇࠊேࢣࣝ
ࢵࢡ࣡ࢵࢶࡀ࠸ࡓࡇࡽࠊࡸࡀ࡚᪥ᮏ⾜ࡁࠊ10 ᖺ㛫ࡶ⚙ࢆᏛࡪࡼ࠺࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ 1960 ᖺ௦
ᖐᅜࡋࡓᚋࠊᩍࠊ࠾ࡼࡧࠊ࣓ࣜ࢝ඛఫẸ㸦ࣥࢹࣥ㸧ࡢಙ᮲࣓ࣜ࢝ࡢ⮬↛ᶒࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠊ୍ࡘࡢ⌮ࢆసࡾୖࡆࡓࠖே࡛࠶ࡿࠋࢫࢼࢲ࣮ࡣࠕ⮬↛ࢆࠊᕷẸᶒࢆዣࢃ
ࢀࠊᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࣀࣜࢸࡳ࡞ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᩍᚐࡋ࡚ࠊリேࡋ࡚ࠊᙼࡣࠊ⮬ศࡢᙺ
ࡣࠕᛮࡢሙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨻࡢሙࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ୍⯡ࡣ௦⾲⪅ࡀ࠸࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࠖࡢࡓࡵࡢ
ࢫ࣏࣮ࢡࢫ࣐ࣥ࡞ࡿࡇ࡛࠶ࡿᐉゝࡋࡓࠋᙼࡢᆅ┙ࡣࠕཎ⏕⮬↛ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫௨እࡢࡍ
࡚ࡢ⏕ࡁ≀≀㸦ࡶࡢ㸧࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࢫࢼࢲ࣮ࡣᮾὒࡢ㛗࠸ᛮⓗ࡞᪑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣓
ࣜ࢝ࡢẸ⩏ⓗఏ⤫ࡽࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡢ᥎ㄽࡼ࠺ࡸࡃࡓࡾࡘ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ
ࠋ
ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࣮࣭ࢫࢺ࣮ࣥ 1972 ᖺࠊᶞᮌἲⓗ࡞ᶒࡀࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿᥦࡋࠊ
ᐇ㝿ࠊリேࡇࡑࡀᶞᮌᑐࡋ࡚ࡑࡢồࡵ࡚࠸ࡿẼᣢࡕࢆ⾲⌧ࡍࡿ௦ᘚ⪅࡞ࡾ࠺ࡿ⪃࠼ࡓࠋ͐͐
ᩍᚐࡢᙼࡣࡍ࡛ࡇ࠺ಙࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕリேࡋ࡚ࡢ⚾ࡣࠊࡢேࠎࡇࡢ⌮ࢆఏ࠼ࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠖ
ࠋࠖࡲࡓࠊࣟࣂ࣮ࢺ࣭࢚ࢺࢣࣥࡣࠕ᪥ᮏࡢᤕ࡞ࡗࡓࡁ⚙ࢆᏛࡧࠊᚋ᭷ྡ࡞⚙ࢭࣥࢱ࣮
ࢆࣁ࣡ᘓ࡚ࡓேࡔࡀࠊࠕ⚙ࡣே㛫ே㛫௨እࡢᏑᅾࡢ㛫ቃ⏺ࡀ࡞࠸ࠖ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ͐͐
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ᙼࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ⎔ቃ⌮Ꮫࡣࠕ࠶ࡽࡺࡿᏑᅾᑐࡍࡿぶឡឤࢆᇵ࠺ࠖࡇࢁࡽࡣࡌࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿ
࠸࠺ࠋ
ࠖ
ࡇࡢࡶࠊ
ࠗࢱ࢜⮬↛Ꮫ࠘
㸦The Tao of Physics, 1974,㑥ヂࠗࢱ࢜⮬↛Ꮫ࠘ྜྷ⚟ఙ㐓࣭⏣୰୕ᙪ
ヂࠊᕤస⯋ࠊ1989 ᖺ㸧ࠗࢱ࣮ࢽࣥࢢ࣏ࣥࢺ࠘
㸦The Turning Point, 1980,㑥ヂࠗࢱ࣮ࢽࣥࢢ࣏
ࣥࢺ࠘ྜྷ⚟ఙ㐓࣭⏣୰୕ᙪヂࠊᕤస⯋ࠊ1984 ᖺ㸧ࡢⴭ⪅ࡢࣇࣜࢵࢳࣙࣇ࣭࢝ࣉࣛࠊ
͇Ᏹᐂỗ⚄ㄽ
⪅༠͇
㸦The Universal Pantheist Society㸧ࡢࢻ࣮࣭࣭ࣟࣞࣛࢳࣕ࣌ࣝࡽࡀࠊࡇࡇྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࢼࢵࢩࣗࡣࠊࡇࡢ㡯ࡢ⤊ࡾࠊࠕ᐀ᩍάື㠃࡛ࡣࠊ⚙ࡀ࣓ࣜ࢝ࡢ᐀ᩍࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡘ࡙ࡅ
࡚࠸ࡓࠋࡃすᾏᓊ࡛ࡣάⓎ࡞άືࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡸࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥࡢ⚙ࢭࣥࢱ࣮࡛
ࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ⮬↛ほࢃࡿࡶࡢࡋ࡚⚙ࢆᏛࡪேࡓࡕࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠖ
㸦௨ୖࠊ274㹼283 㡫㸧
グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡼࢀࡤࠊᮾὒᛮࡀࠊ࠸ࡁ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ▱ࡽࢀࡿࠋ≉ࠊ㕥ᮌᣋ
ࡀ࣓ࣜ࢝ࢆ୰ᚰࡍࡿḢ⡿ே㠀ᖖ῝࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ⚙ࡣࠊே㛫୰ᚰ
⩏ࡢぢ᪉ࢆ᰿ᗏࡽኚ࠼ࡿࡇࡁࡃᐤࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ⲈᇛᏛᩍᤵࡢ୰ᕝගᘯඛ⏕ࡣࠊ⮬↛୰ᚰ⩏ࡢ᭷ຊ࡞ᛮࡋ࡚ᣋࡢㄝࡃࠕᆅᛶࠖࡀ୍ࡘࡢ
㘽࡞ࡿぢ࡚ࠊࡑࡢᛮࡘࡁ௨ୗࡢࡼ࠺ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸯ࠊໟᐜᛶࠊᖹ➼ᛶ㸻ఱࡶチࡋ࡚
ࡃࢀࡿẕᛶ Ṛࡋࡓᒈࡶᜳࡃཷࡅධࢀࠊఱࡶᖹࢆゝࢃࡎ᪂ࡋࡁ⏕ࡢᜥࢆ྿ࡁ࠼ࡽࡋࡵࡿࠋ 㸰ࠊ
ㄔ㸻ᆅࡣഇࡽࡠࠊḭࡠࠊࡲࡓࡈࡲࡉࢀࡠࠋ 㸱ࠊᗎ㸻ⵗ࠸ࡓ✀Ꮚࡣࠊࡑࡢ⠇ࡀ᮶࡞࠸ⱆࢆ
ฟࡉࡠࠊⴥࢆฟࡉࡠࠊᯞࢆᙇࡽࡠࠊⰼࢆဏࡏࡠࠊᚑࡗ࡚ᐇࢆ⤖ࡤࡠࠋ⛛ᗎࢆࡍࡇࡣࠊᆅࡢࡏ
ࡠࡇ࡛࠶ࡿࠋ 㸲ࠊ㎞ᢪ㸻ᆅࡣ㎞ᢪࡍࡁࡇࢆᩍ࠼ࡿࠋ 㸳ࠊලయᛶ㸻ᆅಀࢃࡾࡢ↓࠸⏕
ࡣࠊᮏᙜࡢព࡛⏕ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭࣭࣭ኳࡣ㐲࠸ࠊᆅࡣ㏆࠸ࠋ
ࠖ
㸦➹⪅ࡀ㡬ᡝࡋࡓ㈨ᩱࡼࡿ㸧
ࠋ
ࡑࡢᣋࡢࠕᆅᛶࠖࡢㄝࡢ୍➃ࢆ⤂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࠕኳ᪥ࡣ᭷㞴࠸┦㐪࡞࠸ࠋཪࡇࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ
⏕ࡣ࡞࠸ࠋ⏕ࡣࡳ࡞ኳࢆࡉࡋ࡚ᒃࡿࠋࡀࠊ᰿ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶᆅୗࡉࡡࡤ࡞ࡽࡠࠋᆅಀࡣࡾ
ࡢ࡞࠸⏕ࡣࠊᮏᙜࡢព࡛⏕ࡁ࡚ᒃ࡞࠸ࠋኳࡣ⏽ࡿࡁࡔࡀᆅࡣぶࡋࡴࡃឡࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅࡣ࠸ࡃࡽ㋃ࢇ࡛ࡶ྇࠸࡚ࡶ࠾ࡇࡽࡠࠋ⏕ࢀࡿࡶᆅࡽࡔࠋṚࡡࡤᅛࡼࡾࡑࡇᖐࡿࠋኳࡣ࠺ࡋ
࡚ࡶ௮ࡀࡡࡤ࡞ࡽࡠࠋ⮬ศࢆᘬྲྀࡗ࡚ࡣ࿋ࢀࡠࠋኳࡣ㐲࠸ࠊᆅࡣ㏆࠸ࠋᆅࡣ࠺ࡋ࡚ࡶࠊẕ࡛࠶ࡿࠋ
ឡࡢᆅ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀලయⓗ࡞ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ᐀ᩍࡣᐇṈලయⓗ࡞ࡶࡢࡽ࡛࡞࠸Ⓨ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ
㟋ᛶࡢዟࡢ㝔ࡣᐇᆅࡢᗙᅾࡿࠋᖹᏳேࡣ⮬↛ࡢ⨾ࡋࡉယࢀࡉࢆឤࡌࡓࡀࠊᆅᑐࡋ࡚ࡢດ
ຊ࣭ぶࡋࡳ࣭Ᏻᚰࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋ㝶ࡘ࡚ᆅࡢ㝈ࡾ࡞ࡁឡࠊࡑࡢໟᐜᛶࠊఱࡶチࡋ࡚࿋ࢀࡿẕᛶ
ゐࢀᚓ࡞ࡘࡓࠋኳ᪥ࡣṚࡋࡓᒈࢆ⭉ࡽࡍࠋ㓶ࡁࡶࡢ✧ࡽࡣࡋ࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࡀᆅࡣࡑࢇ࡞ࡶࡢ
ࢆᜳࡃཷࡅධࢀ࡚ఱ➼ࡢᖹࡶபࡣࡠࠋ༷࡚ࡑࢀࡽࢆወ㯇࡞ࡶࡢࡋ࡚᪂ࡋࡁ⏕ࡢᜥࢆ྿ࡁࡽ
ࡋࡵࡿࠋᖹᏳேࡣ⨾ࡋࡁዪࢆឡࡋ࡚ᢪࡁࡋࡵࡓࡀࠊṚࢇࡔᏊࢆࡶᢪࡁࡿឿẕࢆᛀࢀࡓࠋᙼ➼ࡢᩥ
ࡢࡇࡶ᐀ᩍࡢぢ࠼࡞࠸ࡢࡣᅛࡼࡾ↛ࡿࡁḟ➨࡛࠶ࡿࠋ
ே㛫ࡣᆅ࠾࠸࡚⮬↛ே㛫ࡢ㘒ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋே㛫ࡣຊࢆᆅຍ࡚㎰⏘≀ࡢ✭㰌
ࡵࡿࠋᆅࡣே㛫ࡢຊᛂࡌ࡚ࡇࢀࢆຓࡅࡿࠋே㛫ࡢຊㄔࡀ࡞ࡅࢀࡤᆅࡣ༠ຊࡏࡠࠋㄔࡀ῝ࡅࢀ
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ࡤ῝࠸ࡔࡅࠊᆅࡣࡇࢀࢆຓࡅࡿࠋே㛫ࡣᆅࡢຓࡅࡢዴఱࡼࡾ࡚⮬ศࡢㄔࢆィࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᆅࡣブࡽࡠࠊḭࡠࠊࡲࡓࡈࡲࡉࢀࡠࠋே㛫ࡢᚰࢆṇ┤ᫎࡋࡍ㙾ࡢே㠃ࢆ↷ࡍࡀዴࡃ࡛࠶
ࡿࠋᆅࡣࡲࡓᛴࡀࡠࠋࡢḟ࡛࡞ࡅࢀࡤኟࡢ᮶ࡠࡇࢆ▱ࡘ࡚ᒃࡿࠋⵗ࠸ࡓ✀Ꮚࡣࡑࡢ⠇ࡀࡇ࡞
࠸ⱆࢆฟࡉࡠࠋⴥࢆฟࡉࡠࠊᯞࢆᙇࡽࡠࠊⰼࢆဏࡠࠊᚑࡘ࡚ᐇࢆ⤖ࡤࡠࠋ⛛ᗎࢆࡍࡇࡣᆅ
ࡢࡏࡠࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ே㛫ࡣࡑࡇࡽ≀ᗎࡀ࠶ࡿࡇࢆᏛࡪࠊ㎞ᢪࡍࡁࡇࢆᩍ࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᆅࡣே㛫ྲྀࡾ࡚ᩍ⫱⪅࡛࠶ࡿࠊカ⦎ᖌ࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣࡇࢀࡼࡾ࡚⮬ࡽࡢᡂࢆࢀ㐙
ࡆࡓࡇ࡛࠶ࡽ࠺ࡒࠋ ͐͐ࠖ
㸦ࠗ᪥ᮏⓗ㟋ᛶ࠘
㸧
ᑠᆏᅜ⥅ࡣࠊ᪥ᮏேࡀࠊࠕ⮬ᕫࡣ⮬↛ࡢෆ࠶ࡗ࡚⮬↛⼥ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࠖࠊࠕ⮬ᕫ⮬↛ࡣ୍
య࡞ࡿࡶࡢ⪃࠼࡚ࠖ࠸࡚ࠊ㈼ࡋࡽ࡞ࡣࡽ࠸ࡸసពࢆᤞ࡚࡚⮬↛ධࡾࠊ⮬↛ࢆཷᐜࡍࡿࡇ
࡛ࠊ┿ᐇࡢ⮬ᕫࢆ⮬ぬࡍࡿ࠸࠺≉㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡇࡣグ⣖ࡢࠕ⚄࡞ࡀࡽࠖࠊぶ㮭ࡢࠕ⮬↛
ἲ∞ࠖ
ࠊ㐨ඖࡢࠕ㌟ᚰ⬺ⴠࠖ
ࠊᐉ㛗ࡢࠕ≀ࡢ࠶ࢃࢀࠖ
ࠊす⏣ᗄከ㑻ࡢࠕ⾜Ⅽⓗ┤ほࠖ
ࠊ㕥ᮌᣋࡢࠕ᪥ᮏ
ⓗ㟋ᛶࠖ㏻ᗏ࣭ඹ㏻ࡋࡓᛶ᱁࡛࠶ࡗࡓࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ⎔ቃ⌮Ꮫࣀ࣮ࢺ̿̿ẚ㍑ᛮⓗ⪃
ᐹ࠘
ࠊ࣑ࢿࣦࣝ᭩ᡣࠊ2003 ᖺࠊ214 㡫㸧
ࠋᑠᆏᅜ⥅ࡣࠊ
ࠕ͐͐ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠸ࡓࡎࡽ⛉Ꮫࡸᢏ⾡ࢆ
ྰᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆࢃࢀࢃࢀࡢ⮬↛ឡ̿̿ឤᛶࡋ࡚ࢃࢀࢃࢀࡢ࡞࡞࠾ṧࡗ࡚࠸ࡿ⮬↛
ឡ̿̿࠺ࡲࡃㄪࡉࡏࠊᆒ⾮ࢆಖࡓࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠕࢃࢀࢃ
ࢀࡗ࡚┿ࡢᖾ⚟ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡞ࡢࠖ
ࠊ
ࠕே⏕ࡢពࡸ౯್ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱฎ࠶ࡿࡢࠖࢆࡇࡇ
࡛┿⇍⪃ࡋ࡚ࡳࡿࡇࡀ⫢せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ͐͐ࡇࡢ㎶୍࡛ᗘࠊࢃࡀ᮶ࡓ㐨ࢆࡩࡾᖐࡾࠊ⏕ࡢᇶ┙ࢆ
ఱฎ⨨ࡃࡁࢆ῝ࡃ⪃࠼࡞࠾ࡋ࡚ぢࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ࢃ
ࢀࢃࢀࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊࡔࡍࢀࡤࠊࡑࡇ࠾ࡢࡎ㐨ࡀ㛤ࡅ࡚ࡃࡿࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠖㄝࡃࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྠ๓ࠊ215㹼6 㡫㸧
ࠋ

㸱㸬⎔ቃၥ㢟ᩍᛮࡢㄢ㢟
ࡇࢁ࡛ࠊᩍࡢᛮࡣࠊ⎔ቃ⌮࡞ࢇࡽពࢆᣢࡓ࡞࠸ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ㛫℩ၨඔ
ࡣࠊḟࡢࡼ࠺ㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋࠕỗ⚄ㄽࡏࡼࠊ≀㟋㨦ㄽࡏࡼࠊࡓࡋࠊࡑࡇࡣ᪥ᮏே≉᭷
࡞ࠑࡶࡢࡢぢ᪉ࠊ⪃࠼᪉ࠒࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ࠸ࡗࡓ࠸ࠊࡑࢀࡣఱ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠑᒣ
ᕝⲡᮌᜳ᭷ᛶࠒ㸻ᒣᕝⲡᮌᜳࡃᛶࡀ᭷ࡿࠊࠑⲡᮌᅜᅵᜳⓙᡂࠒ㸻ⲡᮌࡶᅜᅵࡶᜳࡃⓙᡂ
ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡤࡀࡼࡃ⪺ࢀࡿࠋ㝣ࡢᩍ࡛ࡣࠊே㛫ࡢ㏞࠸ࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀၥ㢟
࡞ࡿࠋࡉࡽே㛫ࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ⏕ࡁ≀ࡶ࠺ࡍࢀࡤᩆࢃࢀࡿ̿̿ࠊࡑࡇࡲ࡛⪃࠼ࡿࠋࡇࢁࡀࠊ
᪥ᮏᩍ࡛ࡣࠊே㛫ࡸ⏕ࡁ≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡶࡢࠊ⢭⚄ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡶࡢࡲ࡛ࡶࠊᡂ
ࡾ࠺ࡿㄝ࠸ࡓࠋࣥࢻࡢᩍ࡛ࡣࠊࠑ୍ษ⾗⏕ࡇࡈࡃᛶࡀ࠶ࡿࠒ㸻⏕ࡁࡋ⏕ࡅࡿࡶ
ࡢࡣࡳ࡞࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆᛮ⣴ࡢ୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊ᪥ᮏࡃࡿࠊ⾗⏕ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊᒣἙࡶᅜᅵࡶࡳ࡞࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊㄝࢀࡓࠋࡇࢀࡣࢽ࣑ࢬ࣒ࡢᛮ࡛࠶ࡿࠋ
͐͐ࡋࡋࠊࢽ࣑ࢬ࣒࡛࠸ࢃࢀࡿࠕ㟋㨦ࠖࡣఱࡢࡇ࡞ࡢࠋࠕ㟋㨦ࡀᐟࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠸ࡗ
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ࡓ࠸ࡢࡼ࠺࡞ែࢆࡉࡋ࡚࠸࠺ࡢࠋࡲࡔࠊࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸㒊ศࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⣡ᚓࡋࡀࡓ࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢽ࣑ࢬ࣒ࡀࡑࢀ⮬యࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ᛮࡸ❧ሙ࡞ࡾ࠺ࡿࡶࡢ࠺ࠊᐇࡣ⚾ࡣ
ၥࡀṧࡿࡢࡔࠋ
ࠖ
㸦࢚ࠗࢥࣟࢪ࣮᐀ᩍ࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1996 ᖺࠊ8㹼10 㡫㸧
᪥ᮏᩍࡢ⮬↛ほࢆࢽ࣑ࢬ࣒᩿ࡌࡿࡢࡣࠊࡸࡸᭀࡍࡂࡿ⚾ࡣᛮࢃࢀࡿࡀࠊ㛫℩ၨඔࡢ
ᣦࡣ㔜せ࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⚾ࡓࡕ᪥ᮏேࡣࠊ⮬↛ே㛫ࢆࡣࡗࡁࡾ༊ูࡍࡿࡇ
ࢁࡀ࡞࠸ࠋ⮬↛ࡣே㛫ᑐ❧ࡍࡿࣔࣀ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࡔࠋࡕ࡞ࡳᩍ࡛ࡣࠕ౫⏕ࠖ
㸦ཎⴭࡼࡿࠋ
ṇࡋࡃࡣ౫ṇ㸧࠸ࡗ࡚ࠊᣐࡾࡇࢁࡋ࡚ࡢ⮬↛⏕ࡁ࡚࠸ࡿయࡣ࡞ࡢࡔࠋே㛫ࡣ⮬
↛ࡶ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛㝶㡰ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ͐͐⮬↛ᑐࡍࡿែᗘࡋ࡚ࠊ᪥ᮏே
ࡣ⮬↛ࢆឡࡋࠊษࡋࠊ⮬↛୍యࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡣ⎔ቃࡢ⏕ࠊ࠸ࡢࡕࡼࡗ࡚ࠑ⏕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠒ࠸࠺ᐇࢆㄆࡵࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛⎔ቃࡢ᪂ࡋ࠸㛵ಀࢆࡶࡵࡿどⅬࡀ࠶ࡿࠋ⎔
ቃࡢඹᏑ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡔࡽ࠸ࡗ࡚᪥ᮏࡢᩍࡇࢀࡽࡉࡁࡢ᪂ࡋ࠸⏕
ࡁ᪉ࡢᇶᮏࠊࣔࣛࣝࡢ᰿ᮏࡀぢࡘࡿࡶࡢ࠺ࠊᐇࡣ⚾ࡣၥᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆௦ᩥ᫂ࡢඃ➼
⏕ⓗ᥇⏝⪅࡛࠶ࡗࡓ᪥ᮏேࡀࠊ⮬↛◚ቯ࠾࠸࡚ࡶඃ➼⏕࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ᐇࡣࠊࡔࢀࡼࡾࡶ⚾ࡓࡕ
⮬㌟ࡀ୍␒ࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ឡዲᅜẸ࡛࠶ࡿ㸦ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸧᪥ᮏேࡀࠊ᫂௨㝆ࡶࡗࡶࡣ
࡞ࡣࡔࡋ࠸⮬↛◚ቯ⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ឡࡸࢽ࣑ࢬ࣒ࠊࣃࣥࢭࢬ࣒ࡢఏ⤫ࡢࡶ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
᫂ࡽṇࠊࡅ࡚ࡶࠊࡘ࠸ࡇࡢ࠶࠸ࡔࡲ࡛ࠊ⮬↛◚ቯࢆ⣕ᙎࡍࡿᛮࡣࠊ⫱ࡗ࡚ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ࠺ࡋ࡚ࠋ⮬↛୍యࡍࡿࡇࢆ⌮ࡋࠊⰼ㫽㢼᭶ࢆឡ࡛ࡿ࠸࠺ឤⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᐀
ᩍⓗ࡞⮬↛⌮ゎࡀࠊ࠼ࡗ࡚ࡑࢀࢆ⫱࡚ࡿࡇࢆᣄࢇ࡛ࡁࡓࡽ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࠖ
㸦๓ᥖ᭩ࠊ12㹼16
㡫㸧
᪥ᮏᩍࡀࠊ⎔ቃ◚ቯࢆ㜼Ṇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡲࡂࢀࡶ࡞࠸ᐇ࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊ㛫℩ၨඔ
ࡢᣦࢆ༑ศ㔜ࡃཷࡅṆࡵࠊ⎔ቃ⌮ࢆᩍࡢᩍ⌮ࡢ୰ࡽ⠏ࡁ࠶ࡆ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࡇࡣࡍ࡛ࠊࣃࢫࣔࡀᣦࡋࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ௨๓ࡢࣚ
࣮ࣟࢵࣃྠࡌࡼ࠺ࠊ⮬↛ࡣ⚄⪷࡞ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ͐͐ࡅࢀࡶࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛ᓫᣏࠊࡇࢀ
⤖ࡧࡘࡃ⢭⚄ࠊࡘࡲࡾ᭱ࡶ⧄⣽࡞ࡋࡓ࡛⮬↛ࢆほࡍࡿࡇࢆዲࡴ⢭⚄ࡀࠊఱࡼࡾࡶࡲࡎ┠࣭㰯࣭
⪥ᛌឤࢆࡶࡓࡽࡍ࠶ࡢ᪥ᮏࡢᕤᴗᩥ᫂ࢆ㜼Ṇࡋ࡞࠸࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ
㸦ࣃࢫࣔࠗ⮬↛ᑐࡍࡿ
ே㛫ࡢ㈐௵࠘㸧☜ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ᪩ࡃࡽබᐖၥ㢟ࡀ㉳ࡁࠊࣂࣈࣝ௦ࡣࠊ⮬↛ࢆ◚ቯࡍࡿࢦࣝࣇ
ሙᘓタࡶࣛࢵࢩࣗࢆぢࡓࡾࡋࡓࠋ᪥ᮏேࡢ⮬↛ឡ࡞ࡣࠊ྿ࡅࡤࡪࡼ࠺࡞࠺ࡍࡗࡽ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓゝࢃࢀ࡚ࡶࠊㄽࡋࡀࡓ࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᱵཎ⊛ࡣࠊ
ࠗဴᏛࡢ⯆࠘
㸦ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ࠊ 47 ᖺ㸧
ࠕ᪥ᮏᛮࡢཎⅬࢆồࡵ࡚ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ᪥
ᮏேࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡑࡇࡽ⏕ࢀࡓẕ࡛࠶ࡾࠊ↓㝈ࡢᜠᜨࢆࠊࢃࢀࢃࢀ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛ࡢ↓㝈ࡢ⏑࠼ࢆࡶࡗࡓ᪥ᮏேࡀࠊすὒᩥ᫂ෆᅾࡍࡿ⮬↛ᨭ㓄ࡢᛮ
ࢆ࠺ࡅධࢀࡿࡁࠊែࡣࠊࡣ࡞ࡣࡔᝏࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏேࡣࠊ⮬↛ࢆ࠸ࡃࡽᚅࡋ
࡚ࡶࠊ࡞࠾ࡘࢃࢀࢃࢀ↓㝈ࡢᜠᜨࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿẕ⪃࠼ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ͐͐᪥ᮏேࡗ࡚ࠊ
⮬↛ࡢ⚄ࡣࠊࡲࡉࡋࡃࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬↛ࡣ᪥ᮏேࡗ࡚ࠊ࠸࡞ࡿᝏࢆࡋ࡚ࡶࠊ࠸
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࡞ࡿၿࢆࡋࡓሙྜྠࡌࡼ࠺ࠊᜠᜨࢆࡇࡋ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚾ࡣࠊࡇࡢⅬࠊ⮬↛ឡዲ
ᅜẸࡢ᪥ᮏேࡀ᫂௨ᚋࠊࡶࡗࡶࡣ࡞ࡣࡔࡋ࠸⮬↛ẅ⪅࡞ࡗࡓ⛎ᐦࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ⮬↛ࡣࠊࡇࡇ࡛⨩ࢆࡉࡎࡅࡿ⬟ຊࡣ࡞ࡃࠊࡓࡔࠊே㛫ᑐࡋ࡚ࠊᜠᜨࢆࡉࡎࡅࡿࡢࡳࡢࡶࡢ
࡞ࡿࠋࡶࡼࡾࠊྂ௦᪥ᮏேࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡣࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࠸࠺ᜠᜨࡢ⚄ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡗࡓᛮ
࠺ࠋࡶࡗᜍࢁࡋ࠸㠃ࢆ⮬↛ࡣࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᚎࠎࠊ᪥ᮏேࡗ࡚⮬↛ࡣࠊࡲࡉ⤯ᑐᜠ
ᜨࡢ⚄ࠊ⤯ᑐឡࡢ⚄࡞ࡗࡓࠋ⮬↛ࡣ⤯ᑐࡢᜠᜨࢆࡉࡎࡅࡿࡺ࠼ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⮬↛ࢆࢀࡔࡅࡘ
ࡗ࡚ࡶࡉࡋࡘ࠼࡞ࡗࡓࠋ⮬↛ࡣ↓㝈ࡢᐆᗜ࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡢởࢀࢆࠊ࠸ࡘࡶΎࡵ࡚ࡃࢀࡿࡺ࠼ࠊ
ࢇ࡞⮬↛ࢆࡅࡀࡋ࡚ࡶࡉࡋࡘ࠼࡞ࡗࡓࠋ
͐͐ࡋࡋࠊࠊẕࡣࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡢ⏑࠼ᨺ㢟ࡢ㓞ࡼࡗ࡚࠶ࡲࡾࡶ⑂ࢀ࡚࠸ࡿࠋỌ㐲ࡢẕ
ࡣࠊ࠸࡞ࡿ⏕⏘ຊࢆኻ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡵࡿẕࡢࡶࡘẘࡣࠊࢃࢀࢃࢀே㛫ࡶᾐ㏱ࡋࠊ
ࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡶࠊࡦࡘࡢල࡞ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢃࢀࢃࢀࡢࡇࡢ↓㝈ࡢ⏑࠼ࡀࠊࡁࡧࡋࡃ┬ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽࡠࠋ͐͐⚾ࡣࠊ࠺ࡶࠊࡇࡢ⮬↛ᨭ㓄
࠸࠺࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ⪃࠼᪉ࢆࠊ㠃ⓗࡾධࢀࡉࡏࡓࡶࡢࡀࠊ᪥ᮏேࡢࠊᜠᜨࢆ࠼ࡿ⮬↛࠸࠺⪃
࠼᪉࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠺ࡀࠊࡇࡇ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏேࡢ⮬↛ឡࡀࠊ㏫⮬↛◚ቯࢆࡍࡍࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ⌧ᅾࠊ⮬↛ࡘ࠸࡚ࡢࡘࡢ೫⫪ࡽࠊ⮬ᕫࢆゎᨺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ
࠺ࠋࡦࡘࡢ೫ぢࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘ࡢ೫ぢ࡛࠶ࡾࠊே㛫⮬↛ࢆᑐ❧㛵ಀ࠶ࡿ⪃࠼ࠊே㛫ࡀ⮬↛
ࢆᨭ㓄ࡍࡿࡇࡀᩥ᫂ࡢ㐍Ṍ࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࠊ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃᩥ᫂ࢆ
࠾ࡋ㐍ࡵࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࠊ࠸ࡲࡸࡦࡘࡢࡁ࡞ቨࡘࡁᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
͐͐⮬↛ほ࠾࠸࡚ᢈุࡉࡿࡁࡣࠊࡇ࠺࠸࠺࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘ࡢ⮬↛ᨭ㓄࠸࠺⪃࠼᪉ࡶࠊ᪥ᮏ
ேࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ⮬↛ࢆᜠᜨࡢࡳࢆ࠼ࡿ⚄⪃࠼ࡿ⪃࠼᪉࡛ࡶ࠶ࡿࠋ͐͐
ࡋࡋࠊࡣࡓࡋ࡚⮬↛∗ᛶ࡞ࡁࡸྰࡸࠋ⮬↛ࡣࠊே㛫ࡢ⮬↛ࡽࡢ⫼ࢆᛣࡾࠊே㛫ᑐࡋ࡚⨩
ࢆ࠼ࡣࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠊୡ⏺ⓗࠊ≉᪥ᮏ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛ࡢᛣࡾ
࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⮬↛ࡢᛣࡾ࠸࠺ឤぬࢆࡶ࡚࡞࠸ᡃ➼᪥ᮏேࡣࠊ౫↛ࡋ࡚⌧ᅾࡶ࡞࠾⮬↛⏑࠼
ࡘࡘࠊ⮬↛ᨭ㓄ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀࡀᗣ࡞⮬↛ほࢆᅇࡍࡿࡣࠊ⮬↛ࢆே㛫ࡢ
ᑐ❧≀ぢࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃⓗ⮬↛ほࡢྰᐃ࡛࠶ࡿࡶࠊ⮬↛ࢆࠊࢃࢀࢃࢀࡢ࠸࡞ࡿᡃពࢆࡶ⏑ࡸ
ࡋ࡚ࡃࢀࡿỌ㐲ࡢẕ⪃࠼ࡿᚑ᮶ࡢ᪥ᮏேࡢ⮬↛ほࡢྰᐃ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ➼ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽᱵཎ⊛ࡣࠊࠕࡇ࠺࠸࠺௦ࠊ࠺࠸࠺⌮ࡀᚲせ࡞ࡢࠊḧᮃࢆࡇ࠼ࡓ⢭⚄ࡢᑛཝ⮬⏤ࢆ
ࡩࡓࡓࡧ⋓ᚓࡍࡿࡇࡀࠊᚲせ࡞ࡿࢃࡅ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇ࠺࠸࠺Ⅼ࠾࠸࡚ࠊᮾὒࡢᛮⓗఏ⤫ࡀࠊ
ᙺ❧࡚࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠖ㏙ࠊ≉ᩍࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㐨ኵࠕዶࡢ⮬↛ឡ͇̿̿᪥ᮏே⮬↛ឡ͇ㄝࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗ㢼ᬒࡢᤂḷࣦ࢚࠘ࣥࣝ♫㸧
࡛ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏேࡢ⮬↛ឡࡣዶ࡛ࡋ࡞ࡗࡓࡢࡔࠖᙇࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
ࡲࡓࠊḟ㑻ࡢ㝶➹ࠕ◚ቯࡉࢀࡓ⮬↛ࠖࡣࠊ᪥ᮏேࡣࠊᡃࡀᐙࡢᮅ㢦ࡣࡋ࡚ࡶࠊබඹࡢ⮬
↛ࡣษࡏࡎࠊ㔠ඈࡅࡢࡓࡵ⥳ࡢᒣࡶ᳃ࡶࠊᐜ㉧࡞ࡃ〄ࡴ࠸࡚Ⲩࡽࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡋࡶࡑࢀࢆ
ࡼࡑࡈ↓㛵ಀ࡛࠸ࡿேࠎࡢ࠺ࡀከ࠸ࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡲࡓࠊຍ⸨ᑦṊࡣࠊḟࡢࡼ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕࡼࡃᩍ㛵ಀ⪅ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡣ୍ᮌ୍ⲡࡶᛶ
࠶ࡾࠖ࠸࠺⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡽࠊᩍࡇࡑࡀ⮬↛ಖㆤࡗ࡚㔜せࡔᙇࡍࡿேࡀ࠸ࡿࠋࢇ
࡛ࡶ࡞࠸ࠋே㛫ࡀ⮬↛ࡢ⏕≀ࢆẅᐖࡋ࡚ࡶ࠸࠸チᐜែᗘࢆ♧ࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊ⮬↛ಖㆤࡣᙺ❧
ࡓ࡞࠸ࠋ୍ᮏࡶᮌࢆఆࡿ࡞࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᑎ㝔ࢆᘓ࡚ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍ᮏࡢⲡࡶࡴ࡞࠸࠺
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⡿ࢆ㣗ࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠕࡍ࡚ࡢ⏕≀ಶయࢆẅࡍ࡞ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ⤯ᑐᏲࡿࡇ
ࡢ࡛ࡁ࡞࠸࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋ
ࠖ
㸦ࠗᢏ⾡ே㛫ࡢ⌮࠘
ࠊ᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠ࠊ1996 ᖺࠊ349 㡫㸧
㇂ᮏග⏨ࡣࠊ⎔ቃၥ㢟᐀ᩍࢆᣢࡕฟࡍ❧ሙࡢᢈุࠊձ᐀ᩍࡣಶேࡢ㨦ࡢᩆ࠸ࢆၥ㢟ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠊղ᐀ᩍࡣฟୡ㛫ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊճ᐀ᩍࢆᣢࡕฟࡍබඹⓗ࡞㆟ㄽࡀྍ⬟࡞ࡿࠊ
մ᐀ᩍࡣ⎔ቃ◚ቯࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸦Ᏺࢀ࡞ࡗࡓ㸧ࠊյ୍ᮌ୍ⲡᛶࡀ࠶ࡿゝࡗ࡚ࡶࠊ⌮
࡞ࡽ࡞࠸ࠊࢆ࠶ࡆࡿࠋࡋࡋ୍᪉ࠊ⎔ቃၥ㢟࠾ࡅࡿ᐀ᩍࡢᙺࡋ࡚ࠊձ⎔ቃ◚ቯࡢᇶ♏࠶ࡿ⮬
↛ほࡢ┬ࠊղ᐀ᩍ⌮ࡢ㛵ಀࡢ⪃ᐹࠊճ↹ᝎࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࠊմఏ⤫ⓗᩍᏛࡢᢈุࠊࢆ࠶ࡆ࡚࠸
࡚ࠊᩍᛮࡢ୍ᐃࡢᙺࡘ࠸࡚⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ⎔ቃ⌮ࡢࣛࢹ࢝ࣜࢬ࣒࠘
ࠊୡ⏺
ᛮ♫ࠊ2003 ᖺࠊ➨㸶❶ࠊ⎔ቃၥ㢟᐀ᩍࠊ203㹼222 㡫㸧
ࠋఏ⤫ᩍᏛࢆࠊ௦ࡢ୰᳨࡛ウࡍࡿࡇ
ࡣࠊ⤯ᑐᚲせ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡞ࡋࠊ᪤ᡂ᐀ᩍࡢព⩏ࡣᏑᅾࡋ࠼࡞࠸ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛
ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊṚ୍␒࣭⤯ᚋ⸽ᜥࡋ࡚ࠊ᐀ᩍࡢࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ┿ᦸ⌮ࢆ⪃ᐹࡋ࡚
࠸ࡃ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ࡲ࡛ࠊ㇂ᮏග⏨ࡣࠊ⏕୰ᚰ⩏❧ࡘࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮ࢆᒎ㛤ࡋࡓࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢࣝ
ࢿ࣭ࢿࢫࡀࠊ⊃࠸⮬ᡃࡽ⮬↛ࡸ⪅୍యࡋࡓᣑࡉࢀࡓ⮬ᕫࡢ❧ሙ❧ࡘࡇࡼࡗ࡚ࠊ࠾ࡢ
ࡎࡽ⎔ቃಖㆤྲྀࡾ⤌ࡴᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇᑐࡋࠊࢿࢫࡢᛮ㠃ⓗ㈶ᡂࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡋࡘࡘࡶࠊࠕࡋࡋࠊ⎔ቃၥ㢟࡛ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢࠕ⮬ᕫࠖࡢ࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿ࠸࠺
ࢿࢫࡢᣦࡣࠊṇࡋ࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠖ㏙ࠊࠕఱࡼࡾࡶࠕ⮬ᕫࡢࠖ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ㏙ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ྠ๓ࠊ233㹼4 㡫㸧ࠋ⎔ቃ⌮ࡸ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢၥ㢟ᑐࡋࠊ
⮬ᕫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺ࡇࢁࡽฟⓎࡍࡁࡔ࠸࠺ぢゎࡣࠊኚ㈗㔜ࡔᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡴࡍࡧ
࢟ࣜࢫࢺᩍࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢே㛫୰ᚰ⩏ⓗ࡞ே㛫ほ࣭⮬↛ほࢆ┬ࡋࠊ᪂ࡓ࡞⚄Ꮫࢆ
㐀ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊ┿ᦸ࡞ጼໃࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ㕥ᮌᣋࡢ᭩≀ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ
ᐇ㝿⚙ಟ⾜ࡋࡓ⪅ࡓࡕࡀࠊ⎔ቃಖㆤ⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ᪥ᮏᩍ࠾
࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟┿ྲྀࡾ⤌ࡴືࡁࡣࠊࡲࡔࡁ࡞₻ὶࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏᩍࡣࠊࡘ࡚ᡓதຍᢸࡋࡓྠࡌࡃࠊ⎔ቃ◚ቯࢆࡶࡓࡔᗙどࡍࡿࡢࡳ࡛ࠊᐇୖ⎔ቃࡢở
ᰁ࣭◚ቯຍᢸࡍࡿࡢࡳ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᮏேࡢ⣲ᮔ࡞⮬↛ឡࡶࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢃ
ࢀࢃࢀࡣ௦ࡢ༴ᶵ༶ࡋ࡚ࠊᩍᛮࡢ⮬↛ほ➼ࡢ▱ⓗ࣭ㄽ⌮ⓗ࡞ᵓ⠏ࢆᯝࡓࡋࠊࢃࢀࢃࢀ㐪
ឤࡢ࡞࠸᪂ࡓ࡞⎔ቃ⌮ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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⎔ቃᩍ⫱࠾ࡅࡿࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢព⩏
̿ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖ㸦.(GHU㸧ࡽ̿
ᒣᮧ㸦㛵㸧㝧Ꮚ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᐇ㊶⌮ᛶࠊ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠊグྕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

㸮㸬ࡣࡌࡵ
ࠕࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ㸦Nature Writing㸧ࠖ
㸦⎔ቃᩥᏛ㸧ࡣࠊ➃ⓗࡣ⮬↛ࢆ㢟ࡍࡿࣀࣥ
ࣇࢡࢩ࢚ࣙࣥࢵࢭࡢࡇࢆᣦࡋࠊ1980 ᖺ௦௨㝆ࡢ࣓࡛ࣜ࢝ከ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿ࠸ࡓࡗࡓᩥ
Ꮫୖࡢࢪࣕࣥࣝࠊࡲࡓࡣࠊ⣖⾜ᩥࠊ᥈᳨࣭ෑ㝤㆓ࠊ⮬↛ほᐹグ࠸ࡗࡓከᒱࡢࢧࣈࢪࣕࣥࣝࢆ⤫ྜⓗ
ᢅ࠺ࡓࡵ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦㔝⏣ 2003:11㸧ࠋࡲࡓゝⴥࡼࡿᩥ⊩ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅗ
ീࡸ㡢ኌࠊグྕࡼࡿࢼࣛࢸࣈ㸦≀ㄒࠊㄒࡾ㸧࡞ࢆྵࡵࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸦ຍ⸨ 2007㸧
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡣࠊ⎔ቃ༴ᶵࡢ㢧ᅾࡶࠊ⮬↛ᑐࡍࡿ⾜
Ⅽࡸࡣࡓࡽࡁࡅࡢ᳨ウࡀᚲせࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣࠕே㛫
⮬↛ࡢᐃ⩏ࠖ࠸࠺ㄢ㢟㈉⊩ࡋ࠺ࡿࡶࡢࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࠊ᪥࡛ࡣ⎔ቃᩍ⫱ࢆ㏻ࡌࡓᐇ㊶
ᒎ㛤ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸦ᯇᒸ 2012㸧
ࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣ 1990 ᖺ௦ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡀᩥⱁ⏝ㄒࡋ࡚⤂ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ㒊ศⓗ⎔ቃᩍ
⫱ࡸᩥᏛࠊ࣓ࢹࡢ୰࡛ὀ┠ࡉࢀࠊ▼∹♩㐨Ꮚࡢసရ࡞ࡀ⎔ቃᩥᏛసရࡋ࡚⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢᇶ♏◊✲ࡣࠊ㔝⏣◊୍Ặࡼࡿࡶࡢࡀࢇ၏୍ࡢᡂᯝ࡛
࠶ࡿࠋࡃ㔝⏣Ặࡼࡿࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢࠑឤࠒࠑ⾲ᚩࠒ࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࠑே㛫̿⮬
↛ࠒ㛵ಀࡢᵓ⠏࠸࠺᪥ⓗ࡞ㄢ㢟᭷ព⩏࡞どⅬࢆᢞࡌ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࡀࠊయࡋ࡚ࢿࢳࣕ
࣮ࣛࢸࣥࢢࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࡸᐇ㊶ⓗᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔᶍ⣴ẁ㝵࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊ㔝⏣Ặࡢࠑឤࠒࠑ⾲㇟ࠒᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ࠊ♫ဴᏛ⪅ K࣭࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖ㸦
ࠗ⮬↛ࡢ♫࠘1988 ᖺ㸧ࡢ㆟ㄽࢆᱳᏊࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢព⩏ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ⤖ㄽࡽ࠸࠼ࡤࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆ㐨ලⓗ⌮ᛶᢈุࡢᩥ⬦⨨࡙ࡅࠊࠑ
ឤࠒࠑ⾲㇟ࠒࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡼࡿᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓ⠏࠸࠺ㄢ㢟ᑐᛂࡉࡏࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ
࢚࣮ࢲ࣮ࡣࠊே㛫ࡼࡿ⮬↛ࡢ♫ࡢᙧែࢆࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡼࡿࠕ⮬↛ࡢ
ࢩࣥ࣎ࣝࠖὀ┠ࡋࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬↛ࡢ㛵ಀᛶᇶ࡙ࡃᩥ⩏ⓗ࡞
࢚ࢥࣟࢪ࣮ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠑឤࠒࠊ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎
ࣝࠖࠑ⾲㇟ࠒࢆᑐᛂࡉࡏࡘࡘࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࡸ⎔ቃᩍ⫱࠾ࡅࡿࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢᙺ
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
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㸯 ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ̿グྕศᯒࡽ
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣᩥᏛࡢ୍ࢪ࡛ࣕࣥࣝ࠶ࡾࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣᩥே㢮Ꮫࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࢀࡽඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿᇶᮏⓗ≉ᚩࡣࠊࡕࡽࡶࠕグྕࠖࡼࡿࠕグྕ⾲⌧ࠖ㸦グྕయ⣔㸧ࡋ࡚
⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿⅬ࠶ࡿࠋࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣゝㄒグྕࢆ⏝ࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿグྕయ⣔ࠊ
ࡲࡓࡣグྕ᧯స㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ୍᪉࡛ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣᵓ㐀⩏㸦グྕศᯒࡢูྡ㸧ࡢ⪃࠼ᇶ࡙
࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊ♫ⓗ࡞グྕయ⣔ࡢࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ͆グྕࢆ፹ࡋࡓႠࡳ͇࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᩘᏛⓗグྕࢆ㥑ࡍࡿ⮬↛⛉ᏛࡶࡲࡓグྕⓗႠࡳ
࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋ⮬↛⛉Ꮫ࠾ࡅࡿグྕࡢ㐪࠸ࡣࠊᩘᏛⓗグྕࡀศᯒⓗࠊ㑏ඖㄽⓗ
⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡍࡢᑐࡋ࡚ࠊࠑ⾲㇟ࠒࡸࠕࢩࣥ࣎ࣝࠖ࡞ࡢグྕࡣయⓗࠊ㛵ಀㄽⓗ࡞⌮ゎࢆྍ⬟
ࡋࠊグྕ㸦⌮ⓗ㸧ࠕពࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓグྕࢆࡋࡓႠࡳࡼࡗ࡚ࠊே
㛫ࡣୡ⏺ࡢ୰⮬ᕫࢆ⨨ࡅࠊ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ᛮ⪃ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊ⮬↛ࡸ⮬ᕫࢆ⮬↛⩏ⓗ㸦⛉Ꮫⓗ㸧⌮
ゎࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸦ᩥⓗ㸧グྕࡢពస⏝ࡼࡗ࡚⌮ゎࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋᑡ࡞ࡃࡶ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡢሙྜࡣࠊ⌮ࡸ㐨ᚨ㸦ᐇ㊶⌮ᛶ㸧ࡢ㐍ࢆࠊ⏕≀Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫ౫ᣐࡍࡿࡇ࡞
ࡃᩥࡽㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸࠺ᙇࢆ᫂☜ྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬㸯 ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ࠾ࡅࡿࠑឤࠒࡢཎ⌮
࣓ࣜ࢝ࡢࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢྐࡣࠊ࣮࣭࣊ࣥࣜD࣭ࢯ࣮ࣟ㸦1817-1862㸧ࡢ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢹࣥ࠘
㸦1854 ᖺ㸧ࢆࡁ࡞㔛⛬ᶆࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕࢯ࣮ࣟ௨๓ࠖࠊ
ࠕࢯ࣮ࣟ௨㝆ࠖ࠸࠺ࡓࡕ࡛Ṕྐⓗศ
ࡉࢀࡿ㸦㔝⏣ 2003:9㸧ࠋࢯ࣮ࣟ௨๓ࡣࢼࢳࣗࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ㸦༤≀Ꮫ㸧ࡢ⣔㆕ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࠊ
⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞ᐈほⓗほᐹࢆᇶᮏࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊࢯ࣮ࣟ௨㝆ࡣࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ࠸࠺
᪂ࡋ࠸⏝ㄒࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ័࡞ࡾࠊ⮬↛ࡢᐈほⓗほᐹྠࠕほⓗᛂࠖࡶほᐹࡢᑐ㇟
࡞ࡿ࠸࠺Ⅼࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕࢼࢳࣗࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡀྍ⬟࡞㝈ࡾほᐹయࢆ⦰ᑠࡋ࡚ࠊほᐹ
ᑐ㇟ࡑࢀࡌࡓ࠸ࡢグ㏙㸦ᐈほ㸧ྥ࠺ࡢᑐࡋ࡚ࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣほᐹᑐ㇟ほᐹ
యࡢ┦ⓗ࡞㛵ಀࠊ⮬↛ே㛫ࡢឤⓗ㛵ಀࡢグ㏙ྥ࠺ࠖ
㸦㔝⏣ 2003:9-10㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇࡢほᐹᑐ㇟ࡢࠕほⓗᛂ࡛ࠖ࠶ࡿࠑឤ㸦correspondence㸧
ࠒࡣࠊ
ࠕே㛫⮬↛ࡢ
㛫ఱࡽࡢᑐᛂ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡿᛮࢆືࡍཎ⌮ࠖ㸦㔝⏣ 2003:19㸧ࡲࡓࡣࠕே㛫ୡ⏺ࡢฟ᮶
⮬↛⌧㇟ࡢ࠶࠸ࡔࡣࠊఱࡘ࡞ࡀࡾࡸ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠖ㸦㔝⏣ 2007:20㸧ឤࡌࡿ㸭⪃
࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆࡑࢀࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ᰿ᖿཎ⌮࡛࠶ࡿࠋࡼ࠺ࡍࡿ
ࠕࠑឤࠒࡢཎ⌮ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㡯ᑐ❧ࢆゎࡁࡄࡋࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ୍⪅᪼ࡾࡘࡵࡿࡓࡵࠊ
࣐ࣟࣥ⩏㏆௦ࡀⓎ᫂ࡋࡓ㉸㉺ㄽࡢࡓࡵࡢኚ⨨ࠖ㸦㔝⏣ 2003:19-20㸧࡛࠶ࡿࠋࠑឤࠒཎ⌮ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊே㛫యࡣᵝࠎ࡞ࠕ㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ࡳࡎࡽࢆ⨨ࡅࡿࠖ㸦㔝
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⏣ 2003:223㸧ࡇࡀ࡛ࡁࠊ
㸦♫ࠊ⤒῭ࠊᨻ࡞ࡢ㸧ே㛫ࡢཎ⌮ࢆ┦ᑐࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣࠊᩥᏛⓗ࡞౯್ពࢆ᭷ࡍࡿグ㏙ᵝᘧ࡛࠶ࡿ࠸࠺㠃࡛ࠊࡲࡓࡑࢀࢆ
┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞グ㏙ἲࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ
ࡣᑐ㇟ࡢᐈయⓗᢕᥱ࡞ࡋᏑ❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡑࢀࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡽࡇࡑࠑឤࠒ
ࡀពࢆࡶࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼ࠺ࡍࡿࠊ⮬↛ࢆゝㄒࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊே㛫ࡀ⮬↛ࡽ㞳ࡋ
࡚ࡺࡃせ௳࡛࠶ࡾࠊᩥࢆᵓᡂࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣே㛫ࡢయࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋయࡢ☜❧ࡣᑐ㇟㸦⮬
↛㸧ࡽࡢእࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊࡓࡔࡋࡇࡢእ≧ἣࢆඞ᭹ࡍࡿࡢࡀ࠸ࢃࡤࠑឤࠒࡢཎ⌮࡛࠶ࡾࠊ
ࠑឤࠒࡣே㛫ࡢ⮬↛ࡽࡢ㞳࡛࠶ࡿྠࠊ⮬↛ࢆࠑ⾲㇟ࠒࡋ࡚⮬ᕫྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ̿࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬↛㸭ᩥࠊ⮬↛㸭ேᕤ࠸࠺ඖㄽࢆ≢ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ⪅ࡢ㛵ಀᛶ
ࡢ࠺ࡕ⮬ᕫࢆ⨨ࡅࡿ᪉ἲࡀࠑឤࠒ࡛࠶ࡿࡶ࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠊయᐈయࡢឤᛶⓗ࡞ྠ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ㏫୧⪅ࡀ㝿❧ࡗ࡚ࡺࡃࡼ࠺࡞ཎ⌮࡛࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࠑឤࠒᴫᛕࢆࠊࡍࡄࡉࡲဴᏛⓗゎ㔘Ꮫࡢಋୖࡢࡏࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡀࠊయࡼࡿ
ࠑឤࠒࡑࢀࡼࡿࠑ⾲㇟ࠒ࠸࠺ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢᤊ࠼᪉ࡣࠊࡓ࠼ࡤୡ⏺ࡢᤸᥱ᪉ἲ
㛵ࡍࡿࣁࢹࢵ࣮࢞ࡢ㏆௦⛉Ꮫࡢᢈุඹࡍࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊணࡵ
Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࢆᑐ㇟ࡍࡿ㸦๓❧࡚⨨ࡃ㸧⾲㇟స⏝㸦Vor-stellen㸧ࡢᢈุ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏆௦
ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡢ᪉ἲࢆ၏୍ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ㉸࠼ฟࡓࡇࢁே㛫ⓗୡ⏺⤒㦂ࢆ㈏ࡃゎ㔘Ꮫⓗ࡞
ࠕ┿⌮ࠖࡀ⤒㦂ࡉࢀࡿ࠸࠺࢞ࢲ࣐࣮ࡢゎ㔘Ꮫࡢඹᛶ࡛࠶ࡿࠋㄆ㆑࠾ࡅࡿゎ㔘Ꮫⓗ㌿ᅇ̿ࡍ࡞
ࢃࡕ⮬ᕫࡢ⏕ࢆ⏕άࠊṔྐࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ࡑࡢࡶࡢࡽࠕゎࠖࡋࠊࡑࡇ┿⌮ᛶࢆぢฟࡋ࡚ࡺࡃࡼ࠺
࡞᪉ἲࢆࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢぢ࡚ྲྀࡿࡇࡣྍ⬟࡞ࡇ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࡇࡇ࡛ゎ㔘Ꮫࢆᣢࡕฟࡋࡓࡢࡣ⌮⏤ࡀ࠶ࡾࠊP࣭ࣜࢡ࣮ࣝࡢᢈุ࠶ࡿࡼ࠺ࠊゎ㔘Ꮫࡣ⮬↛
⛉Ꮫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᵓ㐀⩏ࡢᢈุ⌮ㄽ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᵓ㐀⩏ࡢḞ㝗ࢆࡾ㉺࠼ࡿ࠸࠺ᙺࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Ώ㑔 1994㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑡࠎ㆟ㄽࡢඛྲྀࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ㸭ࠕ࢚ࢥ
ࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠑ⾲㇟ࠒ㸭ࠑឤࠒࡣࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓᡂ࠸࠺ㄢ㢟
࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ┦⿵ⓗ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬㸰 ࠑ⾲㇟ࠒࡢព
ࠑឤࠒࡢඛ࠶ࡿࡶࡢࡀࠑ⾲㇟ࠒ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࠑ⾲㇟ࠒࡢ࠶ࡿࡇࢁࠑឤࠒࢆぢฟࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࢻ࣐ࣛࡸ₇ࡢ₇ฟࡣࠊฟ᮶ࡑࡢᥥࠕኻᜊࡢᾦࠖ
ࠕ⃭ࡋ࠸㞵ࠖ
ࠊ
ࠕ✺↛ࡢẅேࡢࠖࠕ୍▐ࡢ✄ጔࡢ㞾㬆ࠖ࡞ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊ
ࠕ⃭
ࡋ࠸㞵ࠖࡸࠕ㞾㬆ࠖࡣே㛫ഃࡢฟ᮶ࡸᚰࠊឤࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ㇟ᚩⓗ࡞ពࢆᢸ࠺ࠑ⾲㇟ࠒ࡛࠶
ࡿࠋ͆≉ᐃࡢ⮬↛ࡢᐇࡣ≉ᐃࡢ⢭⚄ࡢᐇࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ͇࠸࠺࢚࣐ࢯࣥࡢᐃᘧࡣ᭱ࡶ㐺ᙜ࡞ㄝ᫂
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓே㛫⮬↛ࡢᛂ㛵ಀࡸᑐᛂ㛵ಀࠑឤࠒཎ⌮ࡀぢฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦㔝⏣
2007:15㸧
ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ぢࡿࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢࠑ⾲㇟ࠒࡣࠕᵓ㐀ࠖࡢࡼ࠺࡞つ⣙ⓗグྕࡣ
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㐲ࡃࠊࡼࡾయ༶ࡋࡓពࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠕࣔࣀࡢୡ⏺ࠖ㸦⮬↛㸧ᑐࡍࡿࠕグ
ྕࡋ࡚ࡢୡ⏺ࠖ
㸦ᩥ㸧ࢆࠊ
ࠑ⌧Ꮡ㸦presence㸧
ࠒࡢୡ⏺ࠑ⾲㇟㸦representation㸧
ࠒࡢୡ⏺࠸࠺
࡞ࡽࡤࠊࠑ⌧Ꮡࠒࠑ⾲㇟ࠒ࠸࠺୧ୡ⏺ࡢ㑅ูࠊ㝖ࠊ⼥ࠊእ㒊ࠊᚠ⎔ࠊΰ̿࡞ࡢ⥭ᙇ㛵
ಀࡢ࠺ࡕࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢᏑ❧ࡍࡿᅵྎࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ᛕࡢࡓࡵࠊせ࡞ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢱ࣮ࡓࡕࡢࠑឤࠒࠑ⾲㇟ࠒࡘ࠸࡚ࠊ㔝⏣㸦2003㸧ࡢ
ศᯒࡽᑡࡋ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࣛࣝࣇ࣭W࣭࢚࣐ࢯࣥ㸦1803-1882㸧ࡣࠊே㛫⮬↛ࡢ㛫࡞ࢇࡽࡢᑐᛂ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡿࠑឤࠒ
ࡢཎ⌮ࢆ᭱ࡶ᫂ᛌゝㄒࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ࠸࠺㸦㔝⏣ 2003:20㸧ࠋ࢚࣐ࢯࣥࡗ࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫⓗ
࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ࡢ⮬↛ࢆእⓗㅖᐇ࡛࠶ࡿࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠑ⾲㇟ࠒࡣே㛫ࡢࠕෆⓗㅖᐇࠖࢆᣦ♧ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸦㔝⏣ 2003:78㸧ࠊእ㒊ୡ⏺ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࢆぢࡿࡇࡀࠑ⚾ࠒࡢㄆ㆑ᚠ⎔ࡍࡿᵓᅗࡀ
ぢฟࡉࢀࡿ࠸࠺ࠋຍ࠼࡚ࢯ࣮ࣟࡢ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢹࣥ࠘
㸦1854 ᖺ㸧ࡣ㏆௦ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢྂ
ⓗసရ࡛࠶ࡿࡀࠊࢯ࣮ࣟࡢሙྜࡶ࢚࣐ࢯࣥྠᵝࠊ⮬↛ࢆグ㏙ࡍࡿࡇࡀ⮬ᕫࢆグ㏙ࡍࡿࡇ
㌿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺㸦㔝⏣ 2003:56㸧
ࠋ
ࡋࡋࢯ࣮ࣟࡢసရࡣࠊ⮬↛ࢆே㛫ࡽศ㞳ࡋእ㒊ࡋࡓ㏆௦ᑐࡍࡿࠕ࣐ࣟࣥ⩏ⓗ࡚ࠖࡀ࠶
ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⮬↛ࡢᐇࢆ⾲㇟ࢩࢫࢸ࣒ኚࡋࡼ࠺ࡍࡿヨࡳࡢ࠶ࡲࡾࠊ⌧Ꮡࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡀእ㒊
ࡉࢀࠊឤཎ⌮ࡀㄪ㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⮬↛ࡢ⪅ᛶࠊእ㒊ᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡀࡺ࠼
ࡢΰࡀཎᅉ࡛࠶ࡾࠊࠑ⾲㇟ࠒࡢ℃⏝ࡼࡗ࡚ࠊእ㒊ᛶࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡀෆᐜ࡞ࡁ፹యࡋ࡚⊂ࡾṌࡁ
ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊ⮬↛ࡢ⪅ᛶࠊእ㒊ᛶࢆࡁࢃࡔࡓࡏࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢯ࣮ࣟࡢ⾲㇟ࢆࠕ⬺⾲㇟ࠖ
ᘬࡁᡠࡋࡓࡢࡀࢽ࣮࣭ࢹ࣮ࣛࢻ㸦1945-㸧࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮ࣟࡗ࡚ࡢࠑឤࠒࡣ⮬↛ࢆఱูࡢ
ࡶࡢࡋ࡚ぢࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿཎ⌮࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢹ࣮ࣛࢻࡗ࡚ࡣ⮬↛࠸࠺⪅ᛶ㸭እ㒊ᛶ
ࡇࡑࡀసᐙࡢ᭩ࡃືᶵ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᦂࡉࡪࡽࢀࡿ᥋ゐឤぬࡇࡑࡀࠑឤࠒ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦㔝⏣
2003:30㸧
ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡇࡣ⾲㇟ࡋ࡚ࡢࠑ⮬↛ࠒࡢጼࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࢹ࣮ࣛࢻ୪ࡪ 20 ୡ⣖ࡢࢿࢳ࣮ࣕࣛࢱ࣮࡛࠶ࡿ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭ࣅ࣮㸦1927-1989㸧ࡶ
ࡲࡓࠊࢯ࣮ࣟⓗ࡞ࠑឤࠒࢆ⬺ᵓ⠏ࡋࡓ࣐ࣟࣥ⩏ⓗ࡞ே≀࡛࠶ࡿࠋࣅ࣮ࡢࠑ⾲㇟ࠒࡣࠊ͆⌧ᐇ
ⓗࡘ⚄ヰⓗ࡞⏺͇ࡋ࡚ࡢ㏞㊰ⓗ࡛㏞ᐑᛶࢆᖏࡧࡓ⮬↛࡛࠶ࡾࠊࡑࡇே㛫ⓗ࡞ఱࡣࠕఱࡶ࡞
࠸ࠖ
ࠋࡋࡋே㛫ࡢᛮ⪃⮬యࡀࡑࡢࠕఱࡶ࡞࠸ࠖୡ⏺ࠕ▮༳ࠖࢆྥࡅ࡚⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕఱࡶ࡞࠸ࠖ⮬
↛ࡢࠑ⾲㇟ࠒࢆኻࡗࡓே㛫ࡣ⮬ᕫࡶኻ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇࡇ୍࡛ࡘ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡁࡇࡣࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣࠑ⌧Ꮡࠒࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡢ
ឤస⏝ࡀ࡞ࡃ࡚ࡣᏑᅾࡋ࠼࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚ࠕ⮬↛⩏ࠖࢆពᅗࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋ
㏫ࠊࠕே㛫ࡀෆ㠃ⓗព㆑ࡢാࡁ࡛సࡾฟࡍ⢭⚄ⓗୡ⏺ࡣࠊእⓗ࡞≀㉁ⓗ⮬↛⏺ࡣูಶ࡛࠶ࡾู
᱁࡛࠶ࡿ࠸࠺㘒ぬࠖ
㸦ຍ⸨ 2007:105㸧ࡶಟṇࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸ
ࣥࢢࡣࠊ⮬↛୰ᚰ⩏ே㛫୰ᚰ⩏࠸࠺୧⪅ࡢࡩࡾᖜࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᦂࡽࡂࡢ୰ࡽ⏕ࡌࡿ
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ࡶࡢ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

㸰 ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣ࢚̿ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡽ
R࣭࣮࢝ࢯࣥࡢࠗỿ㯲ࡢ࠘
㸦1962 ᖺ㸧௨㝆ࠊ⎔ቃ༴ᶵࡣே㛫ࡢእ㒊Ꮡᅾࡍࡿ⮬↛ࡢ㈇Ⲵ࠸࠺
ၥ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛⏕ែ⣔ࡢởᰁࡼࡿே㛫ࡑࡢࡢࡶࡢ⏕Ꮡࡢ༴ᶵࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⏕ែᏛ㸦ecology㸧ࡣ⮬↛⛉Ꮫࡢ୍ศ㔝ࢆ㉸࠼࡚ࠊ⎔ቃၥ㢟㛵ࢃࡿே㛫ࡢ⾜ືつ
⠊ࡸ⌮ⓗつ⠊ࢆྵࡴࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖࡀ❧⬮ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊே㛫ࡀ⮬↛ࡽ⊂❧ࡋࡓ♫ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛ⓗᏑᅾࡋ࡚⮬↛つᐃࡉࢀࠊ
⏕ែᏛⓗୡ⏺ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢᐇࡢㄆ㆑ࡣࠊࡍࡄࡉࡲලయⓗ࡞⎔ቃᨻ⟇
ࡸ㐠ືࡢ࠶ࡾ᪉ࢆつᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦⮬↛⩏ⓗㄗㅸ㸧ࠋ⮬↛ࡢ⌧Ꮡᛶࡢㄆ㆑ࡢḟࠊே㛫ࡣ
⮬↛ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠶ࡿࡁࠊᏲࡿࡁ⮬↛ࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢࠊே㛫ࡗ࡚⮬↛ࡣఱ
࠸࠺ᛮⓗ࡞ၥ࠸ࢆᚲせࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢព࡛ࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣ༢࡞ࡿ⎔ቃᩥ
Ꮫጞ⤊ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊே㛫̿⮬↛㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࠾࠸࡚ࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳᐤ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸰㸬㸯 ⮬↛ࠊே㛫ࠊࡑࡋ࡚♫
ࢯ࣮ࣟࡸࣅ࣮࡞せ࡞࣓ࣜ࢝ࡢࢿࢳ࣮ࣕࣛࢱ࣮ࡓࡕࡣࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮㐠ືࡸࠕ⎔ቃ⌮
㸦Environmental Ethics㸧
ࠖࢆㄒࡿୖ࡛Ḟࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜せ࡞ே≀࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࢯ࣮ࣟ
ࡣࠊࠕ⏕ែᏛࠖⓏሙ௨๓ࡢ⏕ែᏛ⪅ࡋ࡚▱ࡽࢀࠊᙼࡢࠕᣑࡉࢀࡓඹྠయព㆑ࠖࡣࠊ⮬↛ࡢព
㆑ᨵ㠉ࢆྵࡴ⌮ⓗ࡞࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࡸ㐠ືࡢ♏ࢆ⠏࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Nash 1990㸧
ࠋࣅ࣮ࡶࡲࡓࠕ
࣮ࢫ࣭ࣇ࣮ࢫࢺࠖ
㸦1981 ᖺ㸧ࡢせ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡾࠊ࣓ࣜ࢝ࡢᛴ㐍ⓗ࡞⎔ቃಖㆤ㐠ືࡢ❧ᙺ⪅
ࡢ୍ே࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᙼࡽࡢࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢពࡀ⎔ቃᨻ⟇ࡸ⎔ቃ㐠ືࡢᐇ㊶
ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡺࡃࡉ࠸ࠊࠕ⮬↛⩏ࠖࡸࠕ⎔ቃ⩏ࠖ࠸࠺つ⠊ⓗពࡀࡉࢀࠊࡑࢀࡀ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ࡢᬑ㐢ⓗཎ⌮ࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣࠊࡾࠑ⌧
Ꮡࠒࡋ࡚ࡢ⮬↛㛵ಀࡽே㛫ⓗࠕ⏕ࠖࡢ┿ᐇᛶࡢ᥈ồࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢసရࡸసရࡢ
ពෆᐜࡣ♫ࡸṔྐⓗ⫼ᬒ↓㛵ಀᵓ⠏ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ T࣭ࢡ
࣮ࣥࡀࣃࣛࢲ࣒ㄽ࡛ᥦ㉳ࡋࡓࡇ㢮ẚࡉࡏࡽࢀࡿࡀࠊၥ㢟࡞ࡢࡣಶࠎࡢࠑឤࠒࡢෆᐇࡸࠑ⾲㇟ࠒ
ࡢពෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ⮬యࡀ♫࡛ࣞ࣋ࣝ͆ᬑ㐢ⓗ⎔ቃ⌮͇ࡋ࡚ࡩࡿࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡛࠶
ࡿࠋࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮㐠ືࡣࡑࡢࡼ࠸࡛࠶ࡾࠊ⮬↛⏕ែ⣔⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⮬ᕫࡢㄆ㆑ࠊ⢭
⚄ࡸឤཷᛶࢆ͆⥳͇ࡍࡿ࠸࠺ᨵ㠉ࡣࠊ⏕ࡢᖹ➼ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖࡋ࡚ᬑ㐢
ࡍࡿഴྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ♫ⓗ㐃㛵ᛶࡢ࡞࠸࢚ࢥࣟࢪ࣮㐠ືࡢ͆ᐇ⾜ᛶࡢ
࡞ࡉ͇ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛ከࡃࡢᣦࡀ࠶ࡿࡇࢁࡼࡿࠋࡓ࠼ࡤ J࣭ࢻࣛࢮࢡࡶ⎔ቃᨻᏛࡢ❧
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ሙࡽᣦࡋࡓࡼ࠺ࠊ♫ⓗཬࡧ♫ᵓ㐀ⓗ⌧㇟ࡣಶேᚰ⌮㑏ඖ࡛ࡁࡎࠊಶேࣞ࣋ࣝࡢ㑅ዲࠊែ
ᗘࠊឤཷᛶኚ㠉ࡣࠊ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢᵓ㐀ⓗ࡞ኚ㠉࠸࠺ᖐ⤖ࡘ࡞ࡆࡿ⛣⾜⌮ㄽࡀఱࡶ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿ㸦Dryzek 2005㸧ࠋࡋࡋࠊࡇࡢᣦࡣࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡶ↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢿ
ࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ࡢ୧㠃ࢃࡓࡗ࡚࠸࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕே㛫యࠖࠕ⮬↛ࠖ
࠸࠺⪅ࡢឤ㛵ಀࡔࡅὀ┠ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ♫ⓗ㡿ᇦࡢ㛵ಀᛶࢆぢฟࡍᶵࢆኻ࠸ࠊࠕ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ࠖࡢつ⠊ⓗ㡿ᇦࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡶ༑ศ࡞⤖ᮎࡋࡶࡓࡽࡉ࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ḟࠊK࣭࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿࠋᙼࡣࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ
ࢆࠕ♫ࡼࡿ⮬↛ࡢ⋓ᚓࠖ㸦⮬↛ࡢ♫㸧ࢆ㏻ࡌࡓᩥⓗᵓ⠏≀ࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ⮬
ぬⓗ࡞ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞♫㐍ࡀྍ⬟࡞ࡿㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎
ࣝࠖࡣே㛫య⮬↛ࡢ┦స⏝ࡽ⏕ࡌࡿグྕయ⣔࡛࠶ࡿࡀࠊ♫ⓗせㄳࡉࢀࡓࡶࡢࡋ࡚ᵓ
⠏ࡉࢀࠊඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ぢ᪉࠾࠸࡚ࠊᴟࡵ࡚♫ⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸰㸬㸰 ⮬↛ࡢ♫
࢚࣮ࢲ࣮ࡣࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ➨㸱ୡ௦࠶ࡓࡿ♫ဴᏛ⪅࡛࠶ࡾࠊࠗ⮬↛ࡢ♫̿ᐇ㊶⌮ᛶࡢ♫
㐍ࡢ◊✲࠘㸦1988 ᖺ㸧࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓᡂ࠸࠺ほⅬࡽ᪥ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ㸦ࡾࢃ
ࡅ⌮ⓗ㡿ᇦ㸧ࡢၥ㢟ࡾࡇࢇ࡛࠸ࡿࠋ࣮ࣝ࢝ࢳࢆ▱ⓗඛ㥑⪅ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᏛὴ
ࡣࠊࢻࣝࣀࠊ࣍ࣝࢡࣁ࣐࣮ࡢ㐨ලⓗ⌮ᛶᢈุࡽᒎ㛤ࡋࠊすὒ㏆௦ࡢᐇド⩏㸦⛉Ꮫ⩏㸧ࢆ♫
ⓗᐇ㊶ᑐ⨨ࡉࡏࡘࡘࠊ⌮ᛶࢆᢈุⓗ᳨ドࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇࡣ♫Ⓨᒎࡸ㐍ࡀ࠸
࠶ࡿࡁ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡀ㈏ࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࠖ
ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠖࡀ࠸࠶ࡿࡁ
࠸࠺᪥ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡉ࡚࢚࣮ࢲ࣮ࡣࠊṔྐ࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࡢ♫ࠖࡢᙧែࢆศᯒࡋࠊ⏕⏘ᒁ㠃࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢ㐨ලⓗ
ᨵኚࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⎔ቃࡢ㛵ࢃࡾࡢ࡞࡛⏕ࡎࡿே㛫⢭⚄ࡢᵓᡂⓗάືࠖ㸦Eder1988:287㸧╔
┠ࡍࡿࠋࡘࡲࡿࡇࢁࠕ⮬↛ࡢ♫ࠖࡣ♫ࡼࡿ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝⓗ⋓ᚓ㸻ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ
ࡢࡇࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊே㛫♫ࡢṔྐࢆ⢭⚄ⓗࠊᩥⓗഃ㠃ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡛ࠊ♫Ⓨᒎࡢ⮬↛
⩏ⓗゎ㔘ࢆᢈุࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝⓗ⋓ᚓࠖ㸦ᩥࡢ⮬↛ࡢኚᙧ㸧ࡽศᯒࡉࢀ
ࡿ͆⮬↛ࡢ⋓ᚓ͇ࡢṔྐࡣࠊ⏝౯್ࢆᙧᡂࡍࡿ⾜Ⅽࡢㄽ⌮ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Eder1988:33-34㸧
ࠋ
ࡉ࡚࢚࣮ࢲ࣮ࡢほⅬࡽࡍࡿࠊ⏕⏘ㅖຊࡢⓎᒎࢆᅵྎࡍࡿ࣐ࣝࢡࢫࡢྐⓗ၏≀ㄽࡣࠊ♫ࡢ
⏕⏘ࡀࠕ⮬↛ࡢ࡞࡛ࡢ⏕Ꮡࢆྍ⬟ࡍࡿ㈨※ࡢฎศ⬟ຊࠊ㐺ᛂ⬟ຊ࠸࠺ᑻᗘᚑࡗ࡚

ࡽࢀࠖ

㸦Eder1988:27㸧ࠊ⏕⏘ㅖຊࡢⓎᒎࠊᢏ⾡ⓗ㐍Ṍࡣ♫ࡢ⮬↛ⓗ㐍ࡢ⾲⌧̿ࡘࡲࡾ♫ྐࡀ⮬↛ྐ
ࡢ⥅⥆ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⮬↛⩏ࢆචࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࠋ
ࡓࡔࡋࠊ♫⛉Ꮫࡣᴫࡋ࡚♫ㅖ㛵ಀࢆ⮬↛⩏ࡍࡿࡇᑐ❧ࡋࡘࡘ☜❧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊே㛫
ࡀ⮬↛ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐇࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ࣐ࣝࢡࢫࡢປാᴫᛕࡣ≀㉁ⓗᅵྎᇶ࡙ࡃ♫Ⓨᒎࢆ
ே㛫⩏ⓗ⤫୍ࡉࡏࡓ࠸࠺㠃࡛᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋࡋࡋᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓᡂ࠸࠺どᗙࡽࠕ⮬↛
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ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ╔┠ࡋࡓ࢚࣮ࢲ࣮࠸ࢃࡏࢀࡤࠊ࣐ࣝࢡࢫࡀ⮬↛㛵ᚰࢆᐤࡏࡿ⌮⏤ࡣᡤ᭷㛵ಀ࠶
ࡾ㸦Eder1988:30-31㸧ࠊ⏕⏘ㅖ㛵ಀࡶࡲࡓࠊ⏕⏘ㅖຊࡢⓎᒎ㸦⮬↛ࡢ᭹ᚑ㸧ࡢ⏘≀ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
⮬↛ࡣ㐨ලⓗࠕᨵኚࠖࠕศ㓄ࠖࡢᑐ㇟࡛ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࠋᙼࡀࡇࡢࡼ࠺ᢈホࡍࡿࡢࡣࠊ♫
㐍ࠕ⮬↛ࡢᨭ㓄㛵ಀࡢඞ᭹ࠖ㸦ᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓ⠏㸧࠸࠺ពᅗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࠊࡑࢀࡣᚋ
㏙ࡍࡿࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࢆ㏻ࡌࡓ㐨ලⓗ⌮ᛶᢈุ㸦Horkheimer,Adorno 1947㸧
ࡽࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ M࣭࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡼࡿྜ⌮ⓗ㏆௦ࡢࠕព႙ኻࠖࡢඞ᭹࠸࠺ព⩏ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
࢚࣮ࢲ࣮ࡢᩥ⩏ⓗ♫⌮ㄽࡢ≉ᚩ✚ᴟ㠃ࡣࠊ⮬↛ࢆᐈほⓗ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊࢩࣥ࣎ࣝࢆ㏻ࡌ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢぢࡿⅬ࠶ࡾࠊࠕᩥࠖࢆே㛫⩏⮬↛⩏ࡢᕪࡋࡓ
ࡇࢁ⨨ࡅࡿࡇࡼࡗ࡚⮬↛̿ே㛫̿♫ࢆ⧅ࡂྜࢃࡏࡓࡇ࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ
㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊᩥே㢮Ꮫ౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ㛵ಀࡋ࡚ࠊᩥⓗከᵝᛶࡘ࠸࡚ㄒࡾ࠺ࡿ㡿ᇦࢆ
࠼ࠊ♫⛉Ꮫ࠾ࡅࡿᩥⓗ㡿ᇦ୍ᐃࡢ⮬❧ᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢୖ࡛ࢿࢳ࣮ࣕࣛ
ࢸࣥࢢࡢព⩏ࡣࠊ㸦࢚࣮ࢲ࣮ࡢ㛤ᣅࡋࡓ㸧♫⛉Ꮫࡢᩥⓗ㡿ᇦࠊᐇ㊶ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ㈉⊩ࡋ࠺ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸬㸱 ᵓ㐀⩏ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ
⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝ࠸࠺ᛮ⪃స⏝ࡣࠊ♫⮬↛ࢆ㢮ẚⓗᑐᛂࡉࡏࡿࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖ
㸦Lévi-Strauss1962㸧࠸࠺ᵓ㐀⩏ࡢᴫᛕࡀୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡢᇶᮏⓗ࡞స⏝
ࡣࠊ♫⮬↛ࡢグྕⓗ࡞ࠕ㛵㐃ࡅ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⮬↛♫ࡢ᪉ࢆ⛛ᗎ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚యⓗᢕ
ᥱࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࣦࣞ=ࢫࢺ࣮ࣟࢫࡢᵓ㐀⩏ࡣࠊࢯࢩ࣮ࣗࣝࡢᵓ㐀ゝㄒᏛࢆே㢮Ꮫᛂ⏝ࡋࡓࡶࡢ
࡛ࠊゝㄒグྕ㢮ẚࡉࢀࡿグྕయ⣔ࢆࠊ♫ⓗつ๎ࢆពࡍࡿᩥⓗ⨨ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᵓ㐀⩏ࡢࠕᵓ㐀ࠖࡣேࡸ≀ࡢᚠ⎔㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆྍ⬟ࡍࡿ㸦↓ព㆑ࡢ㸧♫ⓗつ๎
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࢯࢩ࣮ࣗࣝゝㄒᏛࡢᡂᯝࡣࠊ♫ⓗỴᐃࡉࢀࡿㄒᙡࡸᩥἲయ⣔࡛࠶ࡿࠕࣛࣥࢢ㸦langue㸧ࠖ
ࡢ◊✲ࢆゝㄒᏛࡢ◊✲ࡋ࡚᥎ࡋ㐍ࡵࠊࠕᕪ␗ࡢయ⣔ࠖ࠸࠺㛵ಀㄽⓗ࡞ゝㄒ⌮ゎࢆᥦ㉳ࡋࡓࡇ
࠶ࡿࠋࠕᕪ␗ࡢయ⣔ࠖࡣࠊゝㄒయ⣔㸦グྕయ⣔㸧࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢㄒ㸦グྕ㸧ࡀࠊゝㄒయ⣔ࡢ୰
࡛ྲྀࡾ⤖ࡪࡢㄒࡢ㛵ಀࡽࡣࡌࡵ࡚ࠕពࠖࢆࡶࡘ࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊᵓ㐀ᴫᛕࡢ᰾ᚰ࡞ࡿ
グྕ⌮ゎ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ⮬↛ࡢ♫ࠖ࠸࠺㢟ࡽࡋ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊ
ࠕᵓ㐀ࠖ
㸦⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝⓗ
⛛ᗎ㸧ࢆ⏕ࡳฟࡍࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡢ᪉࡛࠶ࡿࠋࣦࣞ=ࢫࢺ࣮ࣟࢫࡣࠊ
ࠕᵓ㐀ࠖࢆ⮬↛㇟ࡢከᵝᛶࢆ
ᡭẁࡋ࡚ࡘࡃࡾ࠶ࡆࡿே㛫ࡢᛮ⪃ࡽᘬࡁฟࡋࠊࡑࢀࢆࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡋ࡚ࠊே㛫⮬↛ࢆໟᦤ
ࡍࡿᴫᛕࡋ࡚ᥦၐࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡣࠊ┤᥋ࡢ⤒㦂ࡢ୰ࡽឤぬ▱ぬࡀࡶࡓࡽࡍ
ሗࢆ㢮᥎ࡋࠊ⮬↛ே㛫♫ࡢ᪉ࢆ⛛ᗎ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚㛵ಀ࡙ࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
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ࠕ㛵ಀ࡙ࡅࠖࠕᑐᛂ࡙ࡅࠖ࠸࠺ᛮ⪃᪉ἲࡣࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢࠑឤࠒࡢཎ⌮ࡶඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࡇὀ┠ࡋࡓ࠸㸦ࡓࡔࡋࠕᕪ␗ࡢయ⣔ࠖࡣᵓ㐀ᴫᛕ≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧
ࠋ
ࡲࡓࣦࣞ㸻ࢫࢺ࣮ࣟࢫࡣࠊ
ࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡣឤᛶࡢ㡿ᇦ⌮ᛶࡢ㡿ᇦࡀษࡾ㞳ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ
㏆௦⛉Ꮫຎࡽࡎୡ⏺㸦⮬↛㸧ࢆⓗ☜ᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿㄽ⌮ⓗᛮ⪃࡛࠶ࡾࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢῡ※
࡞ࡿࠕཎጞ⛉Ꮫ࡛ࠖ࠶ࡿࡶ㏙࡚࠸ࡿࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡀ㏆௦⛉Ꮫ␗࡞ࡿࡢࡣࠊ
͆⪅
ࡢࡼ࠺㛵ࢃࡿࡁ͇࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥせㄳࡉࢀࡓᛮ⪃࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࡣ␃ពࡋ࡚࠾
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸧
ࡘࡲࡿࡇࢁࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊࠕ㔝⏕ࡢᛮ⪃ࠖࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ࡓࡵࡢつ⠊ⓗពࢆࡶࡘグྕయ⣔࡛࠶ࡾࠊ㛵ಀᛶࡢ୰⮬ᕫࢆ⨨ࡅࡿグྕ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚♫
ࡼࡿ⮬↛ࡢ⋓ᚓᵝᘧࡋ࡚ࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊయᐈయࢆᚭᗏࡍࡿࡇ࡛ࡶࠊࡲࡓ
୧⪅ࢆྠࡍࡿ᪉ἲࡶࡼࡽࡎࠊࡴࡋࢁ⏕≀ከᵝᛶ㸦⮬↛㸧ᩥⓗከᵝᛶ㸦ᩥ㸧ࡀ᭷ᶵⓗ⤖ࡤ
ࢀࡿዎᶵ࡛࠶ࡿ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢࠑ⾲㇟ࠒࡣࠊᵓ㐀ࡢࡼ࠺࡞♫ⓗ࡞つ⣙グྕ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑ
ࡶࡑࡶࣛࣥࢢ࡛ࡣ࡞ࡃࣃ࣮ࣟࣝศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖ
ࡃྠࡌࡶࡢࡋ࡚ᢅ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ♫ࣞ࣋ࣝಶேࣞ࣋ࣝࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡕࡽ
ࡶே㛫̿⮬↛㛵ಀࢆࠊグྕࢆࡋ࡚ᛮ⪃ࡋ⌮ゎࡍࡿ᪉ἲ࠾࠸࡚ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠑ⾲
㇟ࠒࡸࢩࣥ࣎ࣝࡣࠊ✲ᴟⓗࡣࠕ⮬ᕫࡢᏑᅾࡢពࠖࡸ⪅ࡢ㛵ࢃࡾ㛵ࡍࡿ⌮ⓗࠊつ⠊ⓗព
ࢆࡶࡘグྕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓグྕࡢពࡣࠕே㛫ࡣ⮬↛ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺࠸࡞ࡿ⮬↛⛉Ꮫⓗ
ゝㄝࡽࡶ₇⧢࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᐇ㊶⌮ᛶࡢᵓ⠏ࢆࠕグྕయ⣔ࠖࡽ㸦ᩥ⩏ⓗ㸧ᵓ⠏ࡍࡿࡇ
ࡢព⩏ࢆㄆࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬㸲 ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚ࡢࠑឤࠒ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊ⏕⏘ᾘ㈝࠸࠺⾜ືࢆ᮲௳࡙ࡅࡿ♫ⓗ㸦㞟ྜⓗ㸧ጇᙜ࡞ᩥⓗୡ⏺
ീ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྍ⬟ࡍࡿグྕࡢࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚♫ⓗㅖ㛵ಀࡢᅵྎ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࡽ࢚࣮ࢲ࣮ࡣࠊ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࡢᛮ⪃ࢆࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡋ࡚♫⌮
ㄽࡢせ⣲ຍ࠼ࠊࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࢆᢈุⓗ⥅ᢎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡣ࣍ࣝࢡࣁ࣐࣮ࠊࢻࣝࣀࡀᒎ㛤ࡋࡓ㐨ලⓗ⌮ᛶᢈุࡘ࠸
࡚ࠊᡂᯝᚿྥᆺࡢ㐨ලⓗ⌮ᛶࡣ㢮ᆺⓗ༊ูࡉࢀ࠺ࡿゎᚿྥᆺࡢᑐヰⓗ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⓗ㸧
⌮ᛶࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࠕၨⵚࡢᘚドἲࠖࡢ࣏ࣜࠊ┠ⓗྜ⌮ᛶࡢ㈏ᚭࡋࡓ♫
࠸࠺࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢᝒほⓗぢ㏻ࡋࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺ࡋࡓ㸦Habermas1981a,1981b㸧
ࠋ
ࡇࡢ୰࡛ࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡣࠊ࣐ࣝࢡࢫࡢࠕ⏕⏘ຊࠖࠕ⏕⏘㛵ಀࠖࡢᑐᛂࡽࠕປാࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᘬࡁࡔࡋࠊࡲࡓ♫ࢆࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕ⏕άୡ⏺ࠖ࠸࠺ࡘࡢ㒊ศࡽᡂࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ͆ປാࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒͇͆ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡼࡗ࡚⏕
⏘ࡉࢀࡿ⏕άୡ⏺͇࠸࠺ࣔࢹࣝࢆᡴࡕ❧࡚ࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡽࡍࡿࠊ࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢ┠ⓗྜ⌮ᛶࡣ
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ࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㏆௦ࡢ୍ഃ㠃ࡍࡂࡎࠊࠕ⏕άୡ⏺ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ⓗ⾜Ⅽࡢྜ⌮ᛶࡇࡑ㏆௦ࡢᡂᯝࢆㄆࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿᙼࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࠕປാࠖࡣࢩࢫࢸ࣒ᚑࡍࡿ┠ⓗྜ⌮ⓗ࡞ປാࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢປ
ാࡣ⏕άୡ⏺ࡶᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬↛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥⓗ࡞㛵ࢃࡾࡽࡶᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡣᴫࡋ࡚ゝㄒ⩏ⓗ࡞ྜ⌮⩏
࡛࠶ࡾࠊࠑឤࠒࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ⮬↛ࡢ┦⾜Ⅽࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⓗ⌮ᛶࡣࠊ⮬↛ࢆᚁ᭹ࡍࡿࡇ࡛⏕⏘ຊࢆቑࡉࡏࡿࠕ㐨ලࡉࢀ࡚ࡺࡃ⌮ᛶࠖ
㸦㐨
ලⓗ⌮ᛶ㸧ࡢඞ᭹ࡢࡓࡵᥦ㉳ࡉࢀࡓ⌮ᛶᴫᛕ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ⮬↛࠸࠺Ꮡᅾࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡢࠕゎࠖࡢᑐ㇟࡞ࡿࡢࡳ࡛ࠊ⮬↛ࡢᨭ㓄ⓗ㛵ಀࡑࡢࡶࡢࡣ㈏ࢀࡓࡲࡲ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢྜ⌮ᛶㄽࢆ⮬↛ࡢ
㛵ಀᛶࡽ⿵ᙉࡍࡿᙺ┠ࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋᵓ㐀ᴫᛕࢆ⏤᮶ࡍࡿࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥせㄳࡉࢀࡓ⛛ᗎ࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛♫ⓗྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊゝㄒయ⣔ࡀྍ⬟ࡍࡿ♫
ⓗྜ⌮ᛶࢆࠊᩥࡢ࡛ࣞ࣋ࣝྍ⬟ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢ⏕άୡ⏺
ㄽ࡛ࡣ⫼ᬒ㏥࠸࡚࠸ࡓࠕᩥࠖࢆ⮬ᚊⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚๓ᬒࡋࠊఏ⤫ⓗୡ⏺ീࡢゎయ㸦
ࠕ⬺㨱⾡ࠖ
㸧
ࡼࡿࠕព႙ኻࠖ࠸࠺࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢࢸ࣮ࢮࢆࠊ⮬↛ࡢ┦స⏝ࢆྵࡵࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦࢚
ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡼࡗ࡚ඞ᭹ࡍࡿ࠸࠺✚ᴟᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢᙧᘧ
ⓗ࡞㆟ㄽ࠸࠺ឤࡀྰࡵ࡞࠸ࠋ࢚࣮ࢲ࣮ࡶࡲࡓྜ⌮ᛶ↷‽ࢆ࠶ࢃࡏࡿ࠶ࡲࡾࠊ⮬↛ࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ
࣎ࣝࠖ࠸࠺グྕయ⣔ࡢ♫ⓗྜ⌮ᛶࢆㄒࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ⏕ࡳฟࡍே㛫⮬↛ࡢ┦స
⏝㸦࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡢලయࡸࠊࢩࣥ࣎ࣝࡢពࢆྲྀࡾୖࡆࡿே㛫యࡘ࠸࡚༑
ศㄒࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㔜せ࡞ࡇࡣࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢෆᐇ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࢆྍ⬟ࡍࡿ᮲௳ࡸዎᶵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࡇ࠺ࡋࡓ㞴Ⅼࡣࠊ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࡀᵓ㐀⩏⏤᮶ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡽࡃࡿၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᵓ㐀⩏ࡢᢈุ࠶ࡿࡼ࠺ࠊᵓ㐀⩏ࡣᵓ㐀㸦グྕయ⣔㸧
ே㛫యࡢ㛵ಀࡀぢ࠼ࡃ࠸ࡤࡾࠊయࡣᵓ㐀ࡢ᧯ࡾேᙧࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇࡣࠊ̿ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢱ࣮ࡓࡕࡀᢪ࠼ࡓ̿⮬↛ࡢ͆グྕࡢⴱ⸨͇ࢆᇉ㛫ぢࡿࡇࡉ࠼࡛ࡁ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺㸦㔝⏣ 2003:154㸧
ࠋ
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢࠑឤࠒࡣࠊே㛫య᰿ࢆ࠾ࢁࡋࡓࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡺࡃྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ࠑே㛫̿⮬↛ࠒ㛵ಀࡢどⅬ࢚̿ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࡽ
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊᑡࠎ༢⣧ࡍࢀࡤࡕࡽࡶ͆ᩥࡋ࡚ࡢ⮬↛͇
ࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊே㛫ࡀ⮬↛ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡢୖ❧ࡗࡓ࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞㐨ᚨ㸦
⪅ࡢ㛵ࢃࡾ㸧ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆྵࡴ⮬↛ീ࡛࠶ࡾࠊ༢ே㛫⮬↛ࡀ⏕ࡁṧࡿࡓࡵࡢ࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞▱
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ࡢ⥲య࡛ࡣ࡞࠸ࠋ͆ᩥࡋ࡚ࡢ⮬↛͇ࡀ᪥ᢞࡆࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊே㛫⮬↛ࡢ㛵ಀᛶࡢ
ᵓ⠏࠸࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢㄢ㢟ࡣࠊ᪥ࡢᵝࠎ࡞⎔ቃ㆟ㄽࡸࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞
Ⓨᒎࠖࡢ⌮ㄽࠊ
ࠕᩥࠖ࠸࠺㡿ᇦࢆ⨨ࡅࡿヨࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡘ࠸࡚ㄒࡿ࢚࣮ࢲ࣮ࡢ┠ⓗࡶࡲࡓࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ
࠶ࡾࠊ⎔ቃ༴ᶵࢆ㈨※ࡢᯤῬၥ㢟ࡋ࡚ࡢࡳᤊ࠼ࡿࡇࡢᢈุࠊ⮬↛ࢆ⏕ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ
ࢆᐇ㊶ࡍࡿ⌮ᛶࡢ༑ศࡉࢆᣦࡍࡿࡇࡀࡡࡽ࠸࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࣘࢽ࣮ࢡࡉࡣࠊࠕ⮬↛ࡢ
ࢩࣥ࣎ࣝࠖࢆ♫㐍࠾ࡅࡿせ࡞ᵓᡂせ⣲⪃࠼ࡿࡇࢁ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ᪥ࡢࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨ
ᒎࠖᴫᛕࢆࠊᩥࡸ㛵ಀᛶ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡽᢈุⓗᵓ⠏ࡍࡿヨࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࠋྠࢿ
ࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢព⩏ࡶࠊࠑே㛫̿⮬↛㛵ಀࠒࡢᵓ⠏࠸࠺ㄢ㢟ࢆࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㆟ㄽᒎ
㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

㸱㸬㸯 ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุ
ᐇ㊶⌮ᛶࡣࠊ⣧⢋⌮ᛶࡀษࡾᣅ࠸ࡓㅖ⬟ຊࡽࡣࡗࡁࡾ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࢚࣮ࢲ࣮ࡣゝ࠺ࠋ⣧⢋⌮
ᛶࡣࠕ⎔ቃ㐺ᛂࡍࡿே㛫ࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ♫ࡢᑐ⮬↛㛵ಀࢆ࠸ࡉࡉ࡛ࡶ
つᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ㸦Eder1988:19㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊᐇ㊶⌮ᛶࡣ⣧⢋⌮ᛶࡼࡗ࡚ே㛫ࡀ⎔
ቃ㐺ྜࡋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟࡞ࡗࡓୡ⏺ࡢ࡞࡛ࠊ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚⾜Ⅽࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ⌮ᛶ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ᪥᭱ࡶ㢗ࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶⌮ᛶࠊࡘࡲࡾࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶࠖ㸦࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗᐇ㊶⌮
ᛶ㸧ࡣࠊ⮬↛ⓗᏑᅾࡋ࡚ࡢே㛫ࡀ⎔ቃ㐺ྜⓗ⏕ࡁࡿࡇࢆ͆㈐௵࠶ࡿ⾜ື͇ࡳ࡞ࡍࠕᐇ㊶⌮
ᛶࡢ᭱᪂ࡢኚ✀㸦Eder1988:15㸧࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺ࠋ⮬↛㈨ᮏࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡀᣢ⥆ⓗ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇࢆ
ࡵࡊࡍ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶࡣࠊ⮬↛ࡢ㐣ᗘࡢᦢྲྀࡸ㈇Ⲵࢆῶᑡࡉࡏࡿ࠸࠺ࡔࡅࡢ ͆ᩥⓗ㕌ឤ࡞͇
ຌⓗ⌮ᛶ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡴࢁࢇ⮬↛ࡢ㈇Ⲵࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇࡀ⌮ᛶⓗ࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚࠺వᆅࡣ
࡞࠸ࡀࠊࡋࡋࠕࡇࡢ࢚ࢥࣟࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶࡼࡗ࡚⮬↛ࡢ㛵ࢃࡾ࠾ࡅࡿ㠀⌮ᛶࡢᨭ㓄ࢆᐇ㝿ࡶ
ṇࡏࡿࠊ࠸࠺ᐃࡣၥࡀ࠶ࡿゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ㸦Eder1988:9㸧ࠋࡘࡲࡾ᪥ࡢࠕ࢚ࢥ
ࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶࡼࡗ࡚ࡣ⌧௦ࡢ⮬↛ࡢ㛵ࢃࡾࡢࡈࡃ୍㒊ศࡋṇࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ⌮ᛶ
ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡿሙྜࠊ⮬↛ࡢ㐣ᗘࡢᦢྲྀࡸ⮬↛ࡢ㈇Ⲵࡢไ㝈ࡀᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡶࡋࢃࢀࢃ
ࢀࡀࡇࡢ⌮ᛶࡔࡅᚑ࠺ࡍࢀࡤࠊ⮬↛ࡢᦢྲྀࡣࠕࡼࡾྜ⌮ⓗࠖ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᦢྲྀ࠸࠺
⮬↛ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡣᏑ⥆ࡍࡿࠖ
㸦Eder1988:9)ࡇ࡞ࡿࠋࡓ࠼ࡤᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ
࢚͆ࢥࣟࢪ࢝ࣝ㸦⎔ቃ㐺ྜⓗ㸧࡞͇ᮌᮦࡢ⏕⏘ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣᮌࢆࠕᮦࠖ
ࡳ࡞ࡍࡇࡢ┬ࢆࡏࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡿࡇࢁࠊே㛫ࡸே㛫♫ࢆ⎔ቃ㐺ྜⓗᵓ⠏ࡍ
ࡿࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖࡔࡅ࡛ࡣᐇ㊶⌮ᛶࡢ㐍ࡣᮃࡵࡎࠊᑐ⮬↛ࡢᨭ㓄ⓗ㛵ಀࡽࡢ⬺༷ࢆࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ
ࡢᮏ※ⓗ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ᥦ㉳ࡍࡿࡇࡀࠊ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖࡢពᅗ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ࢚࣮ࢲ࣮ࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢဴᏛ⪅࡛࠶ࡾ⎔ቃάືᐙ࡛࠶ࡿ A࣭ࢿࢫ
ࡢࠕࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮㸦Deep Ecology㸧
ࠖᛮࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢿࢫࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢚
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ࢥࣟࢪ࣮ࡣࠕᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒ࡢෆ㒊࡛ࠊே㛫ࡀ࠸ࡋ࡚᭷㝈࡞㈨※ࢆᑗ᮶ⓗຠ⋡ࡼࡃ⏝࡛ࡁࡿ
ࠖ࠸࠺ၥ࠸㑏ඖࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺͆ὸ࠸㸦shallow㸧͇ᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡑࢀࡣ㸦ඛ㐍ᅜࡀ㸧
⮬↛ࢆຠ⋡ࡼࡃ⏝ࡍࡿࡇࢆಁࡍࡔࡅ࡛ࠊே㛫⮬↛ࡢ㛵ಀᛶࡢᛮⓗ┬ࢆㄝࡃవᆅࢆ࠼ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࢿࢫࡣࠊ⮬↛ᑐࡍࡿ⢭⚄ⓗഃ㠃ࡢ῝࠸㸦deep㸧ព㆑ࡢ᥈ồࡼࡗ࡚ࠊ᭷ᶵⓗ࡞⏕ୡ⏺ࡢ
୰㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ࡚Ꮡ❧ࡋ࡚࠸ࡿྛேࡢ⮬ᕫࡢ᭷ࡾ᪉┠ぬࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࡢࠕࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ࠖࢆᥦၐࡋࡓࠋࢿࢫࡣࠊே㛫ࢆྵࡴ⏕యࢆ㛵ಀㄽⓗᤊ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿᙇࡋࠊࡍ࡚ࡢ⏕
యࡣࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࠖࡢᶒࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࠋ⮬ᕫᐇ⌧ࡣࠊಶࠎࡢ⮬ᕫ㸦self㸧ࡽᩥᏐࡢ
⮬ᕫ㸦Self㸧ࠊࡘࡲࡾ⏕ែ⣔ࡸᏱᐂࡲ࡛͆ᣑࡉࢀࡓ⮬ᕫ͇ࢆពࡍࡿࠋࡲࡓᙼࡣࠊ⏕ែ⣔㛵
㐃ࡋࡓဴᏛⓗ◊✲ࡀࠕ࢚ࢥࣇࣟࢯࣇ࡛ࠖ࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ⏕ୡ⏺⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡓ୍ேࡦࡾࡢ
ୡ⏺ほࡸ౯್ほࡢࡇࢆࠕ࢚ࢥࢯࣇࠖྡࡅ࡚࠸ࡿ㸦Nass:1989㸧
ࠋ
ࢿࢫࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࠑே㛫̿⮬↛ࠒ㛵ಀࡢၥ㢟ࢆ࠸ࡕࡣࡸࡃ⎔ቃ㆟ㄽࡢ୰ᐃ♏ࡋࡓ࠸࠼ࡿࡀࠊࡋ
ࡋయࡋ࡚͆ᚰࡢ࠶ࡾࡼ࠺͇࠸࠺ᚰ⌮ⓗࠊ⢭⚄ⓗഃ㠃࡛ࡢኚ㠉ࢆồࡵࡿഴྥࡀᙉࡃࠊM࣭ࣈࢡࢳ
ࣥࡢᢈุࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࠖࢆ᰾ᚰࡍࡿᛮࡣ♫ⓗ㡿ᇦࡢ㛵㐃ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࠋ
♫ࡣࠕ࢚ࢥࢯࣇࠖࡢ༢࡞ࡿᘏ㛗ࡸ㞟ྜయ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓྛேࡢࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࠖࡣᩥⓗከᵝᛶࡢᵓ
ᡂ᮲௳ࡢ୍ࡘࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡀே㛫ࡢ♫ⓗഃ㠃༑ศ࡞ど⥺ࡋྥࡅࡽࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊࠕ⮬ᕫᐇ
⌧ࠖࡀ⮬↛⩏ⓗ࡞ពࢆᖏࡧࠊ♫ⓗᏑᅾࡋ࡚ࡢே㛫ࡼࡾࡶ⮬↛ⓗᏑᅾࡋ࡚ࡢே㛫ࡀᙉㄪࡉࢀ
ࡓࡇ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࢿࢫ࢚࣮ࢲ࣮ࡀࡕࡽࡶ͆ே㛫̺⮬↛㛵ಀࡢᵓ⠏͇࠸࠺ࣛࢹ࢝ࣝ࡞
ၥ㢟ព㆑❧ࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊ୧⪅ࢆศࡘࡢࡣࠕே㛫ࡢ♫ᛶࠖ㛵ࡍࡿどᗙࡢ᭷↓࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢ㐪࠸ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㛵ಀㄽⓗ࡞ᛮ⪃ࠕグྕࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࡞࠸࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋࢹ࣮ࣉ࣭࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡀឤぬࡸᚰᛶࡼࡿ⮬↛ࡢ┤᥋ⓗ࡞㛵ಀࢆၥ㢟ࡋࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣ⮬↛ୡ⏺♫ⓗୡ⏺ࡢ᪉ࢆࠊグྕグྕ᧯సࡼࡿᛮ⪃ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚
య⣔ࡍࡿࡓࡵࠊே㛫Ꮡᅾࢆ⮬↛⩏ⓗ࡞ᩥ⬦ࡽࡢࡳ⌮ゎࡍࡿࡇࡣࡴࡋࢁᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࡽ㌿ࡌ࡚࠸࠺ࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣグྕ⾲⌧ࢆక࠺⢭⚄ⓗࠊᚰ⌮ⓗάື࡛ࡶ࠶ࡿ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࠸♫ⓗୡ⏺ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊࡑࡢୖ
࡛ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆࡢࡼ࠺⎔ቃᐇ㊶ᐃࡍࡿࡢ࠸࠺ㄢ㢟ࡀࡇࡇ⾲ฟࡋ࡚ࡃࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ⟅࠼ࡿຊ㔞ࡣ࠸ࡲⴭ⪅ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆ୍㐣ᛶࡢᩥᏛࢪࣕࣥ
ࣝ⤊ࢃࡽࡏ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊ♫ⓗᏑᅾࡋ࡚ࡢே㛫ࢆ↷ᑕࡍࡿࠕ࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞ᩥᏛࠖࡢ᥈ồࡀᚲ
せࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡃࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢⓎ⚈ᆅ࡛࠶ࡿ࣓ࣜ࢝ࡢసရࡣࠊ
♫⏕ά↓⦕࡞⮬↛ࡢࠑឤࠒᇶ࡙ࡃసရࡀከ࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃᩥᏛసရࡢከ
ࡃࡣࠊ♫ࡸ⏕άࡢ࠾࠸ࡢࡍࡿࠑឤࠒࢆឤᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿឤࡌࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ᪥ᮏࡢࢿ
ࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢࡣࡁ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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㸱㸬㸰 ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸦ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ㸧࠾ࡅࡿࠑே㛫̿⮬↛㛵ಀࠒࡢㄢ㢟
᪥ࡢᵝࠎ࡞⎔ቃ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࠊࠑே㛫̿⮬↛㛵ಀࠒࡀࡃㄢ㢟ⓗㄒࡽࢀࡿࡢࡣ⤒῭ࡢศ㔝࡛
࠶ࡿࠋ㏆௦㐣⛬࠾࠸࡚♫㐍ࡣ⤒῭ⓗ㐍Ṍࡢࡇࢆពࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡣ⮬↛ࢆᡤࡢࡶࡢ
࠸࠺๓ᥦࡼࡗ࡚ᢸಖࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ⎔ቃၥ㢟ࡼࡗ࡚⮬↛ࡢ⏝ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᙜ
↛࡞ࡀࡽ⤒῭άືࡢࡸᡂ㛗ࢆពࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ⤒῭࠾ࡅࡿ⎔ቃၥ㢟ࡣࠊ͆⤒῭ࢆ
ࡿ⎔ቃࢆࡿ͇࠸ࡗࡓࢪ࣐ࣞࣥࡪࡘࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࡇ࠺ࡋࡓࢪ࣐ࣞࣥࡶࠊ᪥࡛ࡣࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࠖ
㸦1987 ᖺࡢࣈࣝࣥࢺࣛࣥࢺጤဨࡢሗ࿌
࡛ᥦၐࡉࢀࡓᴫᛕ㸧ࡼࡗ࡚͆᭕࡞ࡓࡕ࡛͇ඞ᭹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸦ࢧࢫࢸࢼࣅ
ࣜࢸ㸧ࡢᵓ⠏࠾࠸࡚᪂ࡓၥ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊ⮬↛⎔ቃࡀởᰁࡸ㈇ᢸࠊᯤῬ࠸࠺ࡓࡕ࡛⤒῭ά
ືࢆ㜼ᐖࡍࡿせ⣲࡞ࡗ࡚ࠊ⤒῭άືࡢᇶ┙⮬యࢆࡺࡿࡀࡍែࢆࡢࡼ࠺ඞ᭹ࡍࡿ࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛࠸ࡕ᪩ࡃ 1980 ᖺ௦༙ࡤࢻࢶ࡛Ⓩሙࡋࡓࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢᑐฎ⒪ἲ
ⓗ࡞⎔ቃᨻ⟇ࡢ⾜ࡁワࡲࡾࡽࠊ⤒῭ࡢᡂ㛗ᡓ␎ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ⎔ቃᨻ⟇ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ
ࡣᕷሙࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠕ⎔ቃಖㆤࢆ⤒῭ࡢ㈇ᢸ⪃࠼ࡿ௦ࢃࡾࠊᑗ᮶ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ₯ᅾⓗ※Ἠ
⪃࠼ࠖ
㸦Hajer1995:32㸧ࡿࡶࡢ࡛ࠊ⤒῭㡿ᇦᚑᒓࡍࡿࡓࡕ࡛ᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓ⏕ែᏛⓗ㡿ᇦࢆ
ゎᨺࡋࠊ⊂❧㡿ᇦࡋ࡚ㄆࡵࡿ࠸࠺⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽࡣࠕ⤒῭ࠖࠕ⎔ቃࠖࢆ➼ࡋ࠸❧ሙ࠾࠸࡚⤫ྜࢆࡵࡊࡍࡀࠊ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶࠕ⤒῭ࠖࠕ⎔ቃࠖࡢ㛵ಀ㛵ᚰࡀྥ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ♫ࠖࡸࠕᩥࠖࡢ㛵ಀᛶࡀ᫂
☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡇࢁࠊ⎔ቃ㐺ྜⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞⮬↛⏝ࢆࡵࡊࡍ㏆௦ㄽࡣࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ
⌮ᛶᢈุࠖࡽࡍࡿࠊ㐨ලⓗ⌮ᛶࡀ㈏ࢀࡓ࢚͆ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞͇ྜ⌮ⓗ㏆௦ㄽ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡉࢀ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⮬↛ࡀ⤒῭άືࡢ㈨※࡛࠶ࡿࡇࡣ☜࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽࡣ⮬↛ࢆ㈨
※࠸࠺▸ᑠࡉࢀࡓぢ᪉ࢆᚭᗏࡍࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ㈨※ⓗ⮬↛ほࡑࢀ⮬యࡢ┬ࢆᚲせࡋ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢព࡛ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽࡣ⎔ቃ༴ᶵࢆᣍ࠸ࡓ᰿※ⓗၥ㢟ࢆ㎽ᅇࡍࡿⓎᒎㄽ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡉ୍࡚᪉࡛ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽྠᮇྎ㢌ࡋ࡚ࡁࡓࠕࣜࢫࢡ♫ㄽࠖࡣࠊ⎔ቃࢆど㔝࠸
ࢀࡓ⤒῭Ⓨᒎㄽࢆ♫ࡢ㐍Ṍࡸ♫Ⓨᒎㄽࡢ୰ໟᣓⓗᵓᡂࡋࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ㏆௦ㄽഴᩳࡋ
࡚࠸ࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶᴫᛕࡑࡢࡶࡢࢆᣑࡆࡿᙺࢆࡣࡓࡋࡓ㸦⚟ኈ 2001㸧
ࠋU࣭࣋ࢵࢡࡼࢀࡤࠊࣜࢫࢡ
♫ㄽࡣ㈈ࡢ⏕⏘ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀ♫ࢆືࡍᶵືຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣜࢫࢡࡢศ㓄㜚தࡀ♫Ⓨᒎࡢ
ຊ࡞ࡿࠊࡶࡋࡃࡣᐩࡢศ㓄࡛ࡣ࡞ࡃࣜࢫࢡࡢศ㓄ࡇࡑࡀ♫ኚ㠉ࡢຊ࡞ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
㸦Bech 1986㸧
ࠋ
ࣜࢫࢡ♫ㄽࡢ✚ᴟ㠃ࡣࠊ⤒῭㡿ᇦࢆྵࢇࡔ♫࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢ㛵ಀᴫᛕࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛
࠶ࡾ㸦ୗᅗ㸧
ࠊ⤒῭㡿ᇦࡣࠕ♫㈉⊩ࡍࡿ᭱ࡶྜ⌮ⓗ࡞ᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࠖ
㸦⚟ኈ 2001:63㸧ࡶࡢࡋ
࡚ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୗᅗ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠕ⌮ࠖࡀ⤒῭㡿ᇦࡢ୰࡛ࡣ࡞ࡃ♫㡿ᇦࡢእഃ㸦࢚ࢥࣟࢪ
࣮♫ࡢ㛫㸧タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࠕ⎔ቃ⌮ࡀ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢ㛵ಀࢆṇᖖಖࡘ࣮ࣝࣝ
࡛࠶ࡾࠊ⤒῭㡿ᇦࡀࡋࡤࡋࡤᙇࡍࡿࡼ࠺࡞ᕷሙ࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸦⚟ኈ
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2001:63㸧
ࠋ

⤒῭
♫
⌮
⎔ቃ

ᅗ ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢ㸲ࡘࡢ㡿ᇦࠖ
㸦⚟ኈ 2001:62㸧

ࡋࡋࠊࡇࡢ⌮㡿ᇦ࠾ࡅࡿே㛫̿⮬↛㛵ಀὀ┠ࡍࡿࠊࣜࢫࢡ♫ㄽ࡛ࡣ͆ศ㓄ࡢᑐ㇟࡞
ࡿࠕࣜࢫࢡ͇ࠖࡋ࡚ࡢ⮬↛⌮ゎ㞟୰ࡋࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮♫ࡢ㛫タࡅࡽࢀࡿ⌮㡿ᇦࡢ㢟ࡣࠊ
ࠕࣜࢫࢡࠖศ㓄ࡢබᖹᛶࡸබṇᛶ࠸࠺ၥ㢟࡞ࡿࠋࣜࢫࢡศ㓄㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࠊ⮬↛ࡣ⤒῭
౽┈ࡑࢀࡶ༴㝤ᛶࠊࠕᜠᜨࠖࢆ࠼ࡿࠕࣜࢫࢡࠖࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࠸࠺ホ౯ࡲࡗ࡚
ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ㛵㐃ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⓗྜ⌮ᛶࡶࡲࡓ͆⏕⏘
≀͇ࡢ㓄ศ㛵ࡍࡿゎ㐣⛬ࡢྜ⌮ᛶ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ㸦Eder1988:33㸧ࠊㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋຍ࠼
࡚ࣁ࣮ࣂ࣮࣐ࢫࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖᑐ⨨ࡉࢀࡿࠕ⏕άୡ⏺ࠖ⨨ࢀࠊ⮬↛ࡢ
┦⾜Ⅽ࡛࠶ࡿປാࡀᡂᯝᚿྥⓗ࡞ࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖᒓࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡢ┦⾜Ⅽࡘ࠸࡚
ࡢ㆟ㄽࡣ㛢ࡊࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ2010 ᖺឡ▱┴ྡྂᒇᕷ࡛⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙⥾⣙ᅜ㆟㸦COP10㸧ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ㑇ఏ㈨
※ࡢࢡࢭࢫ┈㓄ศ㸦ABS㸧㛵ࡍࡿྡྂᒇ㆟ᐃ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡁ㆟㸦ᑐヰ㸧ࡢᑐ㇟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⮬↛⏕ែ⣔ࡣࠊ㈌ᖯ౯್࡛⟬ࡉࢀࡿศ㓄ࡢᑐ㇟࡞ࡿࠕ㈨※ࠖ㸦ࡲࡓࡣࠕࣜࢫࢡࠖ㸧
࡛࠶ࡿࡇὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙ࡣࠊ⏕≀㈨※ࡸࠕ⏕ែ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀே㢮
ࡢඹ᭷㈈⏘࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ຍ࠼࡚ࠊ⤒῭ⓗ࡞㈨※ࡋ࡚ࡑࡢ⏝㛵ಀࡸ┈㓄ศࡢṇࢆࡶࡾࡇ
ࡳࠊࡘ⏕≀ከᵝᛶᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿᩥⓗከᵝᛶࡢಖㆤࡢࡓࡵࠊᕷሙཎ⌮࡛ࡣ࡞ࡃᑐヰ㸦ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡼࡿἲࡸไᗘࡢᵓ⠏ࢆࡡࡽࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ⏕≀ከᵝᛶ᮲⣙ࡢ┠ⓗࡣࠕ⏕
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≀ࡢከᵝᛶࡢಖࠊࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⏝ཬࡧ㑇ఏ㈨※ࡢ⏝ࡽ⏕ࡎࡿ┈ࡢබṇࡘ⾮
ᖹ࡞㓄ศ㑇ఏᏊ㈨※ࡢ⏝ࡽ⏕ࡎࡿ┈ࡢබṇࡘ⾮ᖹ࡞㓄ศࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦1 ᮲㸧ࠊࡇ
ࡢሙྜࡢ⮬↛⏕ែ⣔ࡣࠊࠕ⏕≀ከᵝᛶࠖ࠸࠺⤒῭ⓗ౯್ࡸ⛉Ꮫⓗ౯್࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἲࡸไᗘ
࠸࠺♫ⓗつ⠊ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࠊᑐヰ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡢࡓࡵࡢࠕࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍㸦ᇶ┙㸧ࠖ
㸦ཬᕝ 2010㸧࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡴࢁࢇࠊࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃᐇ㊶ࡸどⅬࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿゝ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㈨※ࠖࠕࣜࢫࢡࠖࠕࣉࣛ
ࢵࢺ࣮࣒࣍ࠖࡢ㛵ࢃࡾࢆᵓ⠏ࡍࡿ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗᐇ㊶⌮ᛶࡀࠊࠕ⮬↛ே㛫ࡢඹ⏕ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿ⌮ᛶ
ࡋ࡚ᨭ㓄ⓗ࡞ࡿࡇࢆᢈุࡋࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ࡣ͆㣗ࡿࡓࡵ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᛮ⪃ᙺ❧ࡘ͇
࠸࠺ࡢࡣᵓ㐀⩏ࢆ➃ⓗ࠶ࡽࢃࡋࡓࣇ࣮ࣞࢬ࡛࠶ࡿࡀࠊே㛫ࡗ࡚⮬↛ࡣࠊ⏕ࡸ⏕άࢆ⥔
ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ⮬↛࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ⮬ᕫࡢ⨨ࡸ㛵ࢃࡾ᪉㸦⌮ⓗၥ㢟㸧ࡘ࠸࡚ᛮ⪃ࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ព
࡞グྕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ⮬↛ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡇࡔࡅࡀᐇ㊶⌮ᛶࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡍ࡚
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ⮬↛ࢆ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿࡇࡢ࠺ࡕࠊᐇ㊶⌮ᛶࡢ࢚͆ࢥࣟࢪ࣮
ⓗ͇᪉㏵ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢព⩏
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ࠾ࡅࡿࠑ⾲㇟ࠒࡸࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡣࠊ͆ᩥࡋ࡚ࡢ⮬↛͇࡛࠶
ࡾࠊᐇᅾࡋ࡚ࡢ㸦ᐇࡋ࡚ࡢ㸧⮬↛ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ⌧ᐇࡢ⎔ቃᨻ⟇ࡸ♫ኚ
㠉ࡢ⛬ᗘᙺ❧ࡘࡢ࠸࠺ၥࡣᙜ↛࡛࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋࠊ⌧ᐇࡢ⎔ቃ㐠ືࡣࠕព࡙ࡅࡽࢀࡓ⮬↛ࠖࡽࡣࡌࡲࡿ࠸࠺㛵㸦1997㸧ࡢᣦࡶ࠶ࡿ
ࡼ࠺ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࢝ࣝ࡞♫ኚ㠉ࡢຊᩥⓗㅖഃ㠃ࢆᢤࡁࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ༡
᪉⇃ᴋࡼࡿ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡶࡲࡓࠊ⚄♫ᯘࡀ⏕ែᏛⓗࡳ࡚㈗㔜࡞⮬↛࡛࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤ࡼࡾࡶࠊ
ࡑࡇே㛫ࡸே㛫♫ࡗ࡚ࡢ㇟ᚩⓗࠊ᐀ᩍⓗពࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡉ࡚ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ⌮ᛶᢈุࠖࢆ㏻ࡌࡓࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡢព⩏ࡣࠊఱࡼࡾࡶ㐨ලⓗ⌮ᛶࡢ
ᨭ㓄ⓗ⮬↛ほࡢᢈุⓗព⩏࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡑࢀ௨ୖࠊ᪥ࡢ⎔ቃ㆟ㄽࡢ୰ࠕᩥࠖࡸࠕ⮬↛
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢᙺࢆ᫂♧ⓗ⨨ࡅࠊࠕே㛫⮬↛ࡢ㛵ಀᛶࠖ㛵ࡍࡿၥ㢟ࡸㄢ㢟
ࢆᥦ㉳ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ᪥ࡢ⎔ቃၥ㢟ࡣ⮬↛⎔ቃࡢ◚ቯࡸởᰁࠊᯤῬࡢၥ㢟ࡔࡅ
ࡲࡽࡎࠊᩥⓗከᵝᛶࡢ◚ቯࡸປാࡢእ࡞ࡢ͆ே㛫ࡢ༴ᶵ͇ࡋ࡚ࡶ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ
ࡣ᭱⤊ⓗࠑே㛫̿⮬↛ࠒ㛵ಀࡢᵓ⠏࠸࠺ㄢ㢟ᩡࡉࢀ࡚ࡺࡃࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡁࠊ
ࠑ
ឤࠒࠑ⾲㇟ࠒࡢពࡀࠊ⮬↛ྲྀࡾ⤖ࡪ㛵ಀࡗ࡚࠸㔜せ࡞ࡢࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋே㛫⮬↛ࡢ㛵ಀᛶࢆᕷሙཎ⌮ࡢ୰࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫ࡢࡶࡘឤཷᛶࡸᛮ⪃ࡀྍ⬟ࡍࡿᑐ
ヰ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ⓗ㛵ಀồࡵ࡚ࡺࡃࡇࡣࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗㄢ㢟ࡸᣢ⥆ྍ⬟ᛶྍḞ࡞ᇶ
┙ࢆ࠼ࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓ࢚࣮ࢲ࣮ࡢࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡸࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊᵓ㐀⩏౫ᣐࡋ
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ࡓࡇࡶ㛵ಀࡋ࡚ࠊ
ࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࢆ⏕ࡳฟࡍே㛫యࡢᏑᅾࢆ↷ᑕࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢෆᐇࡶ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
͆ᩥࡢ῝ࡳ᰿ࢆ࠾ࢁࡍ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗᐇ㊶⌮ᛶ͇
࠸࠺࢚࣮ࢲ࣮ࡢ⌮ᛕࡣホ౯ࡉࢀࡿࡋ࡚ࡶࠊ㔜せ࡞ࡇࡣࡑࡢඛ࠶ࡿ̿ࡑࢀࡣࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࠸࠺ᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࠕ⎔ቃᩍ⫱࠾ࡅࡿࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࠖࡢព
⩏ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣసရ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ㹙᭩ࡃ㸭ᥥࡃ㹛సရ⾜Ⅽ㸻ᐇ㊶࡛ࡶ࠶ࡿࠋసရ⾜Ⅽࡢཎ
⌮࡛࠶ࡿࠑឤࠒࠑ⾲㇟ࠒࡣࠊᑐ㇟࡞ࡿ⮬↛⮬ᕫࡢ㛵ಀᛶࢆグྕⓗᛮ⪃ࡋࠊ⮬↛ୡ⏺ே
㛫ୡ⏺ࢆᯫᶫࡍࡿ㸦⌮ⓗࠊ⮬ᕫゎⓗ࡞㸧ពࢆᵓ⠏ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋຍ࠼࡚ࠑ⾲㇟ࠒࡢ
ពࡣࠊసရࡋ࡚ࡢࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ᗄᗘࡶேࠎゎ㔘ࡉࢀࠊᩥࡋ࡚✚ࡉࢀࠊ
ඹ᭷ࡉࢀ࡚ࡺࡃࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㹙᭩ࡃ㸭ᥥࡃ㹛ᑐ㇟࡞ࡿࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ㏆ᡤ࠶ࡿ⚄♫ࡢ᳃࡛ࡶࠊື≀ᅬࡢ࡛ࣛ࢜ࣥࡶࡼ࠸࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢ㔜せ࡞ࡇࡣࠊᑐ㇟ࡢࠑឤࠒࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᕫࡀ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ
స⏝࡛࠶ࡾࠊ㹙᭩ࡃ㸭ᥥࡃ㹛⾜Ⅽࡽ⮬ᕫࡢᏑᅾゎࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࠶ࡿࠋ⪅ୡ⏺ࡢ୰⮬
ᕫࢆ⨨ࡅࡿࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྍ⬟ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑐヰࡢୡ⏺ࢆᣑࡆࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࢁ
࠺ࠋ
ࡲࡓ௨ୖࡢࡼ࠺ぢ࡚ࡺࡃࠊࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࡣ͆⎔ቃᩍ⫱ࡢࡶࡢ͇࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ㏆ᖺ
ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡᩍ⫱ࠖࡢ୰⨨ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡᩍ⫱࡛ࡣ
⮬↛⏕ែ⣔ࡢ༴ᶵᩍ⫱ࡢࡣྠ᰿࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼ࡽࠊࠕ࠸ࡢࡕࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⫱ࡴࡶࡢࡋ࡚
ࡢࠕᩥࠖࢆ㔜どࡋࡘࡘࠊᩍ⫱ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᑕ⛬࠸ࢀࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷ⏣ 1999㸧ࠋ
ᮏ✏࡛㐨ලⓗ⌮ᛶᢈุࡢᩥ⬦ࢿࢳ࣮ࣕࣛࢸࣥࢢࢆ⨨࠸ࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡀ࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢࠕព႙
ኻࠖ࠸࠺㏆௦⌮ࡢඞ᭹࠸࠺ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ⪃࠼ࡓࡺ࠼࡛࠶ࡾࠊࢿࢳ࣮ࣕ
ࣛࢸࣥࢢࡀࠕᩍ⫱ࠖࡸࠕᩥࠖࡢḟඖ࡛₇ࡌࡿᙺࡣࠊࠕ࠸ࡢࡕࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠺ࡕࠊ⮬ᕫࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡇࡢពࢆぢࡘࡅࠊ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠕ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡᩍ⫱ࠖࡢᐇ
㊶࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
ᑦࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ⮬↛ࡢࢩࣥ࣎ࣝࠖࡢẚ㍑ࡢࡓࡵࠊࠕグྕࠖ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ࢿࢳ࣮ࣕࣛ
ࢸࣥࢢࡢࠑឤࠒࠑ⾲㇟ࠒࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡋࡋࠕඹឤࠖ࠸ࡗࡓグྕࢆࡉ࡞࠸ᚰ⌮ⓗ
࡞ࠑே㛫̿⮬↛ࠒࡢ┦స⏝ࡶ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡣࡲࡓูࡢ㆟ㄽㆡࡾࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ཬᕝᩗ㈗㸦2010㸧
ࠗ⏕≀ከᵝᛶ࠸࠺ࣟࢪࢵࢡ࠘ວⲡ᭩ᡣ.
ຍ⸨㈆㏻㸦2007㸧
ࠕ⎔ቃᩥᏛධ㛛㸸⮬↛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅇࡍࡿࠖ
࣓ࠗࢹᩥ࠘
(3),pp103-113.
㛵♩Ꮚ㸦1997㸧
ࠕ⮬↛ಖㆤ㐠ື࠾ࡅࡿࠗ⮬↛࠘̿⧊⏣ࡀᇙࡵ❧࡚ᑐ㐠ືࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ
ࠗ♫Ꮫホㄽ࠘
47(3),pp461-475.
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㔝⏣◊୍㸦2003㸧
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↛ࡢᶒ ⎔ቃ⌮ࡢᩥ᫂ྐ࠘ᯇ㔝ᘯヂ,⟃ᦶ᭩ᡣ.㸧

152

బ⸨୍ᩪ࠾ࡅࡿ⮬↛ほಟ㣴ἲ

㔝ᮧ ⱥⓏ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸బ⸨୍ᩪࠊኳே┦㛵ㄝࠊ㟼ᆘࠊ㌟యㄽ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
୰ᅜᛮ࠾ࡅࡿኳே┦㛵ㄝࡣࡘࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣつ⠊ࡋ࡚ࡢኳே┦㛵ㄝ࡛ࠊኳ㸦⮬
↛㸧ࡢ୰⌮ࡢ※Ἠࢆㄞࡳ㎸ࡳࠊ♫つ⠊ࡢᢸಖࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢࡔࠋࡶ࠺୍ࡘࡣຊᏛࡋ࡚ࡢ
ኳே┦㛵ㄝ࡛ࠊኳ㸦⮬↛㸧ேࡢ┦ᙳ㡪ࡽࠊ⮬↛ࡢ᧯సྍ⬟ᛶࢆᮇᚅࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ᪉
ྥᛶࡣ൲ᩍ⌮ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋࠊᛶၿㄝ࡞ࡢ᰿ᣐ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋᚋ⪅ࡢ᪉ྥᛶࡣ㢼Ỉᛮ⤖ᐇࡋࠊ
㒔ᕷタィࡽಶேࡢఫᏯࠊṚ⪅ࡢᇙⴿࡲ࡛⏕ά⎔ቃ⯡ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊேࠎࡢᖾ㐠ࢆồࡵࡿḧᮃ
ᛂ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᮏㄽ࡛ࡣࠊ๓⪅ࡢ❧ሙࠊ⮬↛ࡢ୰ேࡋ࡚⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ⌮ࢆぢฟࡑ࠺ࡍ
ࡿᛮ⪃ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋලయⓗࡣࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᒎ㛤ࡋ࡚ࠊỤᡞᚋᮇࡢబ⸨୍ᩪ㸦1772㹼1859㸧
ࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
బ⸨୍ᩪࡣࠊᖥᗓࡢᏛ㢌࡛࠶ࡿᯘᐙࡢሿ㛗ࡋ࡚㛗ࡃά㌍ࡋࠊ᭱ᚋࡣᙼ⮬㌟ᖥᗓࡢ൲⮧࡞ࡾࠊ
ከࡃࡢ㛛ேࢆ⫱࡚ࠊᚋୡࡢᙳ㡪ࡶࡁ࠸ࠋࡑࡢⴭ࡞ࡿࠗゝᚿᅄ㘓࠘ 1ࡣࠊす㒓㝯┒ࡀⓒ୍ࣧ᮲
ࢆᢒฟࡋ࡚ᗙྑࡢ᭩ࡋࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ࡞࠾⮬ᕫಟ㣴ࡢ᭩ࡋ࡚ㄞࡳࡘࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ
ࢪࣗࣥࢡᇽ࡞ࡢ᭩ᗑ࠾࠸࡚ࠊࣅࢪࢿࢫ᭩࡛ྂࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡣࠊㄽㄒࠊᏞᏊ㐲ࡃཬ
ࡤ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠗゝᚿᅄ㘓࠘࠸࠺᭩ྡࡀෙࡉࢀࡓ᭩⡠ࡀఱࡳࡵࡽࢀࡿࠋỤᡞᮇࡢ൲⪅㛵ࡍ
ࡿⴭస࡛ࡣࠊྜྷ⏣ᯇ㝜ࡸᒣ⏣᪉㇂࡞ே≀ྡࡀෙࡉࢀࡿሙྜࡀከࡃࠊࡑࡢⅬ࡛బ⸨୍ᩪࡢሙྜࡣࡑࡢ
ⴭసࡢᛮᛶࡀࡼࡾὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡋࡋ୍᪉࡛ࠊ᫂ṇᮇࡣࠊబ⸨୍ᩪࡣྡᩥᐙࡋ࡚ࡑࡢリᩥࡶࡼࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜ❧ᅜ
ᅗ᭩㤋ࢹࢪࢱࣝ㈨ᩱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆࠕబ⸨୍ᩪ᳨࡛ࠖ⣴ࡍࡿࠊబ⸨୍ᩪࡢᩥ❶ࢆ㘓ࡍࡿ 1800
㹼1899 ᖺห⾜ࡢ᭩⡠ 184 ௳୰ 100 ௳㏆ࡃࡢ᭩⡠ࡀྡᐙྡᩥࡋ୍࡚ᩪࡢᩥ❶ࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡑࡋ
࡚ࡑࡢከࡃࡀࠊ⣖⾜ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࢁࡀబ⸨୍ᩪࡢ⮬↛ほࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮Ẽㄝࡢ❧ሙࡽࡑࡢᏱᐂㄽ
ࢆㄽࡎࡿ⌮ㄽⓗ࡞◊✲ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ 3ࠊᐇ㝿⮬↛࠺㛵ࢃࡿ࠸࠺ᐇ㊶ⓗ࡞ၥ㢟ࡣ࠶ࡲࡾ㢳ࡳ
ࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋึᮇࡢ◊✲࠾࠸࡚ࠊ᪑⾜ࡢ㔜どࡀᏛᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿಖయ⫱ࡢ㔜せᛶㄞࡳ᭰

1 ࠗゝᚿ㘓࠘
ࠊࠗゝᚿᚋ㘓࠘
ࠊࠗゝᚿᬌ㘓࠘
ࠊࠗゝᚿ⪊㘓࠘ᅄ᭩ࢆࡲࡵࡓࡶࡢࠋ
2 http://dl.ndl.go.jpࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠋ
3 㯮ἑ 1986ࠊΎỈ 2003aࠊΎỈ 2003b ࡞ࠋ
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࠼ࡽࢀࡓࡄࡽ࠸࡛࠶ࢁ࠺ 4ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡋ࡚బ⸨୍ᩪࡢಟ㣴ㄽ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᐇ㊶ὀ┠ࡋࠊ
⮬↛ࡢ㛵ಀᛶࢆ࠸⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸰㸬⮬↛Ꮫࡧ
బ⸨୍ᩪࡢ⣖⾜ᩥ࡛ࡼࡃㄞࡲࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ୍ࡘࠕ᪥ගᒣ⾜グࠖࡀ࠶ࡿ 5ࠋᩥᨻඖᖺ㸦1818㸧ࠊ
୍ᩪࡀᐇ㝿᪥ග᪑⾜ࡋࡓࡁࡢグ㘓࡞ࡢࡔࡀࠊᮾ↷ᐑ࡞ࡢྡᡤᪧ㊧ࡣゐࢀࡎࠊ⮬↛ࡢ㢼
ᬒࢆླྀࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊࡑࡢ≉ᚩࡋ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ 6ࠋబ⸨୍ᩪࡀ᭩≀ࢆㄞࡴࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿
᪑⾜ࢆࡍࡿࡇࡶᏛၥ࡛࠶ࡿࡇࢆᙇࡋ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ 7ࠊࡑ
ࡢ║ࡣ⮬↛ᐇ㝿ゐࢀྜ࠺ࡇ࠶ࡗࡓࠋబ⸨୍ᩪࡣࠕᐇ㝿ࡢᏛၥࠖࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺㏙࡚
࠸ࡿࠋ
ᒣᕌⓏࡾࠊᕝᾏࢆᾙࡾࠊᩝ༑ⓒ㔛ࢆ㉮ࡿࠊ᭷ࡘ࡚㟢ᐟࡋ࡚ᐭࡡࡎࠋ᭷ࡘ࡚㤧࠺ࢀ
ࡶ㣗ࡣࡎࠋᐮࡅࢀࡶ⾰ࡎࠋṈࢀࡣࢀከᑡᐿ㝿ࡢᏥၥ࡞ࡾࠋኵࡢᚐ∞᫂❆ช࡚㤶ࢆ
ࡁ᭩ࢆㆫࡴࡀⱝࡁࡣࠊᜍࡽࡃࡣຊࢆᚓࡿࡢᑡ࡞ࡽࢇࠋ
㸦ゝ 58㸧 8
 ㄞ᭩ேゝ࠸័ࢃࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ൲ᩍⓗ▱㆑ேࡢᮏศࡣ⪷ேࡢṧࡋࡓ⤒ࡢㄞゎࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᕫಟ㣴
ࢆ⾜࠺ࡇ࠶ࡗࡓࠋబ⸨୍ᩪࡶ൲⪅ࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇ⤒ࡢᏛ⩦ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋࡶ㛵ࢃࡽࡎࡇࡇ
࡛ࡣࠊ᪑⾜ࢆࡋ࡚⮬↛ゐࢀྜ࠺ࡇࡣㄞ᭩ࡼࡾࡶᏛࡧࡋ࡚ࡢຠᯝࡀ㧗࠸㏙࡚࠸ࡿࠋࠕኴୖࡣ
ኳࢆᖌࡋࠊࡢḟࡣேࢆᖌࡋࠊࡢḟࡣ⥂ࢆᖌࡍࠋࠖ
㸦ゝ 2㸧㏙ࡿࡼ࠺ࠊ୍ᩪࡗ࡚ࡣࠊ
ேⅭⓗ࡞ࡶࡢࡼࡾࡶኳᏛࡪࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛࡪࡁኳࡢពᚿࡀ⌧ࢀࡓࡶࡢࠊࡑࢀࡀ⮬↛࡛࠶
ࡿࠋ
࿃ࢀಠ௮ࡋ࡚அࢀࢆやᐹࡍࢀࡤࠊ᪥᭶ࡣ↛ࡋ࡚᫂ࢆᥖࡆࠊᫍ㎮ࡣ⇲↛ࡋ࡚ᩥࢆิࡋࠊ
㢼ࡣ⇰ࡋ࡚ࢆᐉࠊ㞵㟢ࡣ⭯⃝ࡋ࡚≀έࡃࠊ㟖㞷ࡣỀฆ↛ࡋ࡚⫓ࠊ㞾㟇ࡣጾ㉪
↛ࡋ࡚㟈ࠊᒣᕌࡣᏳ㟿ࡋ࡚㑄ࡽࡎࠊἙᾏࡣᘯ㔞⬟ࡃ⣡ࢀࠊ㇉ቴࡣ῝ࡋ࡚

ࡿࡽࡎࡋ

࡚ࠊཎ㔝ࡣᘅࡃࡋ࡚㞏ࡍᡤ↓ࡋࠋ⪋ࡶඖỀࡣ⏕⏕ࡋ࡚ᜥࡲࡎࠊࡢ㛪᩷᪕ࡍࠋซࡑṈࢀⓙ
ኳᆅࡢ୍ᨻࡋ࡚ࠊᡤㅝኳ㐨ࡣ⮳ᩃ࡞ࡾࠋ㢼㞵㟖㟢ࡶᩃ㠀ࡽࡊࡿ↓ࡁ⪅ࠊேྩ᭱ࡶᐅࡋ
ࡃṈࢆ㧓ࡍࡋࠋ
㸦ゝ 171㸧
൲ᩍࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ⤒ୡ῭Ẹࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᨻࢆࡢࡼ࠺⾜࠼ࡤࡼ࠸ࠊேࡢୖ❧ࡘ⪅ࡣ

4 㧗℩ 1922ࠊ489-490 㡫ࠋ
5 ࠼ࡤᮾᩥ༠᭳⦅ࠗⓚᅧ₎ᩥㆫᮏ : ᪂ᩍᤵせ┠‽᧸. ➨ 3 Ꮵᖺ⏝࠘(ᮾி㛤ᡂ㤋, 1937)ࠊhttp://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1880865/36ࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠋ
6 ࠼ࡤṊෆ⩏㞝⦅ࠗ᪂㍴₎ᩥᐇᴗᏛᰯ⏝ᩍᤵഛ⪃. ᕳ 3࠘(ᮾி㛤ᡂ㤋, 1939) ࠊhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/

1103454/58ࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠋ
7 ࠼ࡤṊෆ⩏㞝⦅ࠗ᪂㍴₎ᩥᐇᴗᏛᰯ⏝ᩍᤵഛ⪃. ᕳ 2࠘(ᮾி㛤ᡂ㤋, 1939) ࠊhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/

1103456/46ࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠋ
8 ௨ୗࠗゝᚿᅄ㘓࠘ࡢᘬ⏝ࡣ᫂ᚨฟ∧♫∧బ⸨୍ᩪ㞟ࡶ࡙ࡁࠊゝ࣭ᚋ࣭ᬌ࣭⪉␎グࡍࡿࠋࡲࡓ⣬ᖜࡢ㛵

ಀ࡛カㄞࡢࡳࢆ㍕ࡏࡿࠋ࡞࠾カㄞࡣ୍㒊ᨵࡵࡓࠋ
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࠺࠶ࢀࡤࡼ࠸ࠊࡑࡢ⟅࠼ࡣ⮬↛ࡢ୰࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡔࠋࡔࡽே㛫ࡋ࠸࡞࠸㒔ᕷࡢ୰࡛ᬽࡽࡋ
࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣᮏᙜࡢᏛࡧࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
⤊ᖺ㒔ᇛෆዑ㉮ࡍࢀࡤࠊ⮬ࡽኳᆅࡢ∔ࡿࢆ▱ࡽࡎࠋᕝᾏἷࡪࡃࠊ㑪ᕌⓏࡿ
ࡃࠊⳝࡢ㔝⾜ࡃࡋࠋṈࢀࡶᚰᏥ࡞ࡾࠋ
㸦ᚋ 㸧
బ⸨୍ᩪࡗ࡚ࡣࠊ⮬↛ゐࢀྜ࠺ࡇࡶᚰᏛࠊࡘࡲࡾ⮬ศࡢᚰࢆ㣴࠺Ꮫࡧࡔబ⸨୍ᩪࡣ㏙ࠊ
⾤ࢆฟ࡚⮬↛ࡢ୰㌟ࢆ⨨ࡃࡇࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡘࡲࡾ⮬↛ࡽఱാࡁࡅ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ே㛫ࡀ⮬ࡽࡢᚰྥࡁྜ࠺ࡓࡵࡢ፹ࡋ࡚ࠊ⮬↛ࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௮ࡂ࡚ᒣࢆやࢀࡤࠊཌ㔜ࡋ࡚㑄ࡽࡎࠋಠࡋ࡚Ỉࢆぢࢀࡤࠊứὒࡋ࡚ᴟࡾ↓ࡋࠋ௮ࡂ࡚ᒣࢆ
やࢀࡤࠊ⛅ㆰࡋࠊಠࡋ࡚Ỉࢆぢࢀࡤࠊᬀኪὶὀࡍࠋ௮ࡂ࡚ᒣࢆやࢀࡤࠊ㞼ࢆྤࡁ↮ࢆ
࿐ࡳࠊಠࡋ࡚ỈࢆぢࢀࡤࠊἼࢆᥭࡆℲࢆ㉳ࡍࠋ௮ࡂ࡚ᒣࢆやࢀࡤࠊᕒࡋ࡚ࡢ㡬ࢆ㝯ࡃࡋࠊ
ಠࡋ࡚Ỉࢆぢࢀࡤࠊ㐲ࡃࡢ※ࢆࡃࠋᒣỈᚰ↓ࡃࠊேࢆ௨࡚ᚰ∔ࡍࠋ୍ಠ୍௮ࠊᩃ㠀
ࡊࡿࡣⳘࡁ࡞ࡾࠋ
㸦ᚋ 155㸧
 ᒣỈ⮬యࡀఱࢆఏ࠼࡚ࡃࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢኚࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࠊேࡢᚰࡀ⣽ࡸẼ࡙ࡃࡇ
ࠊࡑࢀࡀኳࡢᩍ࠼ࢆᏛࡪ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡀబ⸨୍ᩪࡢ⪃࠼ࡿᏛࡧ࡛࠶ࡿࠋࡋࡶ୍ᩪࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ᏛࡧࡣᏍᏊࡲ࡛ࡑࡢ㉳※ࢆ㐳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡋࡓࠋࠗㄽㄒ࠘ࡸࠗᏗᏊ࠘ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊḟࡢࡼ
࠺బ⸨୍ᩪࡣ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ᏍᏊᕝୖᅾࡾ࡚㏽ࡃ⪅ࢆჃࡌࠊ⁚ᾉࢆ㐣ࡂ࡚ᏦᏊឤࡌࠊ⯙㞶㐟ࡧ࡚ᵼ㑀ࢆၿࡋࡋࠊᾎ
ỹ᭯㯶⯅ࡋࠊᮾᒣⓏࡾ࡚㩃ᅧࢆᑠࡋࠊὈᒣⓏࡾ࡚ኳୗࢆ⸞ࡍࠋ⪷ேࡢ㐟やࡣᏥ
㠀ࡊࡿࡣ↓ࡁ࡞ࡾࠋ
㸦ᚋ 73㸧
ࡘࡲࡾబ⸨୍ᩪࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪑ࢆࡋ࡚⮬↛Ꮫࡪࡇࡣࠊ൲ᩍࡢఏ⤫ࡋ࡚ࡁࢃࡵ࡚ṇ⤫ⓗ
࡞Ꮫࡧ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ

㸱㸬⮬↛ࡢዟࡢぢ࠼࡞࠸⮬↛
బ⸨୍ᩪࡣ⮬↛Ꮫࡪࡇࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋࡓࡀࠊࡑࡢᏛࡪࡁᑐ㇟ࡣ๓⠇࡛ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊ┠
ぢ࠼ࡿ⮬↛ࡢ㇟ࡲࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢዟ࠶ࡿ┠ぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࠊ⮬↛ࡢᮏᛶࡸࡑࡢࢲࢼ࣑ࢬ
࣒ࡶࠊ୍ᩪࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞Ꮫࡧࡢᑐ㇟ࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡎబ⸨୍ᩪࡣࠊࡓࡔ⮬↛ࢆぢ࠼ࡿࡲࡲぢࡿࡇࢆྰᐃࡍࡿࠋࡁࢀ࠸࡞㢼ᬒࢆぢࡿᚰࡀ⒵ࡉࢀ
ࡿࠋࡼࡃゝࢃࢀࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⮬↛ࡢゐࢀྜ࠸᪉ࡶ༑ศ౯್ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࢀ
ࡣࠊ⮬↛ࡢ㟼ⓗ࡞ഃ㠃ᚰࡀឤᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡔࢁ࠺ࠋబ⸨୍ᩪࡣࡴࡋࢁ⮬↛ࡢືⓗ࡞ഃ㠃
ࡶὀ┠ࡍࡿࠋ࠼ࡤᒣࡸᕝࢆぢࡿࡁࠊ୍⯡ࡣᒣࡣືࡎࠊᕝࡣὶࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ほᛕࡍࡿࠋࡋ
ࡋ୍ᩪࡣᒣỈᑐࡍࡿ㏻ᛕࢆ㏫㌿ࡉࡏࡿࠋ
ᒣᕌࡶᬀኪࢆ⯊ࡎࠋᕝὶࡶᐢ↛ࡋ࡚ືࡎࠋ
㸦ᚋ 124㸧
ື࡞࠸ࡣࡎࡢᒣࡶ୰❧ࡕධࢀࡤ้ࠎኚࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊື࠸࡚࠸ࡿᕝࡢὶࢀࡶỈࡋ࡚ࡢᮏ㉁
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ࡣኚࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᒣࡣᐿࢆ௨࡚㧓∔ࡋࠊ⪋ࡶࡢ⏝ࡣ࡞ࡾࠋỈࡣࢆ௨࡚㧓∔ࡋࠊ⪋ࡶࡢ⏝ࡣᐿ࡞ࡾࠋ
㸦ᚋ
123㸧
 ேࡣ୍⯡┠ぢ࠼ࡿࡶࡢࠊ
ࠕᐇࠖ࡞ࡿࡶࡢὀ┠ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡴࡋࢁ┠ぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࠊ
ࠕࠖ࡞ࡿࡶࡢὀ┠ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᏛࡪࡁࡇࡣேⅭࡢᅾ࡛࠶ࡿࠋ
ᕸ⨨ᐅࡋࡁࢆᚓ࡚ࠊ⪋ࡶᏳࢆࡽࡊࡿ⪅ࡣᒣᕝ࡞ࡾࠋ
㸦ゝ 93㸧
ᒣࡸᕝࡣ࠶ࡿࡁሙᡤ࠶ࡾὶࢀࡿࡁሙᡤࢆὶࢀࡿࠋࡓࡔࡋࡑࢀࡣㄡࡀࡑࡢࡼ࠺ࡋࡼ࠺ព
ᅗࡋ࡚㓄⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡞ࡿࡃࡋ࡚࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋேⅭࡢᅾࡼࡿ⮬↛ࡢ⨾ࢆ
ࡳࡿࡁࠊ⩻ࡗ࡚ே㛫ࡀ⏕ࡁࡿୖ࡛ࡶࠊᐇࡣேⅭࡢᅾࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇẼ࡙ࡃࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⮬↛ࡢዟ₯ࡴࡶࡢ࠺ࡸࡗ࡚Ẽࡅࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋబ⸨୍ᩪࡣࠊᑐ㇟ࡢ㛫
㊥㞳ࢆ࠾ࡃࡼ࠺ࠊゝ࠺ࠋ
Ⰺࡣ⠜ᐿ㍤ග∔ࡍࠋྩᏊࡢ㇟࡞ࡾࠋ≀ࡢᐿ᭷ࡿ⪅ࡣࠊ㐲ࡃࡋ࡚┈ࠎ㍤ࡁࠊ㏆ࡅࢀࡤ๎ࡕஅ
≳ࢀ࡚ࠊ⨾࡞ࡿࢆむ࠼ࡊࡿ࡞ࡾࠋ᭶㠃ࡋ࡚᭶ࢆ┳ࡿࡣࠊ᭶ࢆ⫼ࡋ࡚᭶ࢆやࡿዴࡎࠋⰼ
㏆࡙ࡁ࡚ⰼࢆ┳ࡿࡣࠊⰼ㐲ࡊࡾ࡚ⰼࢆ▚ࡿዴࡎࠋ
㸦ᚋ 85㸧
ࡋࡋ⫼୰㉺ࡋࡣ᭶ࡣぢ࠼࡞࠸ࡋࠊ㐲ࡃࡽ࡛ࡣⰼࡢᙧࡣศࡽ࡞࠸ࠋ࡛ࡣఱࢆぢࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋ
᭶ࢆ┳ࡿࡣࠊῤỀࢆやࡿ࡞ࡾࠋᅭ⨃ᬕ⩸ࡢ㛪ࡣᅾࡽࡎࠋⰼࢆ┳ࡿࡣࠊ⏕ពࢆやࡿ࡞ࡾࠋ⣚⣸
㤶⮯ࡢእᏑࡍࠋ
㸦ᚋ 140㸧
᭶ࡑࡢࡶࡢⰼࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢዟ₯ࡳࡑࡇࡽ₃ࢀฟ࡚ࡃࡿΎẼࡸ⏕ពࢆぢࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣఱࡢࡓࡵࠋ
ேࡢ᭶ࢆ┳ࡿࡣࠊⓙᚐࡽ┳ࡿ࡞ࡾࠋ㡲ࡽࡃṈ࡚Ᏹᐂ❓ࡾ↓ࡁࡢᴫࢆࡩࡋࠋ
㸦ゝ 91㸧
ࡓࡔₔ↛᭶ࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇୡ⏺ࡢኚࢆᛮࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊబ⸨୍ᩪࡣ㏙ࡿࠋ
ࡲࡓⰼࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᕬࡴࢆᚓࡊࡿⷧࡾ࡚ࠊ⪋ࡿᚋㅖࢆእⓐࡍࡿ⪅ࡣⰼ࡞ࡾࠋ
㸦ゝ 92㸧
 ဏࡇ࠺ᛮࡗ࡚ⰼࡣဏ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡸࡴࡸࡲࢀࡎ⮬ࡽࡢ⏕ࢆゎࡁᨺࡗ࡚ⰼࡣဏ࠸࡚࠸
ࡿࠋ⮬↛ࡣࡳ࡞ࡑ࠺࡞ࡢࡔࠊబ⸨୍ᩪࡣ⪃࠼ࡿࠋ
㞼ⅼࡣᕬࡴࢆᚓࡊࡿ⪹ࡾࠊ㢼㞵ࡣᕬࡴࢆᚓࡊࡿὤࢀࠊ㞾㟇ࡣᕬࡴࢆᚓࡊࡿ㟈ࡩࠋ᪁ࡕ௨
࡚⮳ㄔࡢస⏝ࢆやࡿࡋࠋ
㸦ゝ 124㸧
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⮬↛ࡢኚࡢ୰ࠊㄔᐇࡉ࠸࠺ࡶࡢࡢ┿⌮ࢆぢࡼゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋព
ᅗⓗேⅭⓗఱ࡞ࡑ࠺ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛Ἓࡁ❧ࡘᚰືࡉࢀ࡚ࠊ࡞ࡍࡁࡇࢆ࡞
ࡍࡁࡼ࠺⾜࠺ࡇࠋ⮬↛ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡛ࡑࢀࢆᏛࡪࡼ࠺బ⸨୍ᩪࡣッ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
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㸲㸬ኳᆅᚰ㌟
ࡑࢀࡋ࡚ࡶࠊ⮬↛ࡽேࡋ࡚ࡢ࠶ࡿࡁጼࢆᏛࡪࡇࡀࠊࡑࡶࡑࡶ࠺ࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡢࠋబ⸨
୍ᩪࡢ⪃࠼ࡿ⮬↛ே㛫ࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ୍ᩪࡣࠊே㛫ࡣࠊࡑࡢࡢ≀ྠᵝ
ᆅࡽ⏕ࡲࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠋ
ேⴙ≀ࡣࠊ␌❵ᆅࢆ㞳ࡿࡿࡇ⬟ࡣࡎࠋே≀ⓙᆅ࡞ࡾࠋヨୟࡽࡃᚰࢆභྜࡢእ
ࡤࡏࠊ௨࡚ୡ⏺ࢆಠ▔ࡏࢇࠊణࡔୡ⏺ࡢ୍ᙕ㯭Ꮚࡢዴࡁࢆぢࡿࡢࡳ࡚ࠊ⪋ࡶே≀
ࡣぢࡿࡽࡎࠋ࡚ᛮᐹࡍࠊṈࡢ୰ᕝᾏ᭷ࡾࠊᒣᕌ᭷ࡾࠋ⚺⋖ⲡᮌ᭷ࡾࠋே㢮᭷ࡾࠋ
‐↛ࡋ࡚Ṉࡢ୍ᙕࢆᡂࡍࠊࠋ╔ࡋ࡚Ṉ฿ࡽࡤࠊࡕே≀ࡢᆅ∔ࡿࢆ▱ࡽࢇࠋ
㸦ゝ
197㸧
ᆅୖࢆ㐲ࡃࡽ═ࡵࢀࡤࠊே㛫ࡣࡶࡕࢁࢇࠊᒣᕝⲡᮌࡽ⚺⋇࠸ࡓࡿࡲ࡛ᆅࡢ୰⁐ࡅ㎸ࢇ࡛┠
࡛ぢุู࡚ࡍࡿࡇ࡞࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎࠊே㛫ࡀᆅࡢẼࢆཷࡅ࡚⏕ࡲࢀࡓࡽࡔࠊ
బ⸨୍ᩪࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ỈỀ⤖ࡧ࡚㨶㰑∔ࡿࠋ㨶㰑ࡣ༾ࡕỈ࡞ࡾࠋ⪋ࢀࡶ㨶㰑ࡣ⮬ࡽࡢỈ∔ࡿࢆ▱ࡽࡎࠋᒣỀ⤖
ࡧ࡚⚺⋖∔ࡾࠊⲡᮌ∔ࡿࠋ⚺⋖ⲡᮌࡣ༾ࡕᒣ࡞ࡾࠋ⪋ࢀࡶ⚺⋖ⲡᮌࡣ⮬ࡽࡢᒣ∔ࡿࢆ
▱ࡽࡎࠋᆅỀࡢ⢭ⱥ⤖ࡧ࡚ே∔ࡿࠋேࡣ༾ࡕᆅ࡞ࡾࠋ⪋ࢀࡶே⮬ࡽࡢᆅ∔ࡿࢆ▱ࡽࡎࠋ
㸦ゝ
196㸧
 ேࡣ㨶ࡸ⋇ࡸⲡᮌྠᵝ⮬㌟ࡀᆅ୍య࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡔࡅ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆅࡢẼ
ࢆཷࡅ࡚࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊே㛫ࡢ㌟యࡢ㒊ศࡔࡅ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ᨀ┠ࡢⓒ≀ࠊⓙ᭷ࡾࠋ㌬ẇࡢ∗ẕฟࡎࡿࡶࠊ࡞ࡾࠋᚰ⮳ࡾ࡚ࡣࠊ๎ࡕఱࡃ
ᅾࡿࠋవ᭣ࡃࠊ㌬ẇࡣࢀᆅỀࡢ⢭ⱥࡋ࡚ࠊ∗ẕ⏤ࡘ࡚அࢀࢆ⪹ࡴࠋᚰࡣ๎ࡕኳ࡞ࡾࠋ
㌬ẇᡂࡾ࡚ኳ↉ᐯࡋࠊኳᐯࡋ࡚▱む⏕ࡌࠊኳ㞳ࢀ࡚▱むࡪࠋᚰࡢࠊࡕࢀࡢࡳࠋ
㸦ゝ 㸧
 ᆅࡽ⏕ࡲࢀࡓ㌟యኳࡀᐟࡗࡓࡁࠊࡑࡇࡣࡌࡵ࡚ᚰࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡓࡔࡋబ⸨୍ᩪࡣࠊࡓࢇ࡞
ࡿᴫᛕⓗ࡞⌮ゎࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺⪃࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ṉࡢᚰ㟰ࡋ࡚ࠊ⾗⌮ලࡾࠊⴙฟ࡙ࠋᯝࡋ࡚ఱࢀᚘࡾࡋ࡚அࢀࢆᚓࡓࡿࠋ࿃ࡀ⏕ࡢ๓ࠊ
Ṉࡢᚰఱࢀࡢᨺᅾࡏࡋࠋ࿃ࡀṝࡍࡿࡢᚋࠊṈࡢᚰఱࢀࡢṗᐟࡍࡿࠋᯝࡋ࡚⏕ṝ᭷
ࡿࠊ↓ࡁࠋ╔ࡋ࡚Ṉ฿ࢀࡤࠊฆฆࡋ࡚⮬ࡽᝫࡿࠋ࿃ࡀᚰ༾ࡕኳ࡞ࡾࠋ
㸦ゝ 198㸧
ᚰࡢྍᛮ㆟࡞ാࡁᛮ࠸ࢆ࠸ࡓࡋ࡚ࠊᐇឤࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺ឤࡌྲྀࡗࡓࡢࡔࠋ⌧ᅾ୍⯡ゝࢃࢀ
ࡿ㟋㨦ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚ᚰࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࡇࡇࡽศࡿࠋ
ᚰࢆኳࡽᤵࡾࠊ㌟యࢆᆅࡽᤵࡿࠋ⌧௦⛉Ꮫࡢ❧ሙ❧࡚ࡤࠊࡑࢀࡣࢇពࡢ࡞࠸ゝ
ㄝ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋே㛫ࡢᚰ㌟యࡢ⏤᮶ࢆศ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇࡣࠊ⮬ᕫಟ㣴ࢆᐇ㊶ࡍࡿୖ࡛᭷⏝࡞ᛮ
⪃ἲࡋ࡚せㄳࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮒᏊᏛ௨㝆ࡢ൲ᩍࡢࡁ࡞❧ሙࡋ࡚ࠊே㛫ࡣ⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽࡋ࡚ၿ࡞ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠊ⪃࠼ࡿᛶ
ၿㄝࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ❧ሙࡣ၈௦௨๓ࡢ൲ᩍ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶᨭ㓄ⓗ࡞ᛮ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ⌧ᐇᝏேࢆ๓
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ࡋࡓࡁࠊࡑࢀ࡛ࡶᛶၿࢆᙉᘚࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡔࡽᮒᏊᏛ௨㝆࡛ࡣ⌮Ẽඖㄽࡢ❧ሙࢆࡾࠊே
ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡘ࠸࡚ࡢẼࡢ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝࡋ࡚ၿேᝏேࡢ㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠸࠺❧ሙࢆ
ࡗࡓࠋబ⸨୍ᩪࡢ⪃࠼᪉ࡶᇶᮏⓗࡣࡇ࠺ࡋࡓ᪂൲ᩍࡢⓎ‽ࡌ࡚࠸ࡿ 9ࠋ
ே㌟ࡢ⏕ỀࡣࠊࡕᆅỀࡢ⢭࡞ࡾࠋᨾ⏕≀ᚲࡎḧ᭷ࡾࠋᆅࠊၿࢆවࡠࠋᨾḧࡶၿ᭷
ࡾࠋ
㸦ゝ 111㸧
ኳࡣၿ࡛ࡋ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡀࠊᆅࡣၿ࡛ࡶᝏ࡛ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡔࡽᆅࡽ⏕ࡲࢀࡓᏑᅾࡀ➼ࡋࡃᣢࡗ
࡚࠸ࡿḧᮃࡣࠊၿ࡛ࡶᝏ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡽୡࡢ୰ࡣၿேࡶᝏேࡶ࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㔜せ࡞
ࡢࡣࠊࡓࢇḧᮃࡀᝏ࡛ࡣ࡞ࡃၿ࡛ࡶ࠶ࡾᚓࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ⲡᮌࡢ⏕Ề᭷ࡾ࡚ࠊ᪥ᬸⱱࡍࡿࡣࠊࢀࡢḧ࡞ࡾࠋࡢᯞⴥࡢ㛗ࡎࡿᡤᚘࡤࠊ๎ࡕḧ
₃ࡿࠋᨾࡢᯞⴥࢆఆࢀࡤࠊ๎ࡕ⏕Ềࠊ᰿ࡾ࡚ࠊᖿࡕ࡞ࡾࠋேࡢዴࡁࡶ㌬ẇࡢḧ
ᚘࡤ๎ࡕḧ₃ࡿࠋḧ₃ࡿࢀࡤ๎ࡕ⚄⪖ࡋ࡚ࠊ㟰࡞ࡿࡇ⬟ࡣࡊࡿ࡞ࡾࠋᨾḧࢆእ❅ࡆ
ࡤࠊ๎ࡕ⏕Ềෆ␆ࡽࢀ࡚ᚰࡕ㟰ࠊ㌟ࡶ࡞ࡾࠋ
㸦ゝ 㸧
 ḧᮃࡣ࠸ࢃࡤ⏕ຊࡢⓎ㟢࡞ࡢࡔࠋࡔࡽⓎࡋࡍࡂࢀࡤ㌟ࢆ⁛ࡰࡍࡀࠊ࠸ࡗ࡚ḧᮃࡑࡢࡶࡢ
ࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡣࠊ⏕ࡁࡿຊࡶࡲࡓኻࢃࢀࡿࠋḧᮃࢆⓎᩓࡏࡎᚰࢆ⫱࡚㌟యࢆᙉࡃࡍࡿࠊࡑࢀࡀ
బ⸨୍ᩪࡢಟ㣴ㄽࡢᇶ♏࡞ࡿࠋ
ேࡢཷࡃࡿᡤࡢỀࡣࠊཌⷧࡢศᩝࠊ┦ⱝࡓࡾࠋ㌬ࡢᑠࠊኖࡢ⬶▷ࠊຊࡢᙉᙅࠊᚰࡢᬛ
ហࡢዴࡁࠊ࠸┦㐲ࡊࡿ⪅↓ࡋࠋࡢ㛪୍ࡢཌࡁࢆཷࡃࡿ⪅᭷ࢀࡤࠊⓙஅࢀࢆ㠀ᖖ
ㅝࡩࠋ㠀ᖖ࡞ࡿࡣ๎ࡕጡࡃஅࢀࢆ⨨ࡃࠋᑵࡕᖖேࡢዴࡁࡣࠊ㌬ኖຊࡢศᩝࠊஅࢀࢆዉఱ
ࡶࡍࡽࡎࠋ⋊ࡾᚰࡢᬛហ⮳ࡾ࡚ࡣࠊ௨࡚Ꮵࢇ࡛அࢀࢆㆰࡍࡋࠋᨾ༤Ꮵᑂၥ឵ᛮ᫂
㎪⠜⾜ࠊேஅࢀࢆ୍ࡓࡧ༑ࡓࡧࡍࢀࡤࠊᕫࢀஅࢀࢆⓒࡓࡧ༓ࡓࡧࡍࠋᯝࡋ࡚Ṉࡢ㐨ࢆ⬟ࡃࡍࢀ
ࡤࠊហ࡞ࡾ㞪ࡶᚲࡎ᫂ࡶࠊᰂ࡞ࡾ㞪ࡶᚲࡎᙉࡃࠊ௨࡚ࡃ㠀ᖖࡢᇦ㐍ࡴࡋࠋࡋṈࡢ
⌮᭷ࡾࠋణࡔᖖேࡣከࡃ㐟ࡋ࡚↛ࡍࡿ⬟ࡣࡎࠋ㇍ኳ⟬⡟᭷ࡿࠋ
㸦ゝ 199㸧
 ࡓࡔࡋࠊேࡣᣢࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓ㌟యࢆኚ࠼ࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡢࡀబ⸨୍ᩪࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
ࡣ࠸ࢃࡺࡿ㣴⏕ἲ୍ぢᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡳ࠼ࡿࠋ୍ᩪࡣ㌟యࢆ㘫࠼ࡿࡇ㝈⏺ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚰ
ࢆ㘫࠼ࡿࡇࡣ㝈⏺ࡀ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚰࡀᏛ⩦ࡼࡗ࡚㘫㘐ࡋኚ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᚰ
ࡀኳ⏤᮶ࡍࡿࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࠋኳࡽ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢࡣㄡࡶ➼ࡋࡃྍ⬟ᛶࡋ࡚㛤ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
బ⸨୍ᩪࡀ┠ぢ࠼࡞࠸⮬↛ࡢኚࢆほᐹࡍࡿࡇࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⮬↛ࡢᮏ㉁ࢆぢᴟࡵࡿࡇ
ࡀே㛫ࡢᮏ㉁ࢆぢᴟࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡋ࡚⮬ᕫಟ㣴ࢆᐇ㊶ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠊࡑ
ࡢ㐨➽ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ࢃࡅࡔࠋ

9 ࡑࡶࡑࡶࡇ࠺ࡋࡓⓎࡣ᪂൲ᩍࡢぢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛᪂൲ᩍ᥋⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢆࡇࡇ

࡛ࡣၥ㢟ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢᴫ␎ࡣࠊ⁁ཱྀ㞝୕࣭ᒣᯇᖾ࣭ụ⏣▱ஂ⦅ࠗ୰ᅜᛮᩥ࠘
㸦ᮾிᏛฟ∧ࠊ2001
ᖺ㸧࡞࡛యࢆぢ㏻ࡏࡿࠋ
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㸳㸬ಟ㣴ἲࡋ࡚ࡢ㟼ᆘ
ࡉ࡚ࠊ⮬↛ࢆほᐹࡋࠊே㛫ࡢᮏ㉁ࢆࡘࢇࡔࡋ࡚ࠊලయⓗࡣ࠺ࡍࢀࡤ⮬ࡽࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㘽࡞ࡿ⪃࠼᪉ࢆࠊబ⸨୍ᩪࡣᮒ⇘ࡽᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ேࡣᆅỀࡢ⢭ⱥ∔ࡾࠋᆅ⏕ࢀ࡚ᆅṚࡋࠊ␌❵ᆅࢆ㞳ࡿࡿ⬟ࡣࡎࠋᐅࡋࡃᆅࡢ㧓ఱ≀∔ࡿ
ࢆᐹࡍࡋࠋᮒᏊㅝࡩࠊᆅࡣ༷ࡘ࡚ࢀ✵㜘ࡢ᭷ࡾࠋኳࡢỀࠊ㈏ࡁ࡚ᆅ୰ᅾࡾࠋ༷ࡘ࡚
ࡋ࡚௨࡚ኳࡢỀࢆཷࡃࡿ᭷ࡾࠊࠋ⌮ࠊᡈࡣ↛ࡽࢇࠋవࡢసࡿᡤࡢᆅ㧓ᅯࡣࠊ▱ࡽࡎࠊ⬟ࡃ
ᙸᙿࢆᚓࡿࡸྰࡸࠋ
㸦ᬌ 77㸧
ᆅ㠃ࡢ୰ࡀ✵ࡗࡱ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡇኳࡢẼࡀ㝆ࡾ࡚ࡃࡿࠋኳࡣ㝧ࠊᆅࡣ㝜࡛࠶ࡿࡽࠊኳࡢẼࡣ㝧
ࡢẼ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ㝧ࡢẼࡀᆅ㠃ࡢ୰㝆ࡾ࡚ࡃࡿࡣ࠺࠸࠺ែࠋబ⸨୍ᩪࡣ᫆⌮ࢆ
⏝࠸࡚ࡑࢀࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟈ࡣ㝧ࡢึ㉳∔ࡾࠋ༾ࡕỀཎ࡞ࡾࠋࡢⓐࡋ࡚㞳ࡢឤࡎࢀࡤࠊ๎ࡕ㞾㟇∔ࡾࠊᆖࡢᐿ
゙ࡿࢀࡤࠊ๎ࡕᆅ㟈∔ࡿࠋே࡚ࡣᚿỀ∔ࡿࠋືኳ㦫ᆅᴗࠋእṈ㟈Ềࠋ
㸦ᬌ 78㸧
 㟈༬㸦ܥ㸧ࡣ㝜∛ᮏࡢୗ㝧∛୍ᮏࡀ࠶ࡿࠊࡘࡲࡾ㝧ࡢẼࡀᆅ㠃ࡽฟࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ᩪࡣࡑࢀࡀ㞳༬㸦ܤ㸧ࡸᆖ༬㸦ܧ㸧⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚භ༑ᅄ༬ࡢ㇏༬ࡸᒡ༬࡞ࡿࡇ
ࢆ㏙࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣࡦࡲࡎᥐࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢ࠸ࡗࡓࢇᆅ୰㝆ࡾࡓ㝧ࡢẼࡀୖ
᪼ࡗ࡚࠸ࡃࠊኳ࠶ࡗ࡚ࡣ㞾㬆ࠊᆅ࠶ࡗ࡚ࡣᆅ㟈࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡔࡅ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࠋ
ࡘࡲࡾᆅ㠃ࡢ୰࠶ࡿኳࡢẼࡀ✵ࡸᆅࢆᦂࡽࡍຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢẼࡀேࡢ୰࠶ࢀࡤࠊ
ேࢆᦂࡾືࡍពᚿ࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡢࡔࠋ
ࡑ࠺࡞ࡿࠊኳࡢពᚿࢆⓎࡍࡿࡣࠊࡲࡎኳࡢẼ࡛࠶ࡿ㟈ࡢẼࢆ㌟యࡧ㎸ࡵࡤࡼ࠸ࡇ࡞
ࡿࠋே㛫ࡢሙྜࡣࠊ㟈ࡢẼࡀ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ⭡㒊࡞ࡿࠋ
ே㌟ࠊࢆཷỀࡢⵐ∔ࡏࡤࠊ๎ࡕ㟈ỀࡣṈࡼࡾⓐࡍࠋᐅࡋࡃᐿࢆୗ␆ࠊࢆୖภ
ࢀࠊ྾ࡣୖ┦ᾘᜥࡋࠊ➽ຊࡣୗࡼࡾ㐠ືࡍࡋࠋᛮ៖ப∔ࡣࠊⓙṈ᰿ᰌࡍࠋซⓒࡢ
ᢏ⬟ࡶከࡃṈࡃࡢዴࡋࠋ
㸦ᬌ 79㸧
 ேࡣẕࡢ⫾ෆ࠶ࡿࡁࡣࠊࡢ⥴ࢆ㏻ࡌ࡚྾ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾே㛫ࡀẼࢆ᭱ึཷࡅྲྀࡿሙᡤ
ࡣཱྀ࡛ࡣ࡞ࡃࡔࡗࡓࡢࡔࠋࡔࡽࠊኳࡢẼࡣ⭡㒊ࡽⓎࡏࡽࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺㌟
యࡑࡢࡶࡢࡣᣢࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ᰿ᮏⓗኚࡉࡏࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊࡋࡋᚰࡸ
ពᚿࢆኚ࠼ࡿࡣ㌟యࢆࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ྾ࡼࡗ࡚ࡽୖࢆ✵ࡗࡱࡋࠊ㏫ࡽୗ
ࡣຊࢆ㎸ࡵ࡚ᐇࡉࡏࡿࠋ⪁Ꮚࡢ࠸࠺ୖୗᐇࡢ⪃࠼᪉ࡔࡀࠊࡇࢀࡣᮾࢪࡢఏ⤫ⓗ࡞㣴⏕ᛮ
࠾ࡅࡿ▂ἲࡢᐇ㊶࡞ࡢ࡛࠶ࡿ

10ࠋ൲ᩍ࡛ࡣࡑࡢ▂ἲࢆ㟼ᆘࢇࡔࠋ

ซࡑ⏕≀ࡣⓙ㣴㈨ࡿࠋኳ⏕ࡌ࡚ᆅஅࢀࢆ㣴ࡩࠋேࡣ๎ࡕᆅỀࡢ⢭ⱥ࡞ࡾࠋ࿃ࢀ㟿ᆘࡋ࡚௨࡚
Ềࢆ㣴ࡦࠊື⾜ࡋ࡚௨࡚㧓ࢆ㣴ࡦࠊỀ㧓┦㈨ࡅ࡚ࠊ௨࡚Ṉࡢ⏕ࢆ㣴ࡣࢇḧࡍࡿࡣࠊᆅᚘࡦ

10 㔝ᮧ 2012
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࡚ኳࡩࡿᡤ௨࡞ࡾࠋ
㸦ᬌ 275㸧
బ⸨୍ᩪࡗ࡚㟼ᆘࡢᐇ㊶ࡼࡾẼࢆ㣴࠺ࡇࡣࠊ⮬↛ࡢᦤ⌮ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ㌟య࠾࠸
࡚ኳࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿᚰࡢຊࢆ༑Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ̿̿㟼ᆘㄞ᭩
బ⸨୍ᩪࡗ࡚ࡣࠊ⤒ࢆㄞࡴࡇࡣࡓࢇㄞ᭩ࡍࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
⥂᭩ࢆㆫࡴࡣࠊ༾ࡕᡃࡀᚰࢆㆫࡴ࡞ࡾࠋㄆࡵ࡚እ≀ࡍࢀࠋᡃࡀᚰࢆㆫࡴࡣࠊ༾ࡕኳࢆㆫ
ࡴ࡞ࡾࠋㄆࡵ࡚ேᚰࡍࢀࠋ
㸦⪉ 3㸧
 ⮬㌟ࡢᚰࢆㄞࡴࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣኳࢆㄞࡴࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ゝⴥᅃࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
ࡣㄞ᭩ࡋ࡚ᮏព࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⥂᭩ࡢᩥᏐࡣࠊᩥᏐࢆ௨࡚அࢀࢆὀ᫂ࡍࡿࡶྍ࡞ࡾࠋពࡣ๎ࡕ␜ᡃࡀᚰࢆ௨࡚㏱ධࡋ࡚அ
ࢀࢆᚓࡋࠋ␌❵ᩥᏐࢆ╔ࡃࡿ⬟ࡣࡎࠋ
㸦ゝ 235㸧
⥂ࢆ❓ࡴࡿࡣࠊ㡲ࡽࡃṈࡢᚰ⪃᧸ࡋࠊṈࡢᚰᘬㆇࡍࡿࢆせࡍࡋࠋዴࡋᚐࡽᩥᏐࡢୖ
ᑵ࠸࡚ࡢࡳ⪃᧸ᘬㆇࡋ࡚ࠊ㍚ࡕ⥂ࢆ❓ࡴࡿࡣṈṆࡲࡿㅝࡩࡣࠊ๎ࡕ㝄࡞ࡿࡇ⏒ࡋࠋ
㸦ゝ
236㸧
ᖖ⮬ศࡢᚰྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢពࢆ⪃࠼ࡿࡢࡀࠊ⤒ࢆㄞࡴ࠸࠺⾜Ⅽ࡛
࠶ࡗࡓࠋ⮬ศࡢᚰྥࡁྜ࠺ࡇࡀㄞ᭩ࡢ┿ᐇ࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣᐇࡢࡇࢁࠊ▂ἲࡼࡿ⮬ᕫ
ಟ㣴ఱࡽ␗࡞ࡿࡇࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
࿃ࢀㆫ᭩㟿ᆘࢆᢕࡾ୍࡚∦ᡴࡉࢇḧࡋࠊᅉࡾ࡚⮬ࡽஅࢀࢆヨࡴࠋ⥂ࢆㆫࡴࡣࠊᑀ㟿
➃ᆘࡋࠊ༹ࢆᢨࡽࡁ࡚┠ࢆᾙࡋࠊ୍୍⌮ᚲࡎஅࢀࢆᚰồࡴࡿࠊࡕ⬟ࡃஅࢀ㯱ዎࡋࠊ
ᜌࡋ࡚⮬ᚓࡍࡿ᭷ࡾࠋṈࡢ㝿ࠊ┾ࢀ↓ḧ࡞ࢀࡤࠊ༾ࡕࢀ㟿࡞ࡾࠋᚲࡎࡋࡶ୍᪥ྛ༙
ࡢᕤኵࢆࡉࡎࠋ
㸦ᬌ 74㸧
ᮒ⇘ࡢၐ࠼ࡓ༙᪥㟼ᆘ༙᪥ㄞ᭩㸦
ࠗᮒᏊㄒ㢮࠘ᕳ 116㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᚰࢆ㟼ࡋ࡚᭩≀ࢆㄞࡵࡤ
ㄞ᭩࠸࠺⾜Ⅽ⮬యࡀ㟼ᆘ࡞ࡾᚓࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࢀࡔࡅ⮬↛ゐࢀྜ࠸⮬↛Ꮫࡪࡇࡀ㔜せࡔ
ࡋ࡚ࡶࠊ㞃⪅ࡢࡼ࠺⮬↛ࡢ୰࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿேࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋబ⸨୍ᩪࡢࡼ࠺㒔ᕷ
࠶ࡗ࡚ࠊேࢃࡾࠊ♫ࡢ୰࡛ά㌍ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿே㛫࡛࠶ࢀࡤࠊ࡞࠾ࡉࡽ⮬↛ࡔࡅྥࡁྜࡗ
࡚ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ⮬↛┦ᑐࡍࡿ୰࡛ࡘࡳࡗࡓឤぬࢆࡘࡁࡘࡵࢀࡤࠊࡑࢀࡣㄞ᭩࠸࠺
᪥ࠎࡢ⏕ά࡛ࡢᏛࡧࡢ୰ࠊྠࡌࡶࡢࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ
࠺࡞⌮ࡢ⏕άࢆ୍ᩪࡣḟࡢࡼ࠺ᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ẗ᪦㭼㬆ࡁ࡚㉳ࡁࠊᚰ㯱ᆘࡍࡿࡇ୍ࠊ⮬ࡽኪỀࡢᏑྰዴఱࢆᐹࡋࠊ↛ࡿᚋࢆฟ࡛࡚┚
Ⴟࡋࠊ⥂᭩ࢆㆫࡳࠊ᪥ฟ࡛࡚ࢆどࡿࠋẗኪ้᫃ࡼࡾேᐃ⮳ࡾ࡚ࠊෆእࡢࢆࡋࠊ㛪᭷ࢀ
ࡤ๎ࡕྂேࡢㄒ㘓ࢆㆫࡳࠊேᐃࡢᚋᚰ㯱ᆘࡍࡿࡇ୍ࠊ⮬ࡽ᪥㛪⾜ࡩᡤࡢ␜ྰዴఱ
ࢆ┬ࡳࠊ↛ࡿᚋᐼᑵࡃࠋవࠊ㏆ᖺṈࢀࢆᏲࡘ࡚௨࡚ᖖᗘ∔ࡉࢇḧࡍࠋ↛ࢀࡶṈࡢ᫆
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ࡁఝ࡚㞴ࡃࠊᖖᖖࡢዴࡃ࡞ࡿࡇ⬟ࡣࡎࠋ
㸦ᚋ 㸧
 ⡆༢࡞ࡼ࠺࡛㞴ࡋࡃࠊ᪥ᖖⓗ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㏙ࡍࡿࡢࡣࠊబ⸨୍ᩪࡢഇࡽࡊࡿᮏᚰ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋ㧗ᑦ࡞⌮ㄽࢆ࠸ࡃࡽ✚ࡳୖࡆࡼ࠺ࡶ᪥ࠎࡢᐇ㊶࡞ࡋࡣఱࡢពࡶ࡞࠸ࠋࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢ᪥ࠎࡢᐇ㊶ࡣࠊⰼࡀဏࡃࡼ࠺ࠊ㢼ࡀ྿ࡃࡼ࠺ࠊពᅗࡍࡿࡇ࡞ࡃࡸࡴࡸࡲࢀࡎࡋ࡚⾜
ࢃࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⮬↛⮬ࡽࡢ㌟యࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ☜ព㆑ࡋ࡚ࡇࡑࠊࡑࢀࡣయ⌧ࡉࢀࡿࡇ
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㯮ἑᖾࠕబ⸨୍ᩪࡢᛮ(I) : -ࡑࡢ⮬↛ほ-ࠖࠊᒣᏥᩍ⫱Ꮵ㒊◊✲ሗ࿌➨୍ศேᩥ♫⛉Ꮫ⣔
37ࠊ1986 ᖺ
ΎỈᩍዲࠑ᫂ᮎΎึᛮࠒࡢ㌿ᅇబ⸨୍ᩪࡢᛮୡ⏺(ୖ)ࠖ᪥ᮏᛮྐ◊✲ሗ 20ࠊ2003 ᖺ A
ΎỈᩍዲࠕ<᫂ᮎΎึᛮ>ࡢ㌿ᅇబ⸨୍ᩪࡢᛮୡ⏺(ୗ)ࠖ᪥ᮏᛮྐ◊✲ሗ 21ࠊ2003 ᖺ B
㧗℩௦ḟ㑻ࠗబ⸨୍㰻㛛ே࠘
ࠊ༡㝧ᇽࠊ1922 ᖺ
㔝ᮧⱥⓏࠕ⏣࡛Ṍࡃ̿㌟య࣓࣮ࢪࡀࡘ࡞ࡆࡿဴᏛࠊಙ௮ࠊ㣴⏕ࠊⱁ⬟̿ࠖࠊ
ࠗࡽࡔࡢᩥ̿ಟ⾜
㌟యീ̿࠘
ࠊ᭙᭩ᡣࠊ2012 ᖺ
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ᖹ ᡂ 25 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨ 8 ྕ ᡤ ㄽ ᩥ
I   ―TIEPh ➨ 1 ࣘࢽࢵࢺ ⮬↛ほ᥈究ユࢽࢵࢺ―

ࡇࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊ⮬↛ほࡸ᐀ᩍࡢከᵝᛶࢆྫྷࡋࡘࡘࠊᮾὒᛮࡢࡶࡘ⌧௦ⓗព
⩏ࢆᥦ♧ࡍࡿάືࡀ㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾὒࡢ⮬↛ほᇶ࡙ࡃࣛࣇࢫࢱࣝࡸไᗘタ
ィ ࢆ ┠ ᣦ ࡋ ࠊࠕ 㢼 ᅵ ࠖ ࡸࠕ ඹ ⏕ ࠖ ࢆ ࢸ ࣮ ࣐  ࡋ ࡓ ◊ ✲ ᡂ ᯝ ࢆ ⥅ ⥆ ⓗ  Ⓨ ⾲ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⌧ᅾ௨ୗࡢ୕ẁ㝵Ⓨᒎࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࠾࠸࡚◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨୍ẁ㝵ࡣࠊᮾὒࡢఏ⤫ⓗ࡞࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ㛵ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛
✚ࡋ࡚ࡁࡓᩍᛮࡸ୰ᅜᛮࡳࡽࢀࡿ⮬↛ほࡢ◊✲ࢆᇶ♏ࡋ࡚ࠊ⚄㐨ࡸỤᡞ൲
Ꮫ࠾ࡅࡿ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨ẁ㝵ࡣࠊ㏆௦᪥ᮏࡢ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ㛵ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ㏆௦࠾࠸
࡚ࠊᮾὒࡢఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほࠊすὒࡢ㏆௦ⓗ࡞⮬↛ほࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ฟ࠸ࢆࡋࠊ
ࡢࡼ࠺ኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࡢࠋ༢⣧࡞㡯ᑐ❧࡛ࡣ῭ࡲ࡞࠸㔜ᒙⓗ࡞ᙳ㡪㛵ಀࡀ᫂
ṇᮇࡢᩥࡣぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮾὒⓗ࡞ၥ㢟ࡀすὒⓗ࡞ไᗘࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ
ࡓ㏆௦ࡢᩥᏛࡽẸᏛࡲ࡛ᑕ⛬ࢆᗈࡆ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡛ࠊྂ⌧௦ࢆࡘ࡞ࡄ࢚ࢥ࣭
ࣇࣟࢯࣇࡢྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨୕ẁ㝵ࡣࠊ⌧௦᪥ᮏࡢ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࡢྍ⬟ᛶࢆ㏣✲ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ♫
⛉Ꮫᇶ࡙ࡃᐇ㊶ⓗ࡞ไᗘタィࢆྵࡵࡓࠕ⮬↛ඹ⏕♫ࠖࡢࡓࡵࡢไᗘタィࢆ┠ⓗ
ࡋ ࡚ ࠊ࢚ ࢥ 㺃ࣇ  ࣟ ࢯ ࣇ  ࡢ ᐇ ㊶ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ල య  ࡍ ࡿ ヨ ࡳ ࡢ ࠺ ࡕ ࡛ ࠊே ᩥ ⛉ Ꮫ  ♫  ⛉
Ꮫࢆ⤫ྜࡋࡓࠕ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡᩍ⫱ࠖࡢᚲせᛶࢆ☜ㄆࡋࠊඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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ᰗ⏣ᅧ⏨ࡢ㎰ᴗᩥ⎔ቃㄽ㸯
Ἑᮏ ⱥኵ㸦ᩥᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㎰ᴗᨻ⟇ࠊẸᏛࠊ⏕άឤࠊ⏕άᅪࡢ⎔ቃ

ᰗ⏣ᅧ⏨ࡣࠊ᫂ 33 ᖺ(26 ṓ)㎰ၟົ┬㎰ົᒁධࡿࠋᮾἲᏛ㒊ᨻᏛ⛉༞ᴗᚋࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
㎰ၟົ┬ධᒁࡋࡓ᭱ึࡢ㧗➼ᩥᐁࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㉸࢚࣮ࣜࢺᐁࡋ࡚࢟ࣕࣜࢆ㛤ጞࡋࠊ
ᖺᚋࡣෆ㛶ἲไᒁ⛣ືࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ 11 ᖺ㛫ࢆ㐣ࡈࡍࠋࡑࡢ㛫ࡶࠊ㎰ᴗᨻ⟇⯆ࡢࡓࡵ᪥ᮏ
ྛᆅࢆどᐹࡋࠊኰࡋ࠸ᩘࡢㅮ₇ࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢどᐹ᪑⾜ࡣࠊᙜࡢ᪑⾜ᡭẁ࡛ぢࢀࡤࠊࡼࡃ
ࡶࡇࢇ࡞ࡇࢁࡲ࡛ฟࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀከࠎ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤ᫂ 44(37 ṓ)ᖺ 5 ᭶
ࡣࠊᒣ┴ࡢ㇂ᮧࡽ㐨ᚿᮧࠊ᭶ኪ㔝ࢆ⤒࡚┦ᶍධࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣝࢺࡣ⌧ᅾ㌴࡛⛣ືࡋ࡚ࡶࠊ
┦ᙜᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸㐨➽࡛࠶ࡾࠊ≉ẁࡢࡀ࡞ࡅࢀࡤࡑࢇ࡞ࡇࢁࡣࡲࡎ❧ࡕධࡿࡇࡣ࡞࠸ࡼ
࠺࡞⾤㐨࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࡶᰗ⏣ࡣරᗜ┴⚄ᇸ㒆㎷ᕝ࠶ࡓࡾࡢ⏫་ᖌࡢඵேᘵࡢභ␒┠ࡢᏊࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓࠋᯇᒸ
࠸࠺ጣ࡛࠶ࡾࠊࡢࡕᰣᮌࡢᰗ⏣ᐙࡢ㣴Ꮚ࡞ࡾࠊᰗ⏣ጣࢆྡࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋᰗ⏣ࡣࠊ㉸࢚࣮ࣜࢺ
ᐁ࡛࠶ࡿࡶᩥᏛ㟷ᖺ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᰗ⏣ࡣ 18 ṓࡢࡁ᱇ᅬὴࡢḷேᯇᾆⴗᆤ(㎮ኵ)ධ㛛ࡋࠊ
⏣ᒣⰼ⿄᠓ព࡞ࡾࠊἨ㙾ⰼࠊᓥᓮ⸨ᮧࠊᅜᮌ⏣⊂Ṍࠊᡞᕝ⛅㦵࡞▱ࡾྜ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᰗ
⏣⮬㌟ࠊḷᩥࢆ࠸ࡃࡘࡶసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᚋᮏேࡢᕼᮃ࡛㞟㘓ࡏࡎࠊබࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᗂᑡᮇࡣయࡶᙅࡃࠊእ࡛㐟ࡧࡲࢃࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊከࡃࡢⶶ᭩ࡢ࠶ࡿᐙࢆぢࡘࡅ࡚ࡣࠊከᩘࡢ᭩≀ࢆ
ㄞࡳ⁺ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ᚋⲈᇛ࡛་ᖌ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㛗ࡢᐙᩘᖺ㡸ࡅࡽࢀࠊ㣴⏕ࢆවࡡ
ࡓ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ22 ṓࡢ㡭ࠊ⫵ᑤ࢝ࢱࣝࢆᝈ࠸ࠊ㖯Ꮚࡢඛࡢᬡ㞮㤋 1 ᭶ࡤࡾ㏸␃ࡋࠊ
ᆅඖࡢேࡓࡕࡢヰࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ⪺࠸࡚࠸ࡿࠋᾏࡢ⏕άࡢឤゐࢆᚓࡣࡌࡵࡓࠊᚋᰗ⏣⮬㌟ࡀㄒࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ᰗ⏣ࡢ⤒㦂ࡀࡦࡘࡢࡲࡲࡾࢆࡶࡕጞࡵࡿࡢࡣࠊ35 ṓ๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇ 3 ࡢㄽᩥࢆⓎ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠗ㎰ᴗᨻ⟇Ꮫ࡛࠘࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ㎰ᴗᨻ⟇࠸࠺Ꮫၥࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿᏛၥ࡞ࡢ࠸
࠺ሙ㠃ࡽㄝࡁ㉳ࡇࡍࠊ࠸ࢃࡺࡿᏛၥㄽ࡛࠶ࡿࠋ୰ኸᏛ࡛ࡢㅮ⩏ࢆࡲࡵࡓࡶࡢࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᩥ
❶ࡌࡓ࠸ࡣࠊ₎Ꮠ࢝ࢱ࢝ࢼ࡛ᡂࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿᩥㄒయ࡛᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜࡢἲᚊࠊᐁᗇᩥ᭩ࡀࠊࡑ
࠺ࡋࡓᩥㄒయ࡛᭩ࢀ࡚࠾ࡾࠊබᘧᩥ᭩ࡋ࡚ࡲࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡲㄞࢇ࡛ࡳࡿࠊࢃࡊࢃ
ࡊㄞࡳࡃࡃࡋ࡚࠶ࡿࡼ࠺࡞ᩥ᭩࡛࠶ࡾࠊᩥ᭩ࢆㄞࡴேࡀከࡃ࡞ࢀࡤࠊࡸࡀ࡚ࡣᾘ࠼࡚࠸ࡃࢱࣉࡢ
ゝㄒ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋᙜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᩥ❶࡛᭩ࢀࡓࡼ࠺ヰࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎࡀ࡞ࡃࠊヰᩥ࡛
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⏝࠸ࡽࢀࡓࡶࡢࢆࢃࡊࢃࡊゝ࠸࠼࡚ᩥㄒయࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭩ࡁゝⴥࢆᏛࡧࠊཱྀㄒయ࡛㆟ㄽࢆ
ࡋ࡚ࠊࡲࡓᩥ᭩ࡍࡿࡉ࠸ࡣ᭩ࡁゝⴥ࡛ᥥࡃࠋࡑࡢ⩦័ࡔࡅ࡛ᡂࡾ❧ࡘࡢࡀࠊᩥㄒయ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ࡛ࡶࠊᏛ⾡㛵ಀࡢᩥ᭩ࡣࠊࣛࢸࣥㄒ࡛᭩࠸࡚࠸ࡓᮇࡀ࠶ࡿࠋࣛࢸࣥㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࡞ࡃࠊ
༢ㄒࡢពࡀኚࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊேᕤゝㄒࡢࡼ࠺ࣛࢸࣥㄒࢆά⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛྡࡶࣛࢸࣥㄒࢆ
⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ྠࡌᮇ᭩ࢀࡓࠗ௦ࢺ㎰ᨻ࠘ࡣࠊㅮ₇ᩥࢆࡑࡢࡲࡲᩥᏐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ㎰ᴗᨻ⟇Ꮫ࠘ࡢࡼ࠺࡞
Ꮫၥㄽࡣ␗࡞ࡾࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ㎰ᴗࡘ࠸࡚ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᛮ࠸ࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣࠊ
ࡢࡼ࠺㎰ᴗࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿ(㎰ᨻ)ࠊ㎰ᴗࡢᅜᐙⓗ⟇ࢆࡢࡼ࠺ࡍࡿ(ᨻ⟇ᑐᛂ)ࠊ㎰ᴗ⯆
ࡢࡓࡵࡣఱࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ(㎰ᴗᨵⰋ)࠸࠺㆟ㄽࡢ❧࡚᪉࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ㎰ᴗࢆ⏕άࡢႠࡳ
ࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢ♫ᩥࡋ࡚⌧≧ࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㎰Ẹࡢ⏕άឤࠊ㎰ᮧࡢ௦ⓗࠊ♫
ⓗኚࠊ㎰Ẹࡢ⏕άឤࡢኚࢆᥥࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿព࡛ࡣࠊᅜ⟇ࡋ࡚ࡢ㎰ᨻಶࠎࡢᆅᇦ࡛
ࡢ㎰ᴗࡢ㞳ࢆ᫂ࡽࡋࠊ㎰ᨻࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㎰ᴗᩥㄽࡋ࡚ᙜఱࡀᚲせࡉࢀࡿࡢࢆ
ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⴭసࡣࠊᰗ⏣ࡀᚋከࡃࡢሙ㠃࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠕᛮ⪃ἲࠖࡀࡣࡗࡁࡾࡋ
ࡓࡓࡕ࡛ฟ࡚ࡃࡿࠋ⌧≧ࢆࠊ୍ࡘࡢ⏕ᡂࡢ࠶ࡿ௦ⓗ࡞᩿㠃ࡔ⪃࠼ࡿࡇࠊ⌧≧ࡢ⏤᮶ࢆ↓⌮
ࡢ࡞࠸ࡓࡕ࡛⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋ♫ᩥᙧᡂࡋ࡚ࡢ㎰ᴗㄽࡀ๓ᬒࡋࠊྛᆅṧࡉࢀ
ࡓᅵ╔ࡢ♫ᩥࡢឤᗘࡀ᫂☜ฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࢀࡀࠕᚋ⊁モグࠖ࠸࠺⮬㈝ฟ∧ࡉࢀࡓᑠᏊ࡛࠶
ࡿࠋ
ᚋᰗ⏣ࡢከࡃࡢㄽ㏙ࡣࠊࠕẸᏛࠖ࠸࠺ࡓࡕ࡛ࡲࡲࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡇ࡛ࡣྛᆅ᪉ṧ
ࡉࢀࡓࠕ⏕άࡢጼࠖࢆᥥࡃࡇࡀᇶᮏ࡞ࡿࠋࡇࡢ⏕άࡢጼᑐᛂࡍࡿࡢࡀࠊ㎰ᴗᩥ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬ࣇࣥࢱࢪ࣮ࡋ࡚ࡢẸ⾗ᩥ
ࠕᚋ⊁モグࠖࡣࠊ᪥ྥᅜ᳝ⴥᮧ⊦⊁ࡾࡢᡭἲࡋ࡚᭩ࡁṧࡉࢀࡓᐶᨻ 5 ᖺ 8 ᭶ࡢᩥ᭩ࢆ㘓ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⮬㈝ฟ∧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬㈝ฟ∧ࡋ࡚࡛ࡶṧࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࠊᰗ⏣ᅛ᭷ࡢ
ឤᛶࡀ๓ᬒࡋ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮏࡣࠊᰗ⏣ࡢ๓ᩥࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⊁ࡾࡢ㓬㓮ࢆ㉳ࡍࡿ
ࡇࡽ㆟ㄽࡣጞࡲࡿࠋ⏣⯋ౝࡀிୖࡾࠊ㒔ࡢ⳹ዝ㢼ὶࡢ㤶ࡾࡶࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊᛴ࠸࡛⏣⯋ᖐࡿ
ࡢࡣࠊ
ࠕ⊁ࡾ࠸ࡩᙉ࠸⸆ࠖࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕᒣ㔛ࠖఫࡴ⏥ᩫࡀ࠶ࡗࡓࡽࡔ࠸࠺ࠋ

ẅയࡢᛌᴦࡣ㓇Ⰽࡢẚ࡛ࡣ↓ࡗࡓࠋ⨥ࡶሗࡶఱ࡛ࡶ↓࠸ࠋ࠶ࢀ୍ୡࢆ㢼㠂ࡋࡓᩍࡢᩍ
ࡶࠋ⊁ே⊁ࡾࢆᗫࡵࡉࡏࡿࡇࡢᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࠋ᫇≀ㄒࡶⴭ⪺㞟ࡶド
ࡀ㝶ศከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୕ Ṉࡢዴࡁୡࡢ୰ࡶ⤊ኚ㑄ࡋࡓࠋ㕲◙ࡣᜍࢁࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡃᅜΏ᮶ࡋ࡚ࡽഹ
୕༑ᖺࡢ㛫ࠋㅖᅜ࠸࡚ᩘ༓ࡢᑠྡࡢ㡿ᆅࢆそࡋࠋ༙ศࢆẅࡋ༙ศࢆ∼ேⓒጣ
ࡋ࡚ࡋࡲࡩྠࠋ⊁ࡾ࠸࠺ᅜẸⓗፗᴦࢆ᰿⤯ࡋࡓࠋ᰿⤯ࡏࡠ㎾ࡶஅไ㝈ࢆຍࡓࠋ
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ࠕ⊁モグࠖࡢ௦ࡣ⊁ࡀⲔࡢࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡸࡢᘧࡀ⊁ࡢṤ㒊ᡂࡾࡅ࡚ᒃࡿࠋ(㞟㸯
432 㡫)

ྐᐇࡣࡶࡃࡋ࡚ࡶࠊ⊁ᑐࡍࡿឤᛶࡀ⦪ᶓືࡁฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇὀࡂ㎸ࡴࡼ࠺Ṕྐ
ⓗࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆᘬࡁᐤࡏࡓࡾࠊ⊁ࡾࡢሙ㠃ࢆ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᐇࡣࠊᐇࡀ༙ศࠊᰗ⏣⮬㌟ࡢࣇ
ࣥࢱࢪ࣮ࡀ༙ศ࠺ࡇࢁࡔᛮࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈨㉁ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ࠊᰗ⏣ࡢᩥ❶㔮ࡾྜ࠺ࡼ࠺
⌧ᐇឤࢆࡶࡗࡓグ㏙ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࣇࣥࢱࢪ࣮ࡣࠊࣇࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸ࠋࣇࢡࢩࣙࣥࡣᯫ✵
ࡢタᐃ࡛ࠊ⌧ᐇᆅ⥆ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢁࠊࡑ࠺࡛ࡶ࠶ࡾ࠼ࡓ࠸࠺⌧ᐇࡢ⭾ࡽࡳࢆࡶࡓࡏࡿࡼ࠺
タᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࣇࢡࢩࣙࣥࡣᐇᑐẚࡉࢀࡓࠕბ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ✵ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ᑐࡋ࡚ࣇࣥࢱࢪ࣮ࡣࠊ୍㒊ᐇ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢឤᛶࡢືࡁࡼࡗ࡚࠶ࡿᒁ㠃ࢆᴟࡋ࡚ࠊ
ࡑࡇឤᛶࡢ㌍ືࢆㄏⓎࡍࡿࡼ࠺సࡾฟࡉࢀࡓ୍✀ࡢࠕᙇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣇࣥࢱࢪ࣮࡛ࡣࡇᾋ
ࡁᾋࡁࡋࡓᚰࡢືࡁࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࠋࡑࡢᙇࡢ㩭ࡸࡉࡀࠊᰗ⏣ࡢグ㏙ࡢሙྜࠊ┠ᾋࡪࡼ࠺࡞
ࣜࣜࢸࡋ࡚⣳ࡂࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐁࡋ࡚ࡢබⓗᩥ᭩࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࣇࣥࢱࢪ࣮ࡣ୍⯡ࡣチᐜࡉࢀ࡞࠸ࠋㄽ⌮ᐇࢆࡘ࡞࠸
࡛࠸ࡃㄽ⌮ⓗࠊ⛉Ꮫⓗᩥ᭩࡛ࡣࠊᙇࡣ㉕⫗࡛࠶ࡾࠊࣇࣥࢱࢪ࣮ࡣࡓࢇ࡞ࡿᛮ࠸㎸ࡳࡼࡿ㣭࡛
࠶ࡿࠋࡋࡋᰗ⏣⮬㌟ࠊᗂᑡᮇࡽኤᬽࢀ࡞ࢀࡤࠊẼࡀࡅࡤ▱ࡽ࡞࠸⾤ࡲ࡛Ṍ࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡾࠊክ࡛ぢࡓࡇࡀࡑࡢࡲࡲ⩣᪥ࡢ⌧ᐇࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞Ẽ㉁ࡀ࠶ࡾࠊබⓗᩥ᭩࡛ࡣ࠾
ࡉࡲࡽ࡞࠸ከࡃࡢᛮ࠸వࡀ࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᛮ࠸ࡀⓎ࡛ࡁࠊ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᑐ㇟
✺ࡁᙜࡓࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࡇࡢࠕᚋ⊁モグࠖࡢ๓ᩥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇࡣྠ௦ヰࡋゝ
ⴥ࡛᭩ࢀࡿࠕ௦ࢺ㎰ᨻࠖࡶࠊከࡃࡢሙ㠃࡛ฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋࡢࠕ࢘ࢯᏊ౪ࠖ( 3 ᖺ)࡛ࡣࠊክ࡛ぢࡓࡇࡀぬࡵ࡚ᚋࡢ⌧ᐇᆅ⥆ࡁ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ㆙ᐹ
ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛㦁ࡂࢆ㉳ࡇࡋࡓᏊ౪ࡢヰࡀฟ࡚ࡃࡿࠋክࡢ୰࡛ࡢฟ᮶ࡀࠊ⌧ᐇࡢࡇ௨ୖ⌧ᐇឤࢆ
ࡶࡘࡇࡣࡼࡃ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ࢘ࢯࡸࢯࣛࢦࢺࡸ㦄ࡾࡣே㛫ࡢ⏕άࡢ⣽㒊࠸ࡘࡶࡁࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ࡞࡛ࡶࡓࢇᵓࡣゝ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞⌧ᐇឤࢆࡶࡘࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ⮬ศ⮬㌟࡛ࡶẼࡀ
࡞࠸ࡼ࠺࡞⮬ศࡢឤࡸືࡸᛮ࠸ࡀືࡁฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࡀࣇࣥࢱࢪ࣮ࡢฟ⌧ࡍࡿ
ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿព࡛ࠕேࡢ❺ヰࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏣᠈ࡢ࡞࡛ࡣࡌࡵ࡚⌧ᐇឤࢆ⋓ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞
㇟࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᒣࡢே⏕ࠖ(ṇ 15 ᖺ)ࡢヰࡢ࡞ࡣࠊࢧࣥ࢝ࡢヰࡀࡋࡤࡋࡤฟ࡚ࡃࡿࠋᰗ⏣⮬㌟ࡶ⪺࠸࡚▱ࡗ
࡚࠸ࡿ⛬ᗘ࡛ࠊᐇ㝿ฟࡗࡓࡇࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᙼࡢㄒࡾ࡛ࡣࠊୡ㛫ࡣ␗࡞ࡿ⏕άឤࢆ
ࡶࡘࠕቃ⏺ேࠖࡸࠕ␗ேࠖࡋ࡚ᥥࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᒣ࡛ᬽࡽࡋࠊᐃఫ⏕άࢆࡏࡎࠊᮌࡢᐇࡸ㔝ࢳࢦ
ࢆ᥇ࡾࠊ⳺ࡸ⡲ࢆ⦅ࢇ࡛ࡣࡋ࡚㔛ࡑࢀࢆࡾ㝆ࡾ࡚ࡃࡿ࠸࠺タᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓேࡓࡕ
ࡢ⏕άឤࡸ⏕άឤࡇゐࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ᐇࡢᘬࡗᙇࡾ᪉ࡀࠊᰗ⏣ࡢグ㏙ࡢᮏ㡿࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ㌟㍍࡛వศ࡞ࡶࡢࢆ㌟ࡅࡎࠊᒣࡢ୰⭡ࢆΏࡾṌࡁࠊ␗࡞ࡿ⏕άឤ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡓࡕࡢጼ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᒣࡢே⏕ࠖࡢグ㏙ࡣࠊ⌧௦ࡢࡼ࠺࡞ 4 ⛬ᗘࡶୖࡿ᥎ィࡉࢀࡿ㠀ṇつᑵ
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ປࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ㄞࡳ᪉ࢆࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ࡋ࡚ᛮ࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋᒣࡢ
ே㔛ࡢேࡢᑐ⨨ࢆ⾜࠼ࡤࠊ㔛ࡢ⏕άࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿ⏕άឤࢆࡶࡕࠊ␗࡞ࡿ⏕άࡢ⩦័ࢆࡶࡘ
ࡶࡢࡣࠊ࠾ࡋ࡞࡚ࠕᒣࡢே࡛ࠖ࠶ࡿࠋⓑᅵ୕ᖹࡢ࣒ࠗ࢝ఏ࡛࠘ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࢧࣥ࢝ࡢேࡓࡕࡀఱ
ᗘฟ࡚ࡃࡿࠋᢤᚸࢆ༏ࡗࡓࡾࠊዊ⾜ᡤ࡛ࡶ⡆༢ࡣᨭ㓄࡛ࡁ࡞࠸ேࡓࡕࡢ㞟ᅋࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋ࡞ࡢࠊࡢ⛬ᗘࡢつᶍࡢ㞟ᅋ࡞ࡢࡣࢃࡽ࡞࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃᐇ㝿ࡣࠊ
ࠊ୕ᐙ᪘⛬ᗘࡢᑠࡉ࡞㞟ᅋࡔᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࣇࣥࢱࢪ࣮ࡣᡂ❧ࡍࡿࠋࡇࡢࣇࣥࢱࢪ࣮
ࡢᇶᮏࡣࠊ␗࡞ࡿ⏕άឤ␗࡞ࡿே㛫ࡢ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡀᗂ࠸ࡇࢁ⫱ࡗࡓᮧࡣࠊᮧࡣࡎࢀࠕࣖࢠ፠ࡉࢇࠖ࠸࠺ࡢࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠊゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋᏊ౪ᚰࡶࡑࡇࡣ㏆࡙࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡓグ᠈ࡀ࠶ࡿࠋഅ↛ࡑࡢ㏆ࡃ
ࡲ࡛⾜ࡃࠊࣖࢠ፠ࡉࢇࡀฟ࡚ࡃࡿྉࢇ࡛ࠊⓙ࡛ᘬࡁ㏉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ౪ࡢ࡞ࡣࠊ㊰ୖࡢ
▼ࢆᣠࡗ࡚ࣖࢠ፠ࡉࢇࡢᑠᒇࡢ᪉ᢞࡆࡘࡅ࡚ࠊ୍┠ᩓᑐ᪉ྥ㏨ࡆฟࡍࡶࡢࡶ࠸ࡓࠋࡓࡔㄡ୍
ேࠊࣖࢠ፠ࡉࢇࡢጼࢆぢࡓࡶࡢࡣ࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᰗ⏣ࡢླྀ㏙ぢࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⮬↛グ㏙ࡸ⎔ቃグ㏙࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡲ࡛ࡶ⏕άࡢጼ࡛࠶ࡾࠊ⏕άឤ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇࡢᘏ㛗ୖࡑࡢ⏕άᑐᛂࡍࡿ⮬↛⎔ቃࡀឤࡌྲྀࢀࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆࠕẸᏛ
ⓗ⎔ቃࠖࢇ࡛࠾ࡃࠋࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢ⏕άࡢጼᑐᛂࡍࡿ⮬↛⎔ቃࢆࡑࢀࡋ࡚ㄞࡳ㎸ࡴࡼ࠺࡞
⏕ά⎔ቃㄽࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡓࡔࡋᰗ⏣ࡢࡼ࠺ࠊఏ⪺࡛ࡢẸヰࡸṔྐⓗᩥ⊩ࡣࠊࡇࡲ࡛
ᐇᑐᛂࡍࡿࡢࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡀṧࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᰗ⏣⮬㌟ࡶᐊ⏫௦௨๓ࡢᩥ⋙ࡣࠊ㛵㐃ᩥ
⊩ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀά⏝࡛ࡁࡎࠊㄪࡢ࡞࠸㒊ศࡀṧࡿᑐㄯ࡛㏙࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࡑࡇࡶྐᐇ
╔ࡎ㞳ࢀࡎ࡛ࠊࣇࣥࢱࢪ࣮ࡢാࡃሙᡤࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡢࣇࣥࢱࢪ࣮ࡢ⌧ᐇឤࡣࠊṔྐⓗ
ᐇࡢ⌧ᐇឤࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇᰗ⏣ᅛ᭷ࡢࠕ⮬↛⎔ቃࡢᛮ࠸ࠖࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ
ࡶ࠺୍ࡘᰗ⏣ࡢ≉㉁࡛ࡶࡪࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣグ㏙ࡀࠊࡸࡅ⏕ࠎࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⊁モグ(⩌᭩㢮ᚑᕳ 419)ࢆぢࡿࠊ⊁ࡃࡽゝࡩࡣ㮵⊁㝈ࡾࡓࡿࡇ࡞ࡾ࠶ࡿࠋᡤㅝᓠ㉺
ࡍ≀࠸ࡦᒣἢ࠺≀࠸࠺ࠕ≀ࠖࡣ㮵࡛࠶ࡿࠋ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭⊦ࡣఱゝࡗ࡚ࡶ㇜ࡢ୍᪘࡛࠶ࡿࠋ
㉮ࡿࡁࡣ㝶ศ᪩࠸ࡅࢀࡶࠋ㞷ࡢ୰ࢆࡴࡄࡴࡄ⾜ࡃ᭷ᵝࡣࠕ㰫㰡ࠖྠࡌࡸ࠺࡛࠶ࡿࠋஅ
ࡋ࡚㮵ࡣ㉮ࡿࡁࡣࡦࡓゅࢆ⫼ᢲࡋࡅࡿࠋ㐲ࡃࡽぢ࡚ࡶ㏆ࡃ࡛ࡶࠋ࡛ᑻࡲࢃ
ࡾ⛬ࡢᲬࡀᶓ㣕ࡪࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㊊ࡢ❧ᡤ࡞ࡣぢ࠼ࡿࡶࡢ࡛↓࠸ࠋஅࢆᶓྜᚅࡅ࡚
ᚲࡎྑᕥࡢ୕ᯛࢆ≺࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᑕᙜ࡚ࡓࡢḼࡣࡘࡲࡾᡤㅝᢏ⾡ࡢᛌᴦ࡛࠶ࡿࠊ‶㊊࡞
࠸ࡩ༢⣧࡞ឤ࡛ࡣ↓࠸ࠋ᫇ࡽ㮵⊁ࢆඛ㏵ࡍࡿࡢ⩦័ࡶᡈ࠸ࡣṈ㎶ࡢᾘᜥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⮳
ࡣᮍ▱ࡢୖ௦ࡽఏ࠼ࡽࢀࡓ㔝⋇ࡢ㝵⣭࡛ࡶ࠸ࡩࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢࠋ (㞟 1 433 㡫)

࠾ࡑࡽࡃᰗ⏣ࡣࠊఱேࡢ⊁ேࡽ⊁ࡢヰࢆ⪺ࡁࠊࡲࡓᩥ᭩࡛ࡶㄞࢇ࡛࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋᐇ
㝿ࠊ㮵⊁ࡸ⊦⊁ࢆࡸࡗࡓࡇࡣ࡞࠸ឤࡌࡽࢀࡿࠋᐇ㝿⊁ࡾࢆ⾜ࡗࡓே࡛࠶ࢀࡤࠊ⊁ࡾࡢᡂຌࡍࡿ
ࢥࢶࡢࡼ࠺࡞㒊ศࡀࡶࡗᢏ⾡ࡋ࡚๓㠃ฟ࡚ࡁ࡚ࡼ࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊ㮵ࡸ⊦ࡢ㏨ࡆࡿࡉ࠸ࡢ⩦ᛶࡢ
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ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡸࠊᤕࡲ࠼ࡿࡁࡢ㞴ࡋࡉࡀヲ⣽ฟ࡚ࡁ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᗂᑡᮇࠊᕝ࡛ఫฎ㞃ࢀ
ࡇࢇࡔ㩛ࡸ㩾ࢆᡭ᥈ࡾ࡛᥇ࡗࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤᐜ᫆ࢃࡿࡇࡔࡀࠊᥗࡲ࠼ࡓᛮࡗ࡚ࡶ⡆༢ࡣᤕ
ࡲ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋఫฎࡢዟ㏣࠸㎸ࡴࡼ࠺ࡋ࡚ࠊ㏨ࡆሙࢆ⊃ࡵ࡚ࠊᥗࡲ࠼⾜ࡃࡢࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㏨
ࡆࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀከ࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᩥ❶ฟ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊ⊁ࡾࢆ⾜࠺⪅ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ヲ⣽ࡉ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࢀࢆ⏬ࡢࡼ࠺
═ࡵ࡚࠸ࡿ⪅ࡢヲ⣽ࡉ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᰗ⏣ࡢ⌧ᐇឤࣆࣥࢺࡢྜ࠺ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ⌧ᐇࡢ⏕
άឤ㏆࠸⨨࡛ࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⾜Ⅽࡍࡿࡶࡢ㉳ࡁࡿ㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡑࡢሙᒃྜࡏࡓ
⪅ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ᪉ࠊࡇࢀࡣ⏕≀Ꮫ⪅ࡸື≀⾜ືᏛ⪅ࡢࡼ࠺࡞ほᐹグ㏙࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ࠸ࢃࡤே
㛫⏕άࡢᘏ㛗ୖ⏕άᅪྵࡲࢀࡓື≀ឤࡌྲྀࡿື≀ࡢ⏕ࡁࡿጼࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋே㛫⏕άᆅ⥆ࡁ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⏕άࡢ⎔ቃࡪࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࡣ᳜≀ࡸື≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡶࡕࢁࢇᑜᖖ
࡞⏕άࡣࡅ㞳ࢀࡓ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿከࡃࡢே㛫ࡶ࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ⏕άឤࡢᘏ㛗ୖグ㏙ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ⛉Ꮫࡶࠊᐇ⏝ⓗ࡞ᢏ⾡ࡶ␗࡞ࡿࠕ⏕άྐⓗ࡞グ㏙ࠖࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣṔྐⓗ࡞ఏᢎࢆཷࡅ⥅ࡂࠊ௦ࡶኚࢃࡾࡺࡃ⏕άࡍࡿࡶࡢࡢጼ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢഐࡽ࠸࡚
ே㛫ࡢႠࡳࢆグ㘓ࡋ⥆ࡅࡿࡶࡢࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ
 ⏕άྐⓗ࡞グ㏙ࡢኚࡢ㏿ᗘࡣࠊ⦆ࡸ࡛࠶ࡿࠋᩘⓒᖺࠊᩘ༓ᖺ༢࡛ࡺࡗࡃࡾኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ
ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣಶࠎேࡢᑑࡽぢ࡚ࠊࢇኚࡀ࡞࠸ឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⨨ࡽぢࡿࠊࠊ୕༑ᖺ࡛ኚࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡣࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞㐍ṌࠊᨵⰋ࡛࠶ࢁ࠺ࡶࠊ
ከࡃࡢࡶࡢࢆኻ࠺ࠋ⢭☜ࡣࠊࡑࢀࡽࡢኚࡢ㏵ୖ࡛ከࡃࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊẼࡀ
࡞࠸ࡲࡲࡑࡢഐࡽࢆ㏻ࡾ㐣ࡂ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓࠕኚࡢၥ㢟ព㆑࡛ࠖࡶࡪࡁࡶࡢࡀࠊࡇ
ࡢ๓ᩥࡣࡃࡗࡁࡾฟ࡚ࡃࡿࠋ

↛ࡿṈ᭩≀ࡢ౯್ࡀⅭலࡋ࡛ࡶపࡃ࡞ࡿࡣಙࡌࡽࢀࡠ⣽ࡣࠋ୰ิグࡍࡿ⊦⊁
ࡢ័⩦ࡀṇ⌧ᐇᙜ௦⾜ࢃࢀ࡚ᒃࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ⮬ാ㌴↓⥺㟁ಙࡢᩥ᫂ే⾜ࡋ࡚ࠋ᪥ᮏᅜ
ࡢ୍ᆅゅつ๎ṇࡋࡃⓎ⏕ࡍࡿ♫⌧㇟࡛࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᐑᓮ┴す⮻ᯂ㒆᳝ⴥᮧࠖ࠸࠺
᭩≀ࡢࠋ㎰ᴗ⏕⏘அ㒊➨⾲⚺␆㢮࠸࠺ᡤࠋ⊦⫗୍༓භⓒ᩹ࠊ౯᱁୕༓ⓒ༑
࠶ࡿࡢࡀ❧ὴ࡞ドᣐ࡛࠶ࡿࠋẖᖺᖹᆒᅄⓒ㢌࡙ࡘࡣṈᮧ࡛⊦ࡀᤕࡽࢀࡿࡢ࡛ࠋṈᐇ㝿ၥ㢟ࡢ࠶
ࡿⅭࠋྂ᮶ࡢ័⩦ࡣ᪥ᑦ㈗㔜࡞ࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡗ࡚ᒃࡿࠋ(㞟㸯 434 㡫)

ᩥ᫂ࡋࡓࡶࡢࡢኚࡢ㏿ᗘఏ⤫ⓗ࡞⏕άࡢኚࡢ㏿ᗘࡢⴠᕪࡀࠊᩥ㠃ࡢ࡞ὶࢀ࡚࠸ࡿ⤒㦂
ࡢᖜࡢឤゐ࡛࠶ࡿࠋ⊦⊁ࡾࡣᙜࡲࡔ⏕ᴗࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㣴㇜ᴗࡀ࠸ࡲࡔᗈ⠊ࡣ
⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⊦ࡢ⦾Ṫຊࡀࡁࡃࠊࡲࡔᒣᯘࡸ㔝ཎ⊦ࡀ㣗ࡿ㇏ᐩ࡞࢚ࢧࡀ
࠶ࡗࡓࡢࠊࡶࡃࡶ⊦ࡢ⫗ࢆࡿ࠸࠺⤒῭άືࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᩘⓒᖺ༢
ࡢኚࡢ㏿ᗘࠊᰗ⏣ࡢឤᗘࡀᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓឤᗘᛂࡌ࡚ࠊ⏕άᅪࡢ࿘㎶࠶ࡗࡓ
ኚࢃࡾࡺࡃ⎔ቃࡶࡋ࡚ゝཬࡍࡿࡼ࠺グ㏙ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋᰗ⏣ࡢⴭసࡣࠊࡲࡲࡗࡓ⎔ቃㄽ
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ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓၥ㢟㛵ᚰࡀᚲせ࡞ᮇ࡛ࡶ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ⏕άᅪࡢኚㇺ
ࡑࡇぢࡽࢀࡿே㛫ࡢ⏕άឤࡢኚᾐࡉࢀࡓᆅᇦࡢጼࡣࠊᢡゐࢀヲ⣽ᥥࢀ࡚࠸ࡃࠋ

㸰㸬௦ࢺ㎰ᨻ
ࡇࡢⴭసࡣࠊ㎰ᴗ⤒῭Ꮫࡶ㎰ᴗᨻ⟇ࡶࢃࢀ࡚ࠊ㎰ᴗ♫Ꮫ࡛ࡶࡑ࠺࡞グ㏙ࡀసࡽࢀ࡚
⾜ࡃศᒱⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭Ꮫ⪅࡛ࡶᨻ⟇❧⪅࡛ࡶ࡞࠸⨨ࡽ᪥ᮏࡢ㎰ᴗࢆㄽࡌ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿどⅬࡣࠊࠕ⌧ᅾ᪥ᮏࡢ⤒῭ࡣỴࡋ୍࡚ᮅⓎ⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠊ
ᚑࡗ୍࡚ᮅஅࢆ᭦ᨵࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡶ↓࠸ࡇࠊᡃࡀᅜࡢዴࡃ㏻ࡢ⦓ᐦ࡞ேཱྀࡢᐇࡋࡓ⊧ࡀᒇ
᰿ఏࡦ᪑⾜ࢆࡋᚓࡿࡼ࠺࡞ᅜ࡛ࡶᆅ᪉฿ࡿᡤࡑࢀࡒࢀ≉Ṧ࡞ࡿ⤒῭ୖࡢ᮲௳ࡀ࠶ࡗ࡚ὶ⾜ࡸᶍ
ೌ࡛ࡣ⏣⯋ࡢ⾜ᨻࡣฟ᮶ࡠࡇࠊࡑࢀࡔࡽ⤖ᒁࡣカㅍࡼࡾࡶᙜ⪅ࡢ⮬ぬⓗ◊✲ࢆ㏣ᚑࡍࡿ᪉ࡀ
࡛࠶ࡿப࠺ࡇࠖ(㞟 16 ᕳ 4 㡫)ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠊ࠸࠺ㄽ❧࡚࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄽᩥࡣࠊసࡾࡽ࠸࠼ࡤࠊ1906-1909 ᖺ⾜ࢃࢀࡓ 6 ᮏࡢㅮ₇ࢆ㞟ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜࡢᠱ
࡛࠶ࡗࡓࠊ㒔ᕷ㎰ᮧࡢ㈨ᮏປຊࡢ㓄ศࡸࠊᰗ⏣ࡢᙜࡢᑓ㛛࡛࠶ࡗࡓࠕ⏘ᴗ⤌ྜࠖࡢタ❧ࠊᨵ
ၿࡢㄽ⪃ࢆ୰ᚰࡋ࡚࠸ࡿࠋ㎰ᴗᨻ⟇ࢆ୰ᚰࡋ࡚ㄞࡵࡤࠊࡑ࠺ࡋࡓෆᐜࡢࡇࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࡣᐇࡔࡀࠊᨻ⟇ㄽ࿘㎶⨨ࢀࡓᰗ⏣ࡢ║ᕪࡋࡀࠊูᵝ࡞ሙᡤᒆࡃࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼
ࡤᨻ⟇ࡋ࡚㎰ᴗ⿵ຓ㔠ࡀࡃࡼ࠺࡞ࢀࡤࠊᩄឤࡑࢀᛂࡋ࡚ࠊ㎰Ẹࡣ㉳ᴗࡋࠊసෆᐜࢆ
ኚ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋ㎰⏘≀ࡀၟရࡍࢀࡤࠊ㎰ᴗࡣ୍✀ࡢࠕᴗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡋ㣗ᩱࡢ౪⤥ࡣࠊ
ၟྲྀᘬࡼࡿࡓࢇ࡞ࡿ⤒῭άື࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙜࡢேཱྀ࡛ぢࢀࡤࠊ㇏సᖺ࡛ࡶࢥ࣓ᑠ㯏ࡣࠊ୍㒊㍺ධ
㢗ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㣗⣊ࡢ⮬⤥ࡣࠊ࠸ࡘࡢ௦ࡶࠊᅜẸࡀ㣚࠼࡞࠸ࡓࡵࡢ᭱ࡢࢸ
࣮࣐ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠋࠕ㣚㤡ࡢ᰿⤯ࠖࡣࠊᰗ⏣ࡢ⤊⏕ࡢࢸ࣮࣐࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㣗⣊ࡀᜏᖖⓗ
㊊ࡍࡿ࠸࠺ែࡣゎᾘࡍࡁࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡀ」㞧ධࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵᐜ᫆࡞ࡇ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ㛤ቧࢆ⥆ࡅ࡚⪔సᆅࢆቑࡸࡍࡔࡅ࡛ࡣࠊࡲࡗࡓࡃ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࠕ㣗⣊⊂❧ࡢᅜࠖ(
⮬⤥)ࢆタᐃࡋࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊ⫧ᩱࡢ⊂❧ࢆ㐩ᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࠋࡋࡋ࠺ࡋ࡚⫧ᩱ
ࡀ㊊ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࠋ᪥ᮏࡢṔྐⓗ⌧ᐇ࡛ࡢ⡆༢ࡣ࠸࡞࠸ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢㄽᩥ
࡛ࡢᙜࡢ㎰ᴗࡢ⌧ᐇࢆぢࡿᰗ⏣ࡢ║ࡣࠊࠕ≉Ṧ࡞ࡽⓎ⏕ࡍࡿᬑ㐢ⓗၥ㢟࡛ࠖࡶࡪࡁ
ࡶࡢࡀぢ࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

᫇ࡣᮧࠎࡢᒣ㔝ࡣ↓ᑾⶶࡢ⥳⫧ࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊேཱྀࡢቑຍඹࡑࡢᒣ㔝ࡢ
㒊ศࡣ㛤ቧࡏࡽࢀ࡚㠃✚ࡀࡎࡗῶࡌࡓୖࠊṧࡗࡓཎ㔝ࡶ㡾ࡿ⏕⏘ຊࡀ⾶࠼࡚ᒃࡾࡲࡍࠋ㏆
㡭ཎ㔝ᨵⰋ࠸࠺ࡇࡀศୡࡢ୰ࡢၥ㢟࡞ࡾጞࡵࡲࡋ࡚⤖ᵓ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᐇࡣ♫ே
ࡢⓎᒎ┦ᛂࡍࡿࡔࡅࠊᮧᣢᒣ㔝ࡢ⟶⌮⏝ࡢ᪉ἲࡀᮍࡔⓎ㐩ࡋ࡚ᒃࡽࡠࡽᅔࡿࡢ࡛࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ㏻ࡢ㛤ࡅࡠ௦ࡣࠊ⛖ᒣ࡛ࡶ⸄ᒣ࡛ࡶ㖭ࠎࡢᐙධ⏝࡞ࡔࡅ᥇ࡗ࡚᮶ࢀࡤࠊ௨ୖࡣ
㈎ࡗ࡚ࡶᵝࡀ↓࠸ᡤࡽத࠸ࡣ㉳ࡇࡾࡲࡏࢇ࡞ࢇࡔࡀࠊ᪥ࡣධᡭḟ➨ࡋ࡚⨨ࡁࡲࡍ
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ࠊᡃࡀࡕྲྀࡾ㎸ࡳࡲࡋ࡚▐ࡃ࠺ࡕᒣ㔝ࡀⲨࢀࡲࡍࠋṈத㜚ࢆ㑊ࡅࡿⅭඹ᭷ᆅࢆศ㓄ࡋࡲ
ࡍࠊᅵᆅࡢⲨࢀࡿࡢࡣ㜵ࡂᚓࡽࢀࡲࡍࡀࠊᶒࢆࡗࡓࡾ㈙ࡗࡓࡾࡍࡿ࠺ࡕࠊ⫧ᩱࡢᕤ㠃ࡢ
࡛ࡁࡠ㎰ᐙࡀฟ᮶ࡿࠋ⇞ᩱࡢⅭ㔠ࢆ㐵࠺ⓒጣࡉ࠼ฟ᮶࡚᮶ࡲࡍࠋ  (㞟 16 ᕳ 11-12 㡫)

ࡇࡇࡣ⫧ᩱධᡭࢃࡿࢩࢫࢸ࣒ⓗ㞴㢟࠸࠺ࡁࡶࡢࡢጼࡀࠊࡃࡗࡁࡾ║ぢ࠼ࡿࡼ࠺
ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪔స⏝ࡢᡤ᭷ᆅ࡛ࡣ࡞ࡃཎ㔝࡛࠶ࢀࡤࠊㄡࡋࡶ↓ᑾⶶᜠᜨࡀ࠶ࡓ࠼ࡽࢀࡿࡍࡿ
๓ᥦࢆ⨨࡞ࡅࢀࡤᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡣࠊඹ᭷ᆅ࡞ࡗࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࡓࡔࡕኚ᭦࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋỈࡸ✵Ẽࡀ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ែࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡔࡀඹ᭷ᆅࡢ⥳⫧ࡣࠊᨺ⨨ࡍࢀ
ࡤ▐ࡃ㛫࠸ᑾࡃࡉࢀࡿࠋᙜึ∵࣭㤿ࡢࡼ࠺࡞ᐙ␆ࢆࡶࡘ࠺ࡣࠊࡈࡃࢃࡎ࡞ᕪ࡛࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡀࠊᩘᖺࡢᚋࡣ⫧ᩱࢆࡿࡶࡢ㈙࠺ࡶࡢ⛬ᗘ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋఱゝࡗ࡚ࡶ∵ࡸ㤿ࡣࠊ⏕ࡁ࡚࠸
ࡿ௨ୖᖺᖺ୰ⲡࢆ㣗࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢ∾ⲡࡣࠊ⪔సᆅࡽ㈥ࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡽࠊ∾ⲡᆅࡣ
☜ᐇⲨࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓែࡣࠊ᪥ࠕඹ᭷ᆅࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫࠖᐃᘧࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡣᅜࡽࡢᨻ⟇タᐃ࡛ࡣゎᾘࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡇࢁඹ᭷ᆅࡢ⏝つ๎ࢆỴࡵࡿࡄࡽ࠸࡛
ࡣࠊᐜ᫆࡞ࡇ࡛ࡣゎᾘࡉࢀ࡞࠸ࠋ࠸࠺ࡢࡶࡇࡇ࡛⾪✺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ඹ᭷ᆅ༢ᖺᗘ
ࡢᐖ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡁㄢ㢟࡞ࡿࡢࡣࡇࢀࡽࢆ࠺ࡍࢀࡤ୧❧ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ
᪉ࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢᖜࢆࠊ୕༑ᖺࡢࢫࣃ࡛ࣥឤࡌྲྀࢀࡿ⏕⏘⪅ࡣࠊࢇ࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋၟရ
స≀ࡢ⏕⏘ࡶዡບࡉࢀࠊ㯏⏿ࡸ㔝⳯⏿ࡀࢇࢇ᱓⏿ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓ⏕⏘ෆᐜࡢኚࡢ
ࡶ࡛ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡶࡢࡢ⌧ᐇឤࢆឤࡌྲྀࡿࡇࡣ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ࠋඹ᭷ᆅࡑࡢࡶࡢࡶ࠸ࡎࢀఱኚ
ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡶࡣࡸඹ᭷ᆅ࡛ࡉ࠼࡞࠸ࠋࡇࢀࡀ⌧ᐇឤࡢ㞴ࡋ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡚
ࡶ⪔సᆅࡢ㏆ࡃᅾࡗࡓ⥳ᆅࡀࠊከࡃࡢ⌮⏤࡛ᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡣࠊ㛫㐪࠸࡞ࡃឤࡌྲྀࢀࡿࠋࡉ
ࡽᰗ⏣ࡢ║ぢ࠼࡚࠸ࡓ㎰ᴗ⟇ࡢ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋ

᪩࠸ヰࡀᚚ⭸ඖࡢᮾிᗓࠊ࠶ࡲࡾࡁࡃࡶ↓࠸ᗓ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㞳ᓥࡣูࡋ࡚ෆᆅࡢ᪉ࡔࡅ
ࡶ☜୕㏻ࡾࡢ↛┦␗࡞ࢀࡿ㎰ᴗ⤒῭ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ᒃࡾࡲࡍࠋᕝᮾᓊࡢ᪂⏣ሙࡣࡑࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋከᦶᕝᓊࡢ␊ሙࡣࡑࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ➨୕ࡣ⏥ᕞ᥋ࡋࡓᒣᆅࡢ㎰ᴗ࡛ࡍࠋ
(㞟 16 ᕳ 14 㡫)

ࡇࢀࡣྠ௦ࡢᐁⓗᨻ⟇Ỵᐃ࡛ࡣࠊࢇᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᙜࡢᨻ⟇Ỵᐃࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⌧௦ࡢᨻ⟇Ỵᐃ࡛ࡶᐇࡣྠࡌࡇࡀᙜ࡚ࡣࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦⓗ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢෆᐇࢆ
Ỵࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃせࡣẼೃ᮲௳(᪥↷㛫Ỉ㔞)⪔ᆅ㠃✚≀ὶ᮲௳࡛࠶ࡿࠋࡔࡽ
ゝࡗ࡚ࠊ≉Ṧ⤒῭࠸࠺ࡼ࠺⣽ศࡍࢀࡤࠊᨻ⟇ᩘ༑ⓒ࠸࠺ࡼ࠺࡞ヲ⣽ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᨻ⟇ࡢ㝈⏺࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㢮ᆺࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ㊊࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⤒῭ࡢᡂࡾ❧ࡕࡣࠊࡑࡢᅵࡢᡂ
❧᮲௳(ேᕤⓗᇙࡵ❧࡚ᆅࠊ㛤ቧᆅࠊᅵ㉁ࡼࡿ⮬↛Ⓨ⏕➼)つᐃࡉࢀ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ≀ὶࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢᡂ❧ࡼࡗ࡚ࠊᅽಽⓗከᵝࡍࡿࠋࡇࡇṔྐⓗ᮲௳ࡪࡁࡶࡢࡀ㛵ࡋ࡚ࡃࡿࠋ
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ࡇ㒔ᕷ㎰ᮧࡢࡶⓎᒎࡍࡿጼࢆᥥࡁࠊᒎᮃࡋࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊ⏫ࡢᡂ❧ࡢ᮲௳ࡽၥ࠺࡚࠸
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢṔྐⓗኚ㑄ࡢ║ᕪࡋࡀࠊᰗ⏣ᅛ᭷ࡢࡶࡢࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀࠊ
ࡇࡢㄽᩥࡢ≉㉁࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋṔྐⓗኚ㑄⌧≧ࡲ࡛ࡢ᥎⛣ࢆ㎺ࡿࡇ࡛ࠊ≀ࡢᅛ᭷ᛶࢆྵࢇࡔᙧ
࡛㇟ࡸែࢆㄆᐃࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏫ࡸ㒔ᕷ㞟ⴠࡢᡂ❧ࡣࠊ6 ࣮ࣔࢻࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ(1)⚄♫㛶ࡢ࿘㎶࡛ࡁࡓ⏫࡛
࠶ࡾࠊཧᣏ⪅ࡸࡑࡢࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(2)㐟ぴᆅࡢ⏫࡛࠶ࡾࠊ☾ࡢࡼ࠺ูⲮࡀ࡛
ࡁࠊᾏỈᾎሙࡀ࡛ࡁ࡚ࠊゼၥᐈࡢḧồᛂࡌ࡚ࠊ⏫ࡑࡢࡶࡢࡀసࡾ⥆ࡅࡽࢀࡿࠋ(3) Ἠ⏫࡛࠶ࡾࠊఀ
㤶ಖࠊⲡὠࠊ᭷㤿ࠊᇛᓮࡢࡼ࠺ከᑡ㏻ࡀ౽࡛ࡶࠊ Ἠࡢ࠾ࡆ࡛ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᑡࠎ
㏻ࡀ౽࡛࠶ࡿࡽࠊ㛗㏸␃ࡀ⏕ࡌࠊሙࡶ࡞ࡿࠋ(4)㖔ᒣࡢ⏫࡛࠶ࡾࠊୗ㔝ࡢ㊊ᑿࠊ⩚ᚋࡢ㝔
ෆࠊ㜿ோ㇂ࠊబΏࡢ┦ᕝࠊణ㤿ࡢ⏕㔝➼ࠎ࡛࠶ࡿࠋ(5)Ỉ㝣㏻㊰ࡢ⏫࡛࠶ࡾࠊ㐨㊰ࡀቑ࠼ࡓࡾࠊ㕲㐨
ࡀ㏻ࢀࡤࠊࡲࡓࡓࡃࡲኚࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ(6)ᑠつᶍ࡞⏫ࡀ࠶ࡿࡓࡵࡑࡇ㐨㊰ࢆ㏻ࡋࠊ㐨㊰ࡀ㏻ࡗ
ࡓࡇ࡛ࡲࡓ⏫ࡢጼࡀኚㇺࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞⏫ࡀ࠶ࡿࠋᆅ᪉ࡣࡇࡢࢱࣉࡢ⏫ࡀᏑእከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓศᯒࡣᰗ⏣ࡢᚓពࡍࡿࡇࢁ࡛ࠊ⏕άࡢጼࡢศ㢮Ꮫࡋ࡚ࠕẸᏛࠖᒓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⏫ࡢᙧᡂࡣࠊᐇࡣ⮬↛⎔ቃࡢኚࡶᑐᛂࡉࡏ࡚⪃࠼࡚࠾ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⚄♫ࡢ࠶ࡿ
ࡇࢁࡣࠊᐇࡣࠕሙᡤࡢႏ㉳ຊࠖࡢ࠶ࡿᆅᙧࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ⚄♫ࡌࡓ࠸ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓሙᡤ
ᑐ࡞ࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚄♫ࡣࠊ༙ேᕤ࣭༙⮬↛ࡢ࠸ࢃࡤࠕ㔛ᒣࠖ࠸࠺ࡓࡕࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ቃෆࡢከࡃࡣᮡࡢᮌࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿࠋᑠ㧗࠸ᒣࡢୗタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࢀࢆ⏫ࡪࡢࡣࠊ
ᜏᖖⓗேࡀ㞟ࡲࡿࡽ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡼࡗ࡚⮬↛⎔ቃࡀኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⚄♫ࡣࠊከࡃࡢᆅ࡛
⮬↛⎔ቃࡢ≉ᛶࢆ⏝ࡋࡓ༙⮬↛ࡢ⥔ᣢ⨨࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㐟ぴᆅࡣࠊᾏỈᾎᐈࡸᑠ㧗࠸ᒣࡢ࠶ࡓࡾ(ࡓ
࠼ࡤ㍍ἑ)࡛ࡁࠊ⮬↛⎔ቃࢆά⏝ࡋࡓ㐟ࡧሙ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢỤࡢᓥᾏᓊࡣࠊኟࡣ᪥ᮏࡢࡇࡼࡾࡶ
ேཱྀᐦᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡀࠊᮏ᮶ࡣ⮬↛ࡢ᥋Ⅼࢆᅇࡍࡿࡓࡵࡢタ࡛࠶ࡾሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ Ἠ⏫ࡣࠊ
Ἠ࠸࠺㈨※ࢆᗣ⥔ᣢά⏝ࡍࡿࡢࡔࡽࠊࡇࢀࡇࡑ⮬↛ά⏝ࡢᆺ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࢃࡊࢃࡊࣜ
ࢰ࣮ࢺᆅࢆ㛤Ⓨࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ Ἠ⏫࠸࠺࣮ࣔࢻ࡛ࡢࣜࢰ࣮ࢺᆅࡀከࠎ࠶ࡗࡓࠋⲡὠ࡛ࡶࡢ⏿㏆ࡃ
ࡣࠊࢤ࣮࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁࠊ῝ኪࡲ࡛ࢠࣥࢠࣛࢠࣥࡢࢿ࢜ࣥࢧࣥࡀⅉࡗ࡚࠸ࡿࠋ Ἠ᮶࡚ࡲ࡛
ࠕࢤ࣮ࢭࣥ⾜ࡃࡢࠖᛮ࠼ࡿࡢࡔࡀࠊ㞟ᐈࡢᖺ㱋ᒙࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡣࡸࡴ࡞࠸ࡶᛮ࠼ࡿࠋ1980
ᖺ௦ࡢᚋ༙ࡣࠊ᪥ᮏᅜࢆࣜࢰ࣮ࢺᆅࡍࡿࡇࢆᣦ㔪ࡋࡓከࡃࡢィ⏬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㒑౽ᒁࡢ⡆᫆
ಖ㝤࡛సࡽࢀࡓࠕཌ⏕タࠖࡶከࡃࡣࡇࡢᮇฟ⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࢇࡀಽ⏘ࡋ
ࡓࠋࡍ࡛⮬↛⎔ቃࢆά⏝ࡋࡓ

Ἠࣜࢰ࣮ࢺᆅࡀ᪥ᮏࡣⅬᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊேᕤࡢࣜࢰ࣮ࢺᆅ࡛ࡣᐜ᫆

ኴยᡴࡕ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㖔ᒣ⏫ࡸ㏻ࡢせᡤࡣࠊኚࡀ㏿ࡍࡂ࡚ࠊከࡃࡢሙྜࠊࡑࡇ࡛ࡢ⮬↛
⎔ቃᑐᛂࡍࡿせ⣲ࡣࢇ࡞ࡃࠊ࠼ࡗ࡚⮬↛⎔ቃ᮲௳ࢆఝ⊂❧ኚᩘࡋ࡚࠸ࡿⅬ≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠋ୍ⓗேࡢ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࡀࠊఱࡽࡢ᮲௳ࡼࡗู࡚ࡢሙᡤ⛣ືࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࡣேཱྀ
ᐦᗘࡢ⛣ື࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ┤᥋⮬↛⎔ቃࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

170



ཧ⪃ᩥ⊩
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗ㞟㸯࠘(⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1999 ᖺ)
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗ㞟 16࠘(⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1962 ᖺ)
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗᖾ࡞ࡿⱁ⾡ ➗࠸ࡢᮏ㢪࠘(ᒾἼᩥᗜࠊ1979 ᖺ)
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗ㐲㔝≀ㄒ ᒣࡢே⏕࠘(ᒾἼᩥᗜࠊ1976 ᖺ)
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗᑐㄯ㞟࠘(ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜࠊ1992 ᖺ)
ᰗ⏣ᅧ⏨ࠗᰗ⏣ᅧ⏨࠘(⟃ᦶ᭩ᡣࠊ2008 ᖺ)
ᯈ↷ᖹ⦅ ࠗᰗ⏣ᅧ⏨༡᪉⇃ᴋ ᭩⡆㞟࠘(ᖹซ♫ࠊ1976 ᖺ)
∵ᓥྐᙪࠗᰗ⏣ᅧ⏨ࡢᅜẸ㎰ᴗㄽ࠘(㎰ᩥ༠ࠊ2011 ᖺ)
⸨㝯⮳ࠗᰗ⏣ᅧ⏨ ⤒ୡ῭ẸࡢᏛ࠘(ྡྂᒇᏛฟ∧ࠊ1995 ᖺ)
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ࠕㄒࡾᡭࠖ࠸࠺ື≀
̿̿ᑠㄝࡢゝㄒ⾜Ⅽࢆࡵࡄࡿヨㄽ̿̿
ᒣᮏ ு㸦ᩥᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘
ࠊᵓゝㄒ⾜Ⅽࠊㄒࡾᡭࠊື≀ࠊ⏕ᡂኚ

㸯㸬
ᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘
㸦1905࣭1㹼1906࣭8㸧ࡢෑ㢌ࡣࠊ
ࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠋྡ๓ࡣࡲࡔ↓࠸ࠋ
ࠖ
୍ࠝࠞ
ࡢⴭྡ࡞୍⠇⥆࠸࡚ࠊฟ⏕ࡢගᬒ㌟యឤぬࡢࠕグ᠈ࠖࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋே㛫ࡗ࡚ࡣㄒࡾ
ᚓࡠ⤒㦂ࡀࡇࡇ࡛ᥥฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅࡔࡀࠊࡇࡢሙ㠃ࢆࡣࡌࡵࠊࡶࡣࡸࠕၥ࠺࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ
ࠊ
ࠕゝ࠺
㌟ࡶࡶ࡞࠸ࠖ 1ࡼ࠺࡞ၥ㢟ྵࡳࡢㄒࡾࢆཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢࡶࠊ᭱⤊ⓗㅖࠎࡢᛕࢆໟࡳ㎸ࢇ࡛
ࡋࡲ࠺ࠊࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺ᵓࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᑠㄝୡ⏺ࡢㅖ⾲⌧ぢࡽࢀࡿྍ⬟
ᛶࢆ࠸ࡃࡽ⣽ࡃศᯒࡋ࡚ࡶࠊࡦࡓࡧࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢᏑᅾࢆཷࡅධࢀ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊࡑࢀࡽࡢ▩┪ࡸၥ
㢟Ⅼࡢᣦࡣ㏫ࢼࣥࢭࣥࢫ࡞ࡶࡢ࡞ࡿࠋࡓ࠼ࡤⰰᕝ㱟அࠗἙ❺࠘
㸦1927࣭3㸧ࡣࠊྠࡌࡼ࠺
ゝⴥ⮬ࡢㄆ㆑ࢆ᭷ࡍࡿἙ❺ࡢ⫾ඣࡀⓏሙࡍࡿࡀࠊࡑࡢᏑᅾࡢ㠀⌧ᐇᛶࢆ࠶ࡆࡘࡽࡗࡓࡇࢁ
࡛࠶ࡲࡾពࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
୍᪉ࠊ
ࠕỌ࠸࠶ࡦࡔࠊ⚾ࡣ⮬ศࡀ⏕ࢀࡓࡁࡢගᬒࢆぢࡓࡇࡀ࠶ࡿゝࡦᙇࡘ࡚ࢄࡓࠋ
ࠖㄒࡾฟ
ࡉࢀࡿ୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘
㸦1949࣭7ࠊ
ࠗỴᐃ∧୕ᓥ⏤⣖ኵ㞟 1࠘
ࠊ᪂₻♫ࠊ2000࣭11 ࡼࡾᘬ
⏝㸧࡛ࡣࠊࡑࡢᙇࡀேࡓࡕࡢࠕࡿ࠸ࡋࡳࡢⰍࡉࡋࡓ┠ࡘࡁࠖࢆᣍ࠸ࡓ㏙ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓᑠㄝୡ⏺ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࿌ⓑ㸦ᅇ㸧ࡢᐇࡣࠊࡦ࠸࡚ࡣ୍ே⛠ࡢస୰ே≀̺ㄒࡾᡭ⌧ᐇୡ⏺ࡢస⪅
ࡢ୍⮴ࠊ୍⮴ಀࡿᵓ⌮ㄽࡢㄢ㢟ࢆ๓ᬒࡋࡼ࠺ 2ࠋᑐࡋ࡚ࠊస୰ே≀ࡢゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆḞࡃࠕ࿃㍮ࠖࡢゝⴥࡣࠊᑠㄝୡ⏺࠾࠸࡚ே㛫ࡓࡕࡽࡢྫྷࡉࡽࡉࢀࡿࡇࡀ࡞࠸ࠋࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊ
㸦ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸧ே㛫࡛࠶ࡿ⌧ᐇୡ⏺ࡢస⪅ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢ㛫ࠊᏑᅾㄽⓗ࡞┿ഇࢆࡵࡄࡿၥ
࠸ࡀᤄධࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࢁ࠺ࠋᑠㄝୡ⏺࠾ࡅࡿゝ⾲య㸭ゝ⾲⾜Ⅽࡢయ࡛࠶ࡿ⊧ɆɆࡇࡇ⏕
ࡌࡿࡣࡎࡢடࡶ࡞࠸ࡶࡢࡉࢀࡼ࠺ɆɆࠊ⌧ᐇୡ⏺࠾ࡅࡿゝ⾲⾜Ⅽࡢయ࡛࠶ࡿస⪅࠸ࡗࡓ
ศἲࡣࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢᵓᛶࡼࡗ࡚ࡦࡲࡎࡢࡇࢁᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡶࡼࡾࠊ⊧ࡢฟ⏕ࢆㄒࡿࡃࡔࡾࠊₙ▼ࡼࡿᗂᑡᮇࡢᅇࡸᐇドⓗᐇࢆ㔜ࡡ࡚ࠊస⪅ࡀෆ
ᢪ࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࢆㄞࡳྲྀࡿࡴࡁࡶከ࠸ࠋࡲࡓෑ㢌௨㝆┠ࢆ㌿ࡌࢀࡤࠊࠕⱞἋᙗࠖࢆ୰ᚰⓗᑐ㇟ࡍ
㰓ㄯࠕどⅬ࠸࠺ྡࡢೃ⩌ࠖ㸦୰ᓥᱻࠊᑠ᳃㝧୍ࠊ▼ཎ༓⛅ࠊࠗₙ▼◊✲࠘➨ 15 ྕࠊ2002࣭10㸧࠾ࡅࡿㅖ
ẶࡢⓎゝࠋ
2 ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊΎሯ㑥ᙪࠗࣇࢡࢩࣙࣥࡢဴᏛ࠘
㸦ວⲡ᭩ᡣࠊ2009࣭12㸧ヲࡋ࠸ࠋ
1
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ࡿࠕ࿃㍮ࠖࡢㄒࡾࡣࠊࡑࡢ⮬ᕫ┦ᑐ⮬ᅾ࡞ᢈホᛶࢆࡶࡗ࡚ࠊస⪅ࡢど⥺ࠊゝⴥ㔜ࡡࡽࢀࡿࡇ
ࢁ࡞ࡿࠋ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿసᐙㄽⓗ㛵ᚰࡶ࡙ࡃࡶࡢࡋ࡚ࠊ◊✲᪉ἲࡸཷᐜࣇ࣮࣒ࣞ
ࡢ୍㑅ᢥぢ࡞ࡍࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᑠㄝࠖ࠸࠺ࢪࣕࣥࣝࡢ⮬᫂ᛶࢆၥ࠸ࠊ
ྠ௦ࡢㄽㄝ➼ᘬࡁᐤࡏ࡚ぢ┤ࡍࡇ࡛ 3ࠊࡑࡢࡅࢆᚓࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᑠㄝࡢㄒࡾ
స⪅ࡢෆ㠃ࠊゝⴥࢆྠ୍どࡍࡿㄞゎ࣮ࣔࢻࡣࠊㅖ✀ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᶵ⬟ࡋ࠺ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᑠㄝస
ရࡀࡑ࠺ࡋࡓㄞゎ࣮ࣔࢻࢆ⏝ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡇࡶᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࡦࡲࡎࡢࡇࢁࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺ᵓࡢᡂ❧ɆɆ୍ே⛠ࡢㄒࡾᡭస⪅ࡢ୍⮴ɆɆࠊ
ࠕ࿃㍮ࠖࡢㄒࡾࢆₙ▼ࡢゝⴥࡋ࡚ㄞࡴࡇɆɆ୍ே⛠ࡢㄒࡾᡭస⪅ࡢ୍⮴ɆɆࢆࠊⓗ㛵ಀ
࠶ࡿࡶࡢぢ࡞ࡍࡢ࡛࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ┦౫Ꮡⓗᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㠀⌧ᐇ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ⮬᫂࡞స୰Ꮡᅾࡢゝ⾲࠾࠸࡚ࡇࡑࠊ⌧ᐇࡢస⪅ࡢኌࢆ┤᥋㡪ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺㏫ㄝࠋ
ᑠㄝୡ⏺ࡀ࠶ࡿస୰ே≀ࡼࡗ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡁࠊࡲࡎࡣࡑࡢே㛫ࡲࡘࢃࡿㅖᒓᛶࢆ⌧ᐇࡢస⪅
ࡢࡑࢀẚࡿࡇ࡛ࠊᐇࡢෆᐜࡸ⛬ᗘࡀุ᩿ࡉࢀࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊㄒࡾᡭ࡞ࡿே≀ࡀࠊ
ゝⴥ࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡓᑠㄝୡ⏺Ꮡᅾࡍࡿ௨ୖࠊࡓ࠼స⪅➼㌟ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ぢ࠼ࡼ࠺ࡶࠊࡑ
ࡇࡣᚲ↛ⓗከ✀ከᵝ࡞ᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿࡣࡎࡔࠋ࠶ࡿ✀ࡢᑠㄝࡢゝⴥ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓస୰Ꮡᅾ
ࡢᵓᛶస⪅ࡢኌࡢ┤᥋ᛶࡀࠊᮍศ࡞ᙧ࡛⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺స୰Ꮡᅾࡣࠊ⌧ᐇୡ⏺ẚ㍑ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᑐ㇟ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾⌧
ᐇࡢ୰ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢ↷ᛂ≀ࢆồࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊࡘࡲࡿࡇࢁࠊ㸦ᵓ㐀ࡢពᅗࢆྵࡴ㸧స⪅ࡢࠑ
ീࠒ⾜ࡁ╔ࡃࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ㣕㌍ࢆᜍࢀࡎゝ࠼ࡤࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺ᵓࡀࠊ⌧ᐇୡ⏺࠾ࡅࡿ
࣏ࣜࣇ࢛ࢽࢵࢡ

┤᥋ࡢࣔࢹࣝ࡞ࡋᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࡓ࠼ࢀ ከ ኌ ⓗ ぢ࠼ࡼ࠺ࡶ 4ࠊࡑࡢゝⴥࢆస⪅
ࡢኌ㑏ඖࡍࡿࡇࢆጉࡆࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇࡀၥ㢟ࡍࡿࡼ࠺࡞⾲㇟ࢆࠕⱞἋᙗࠖ࠸
࠺ே㛫ጤࡡ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊ࠶ࡣࡲࡗࡓࡁᵓ࡛࠶ࡿࠑㄒࡿ⊧ࠒࢆ࠾ࡋ࡚ࠊస⪅ࡣ┤᥋ࡳࡎࡽࡢ
ゝⴥࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡓ࠼ࡤෑ㢌㒊ศ࡛ࡶࡦࡁࢃ༳㇟ⓗ࡞⾲⌧ゝ࠼ࡿࠊࠕᤸ㍕ࡏࡽࢀ࡚ࢫ࣮ᣢ
ࡕୖࡆࡽࢀࡓఱࡔࣇࣁࣇࣁࡋࡓឤࡌࡀ᭷ࡘࡓ୍ࠖࠝࠞࡣࠊ࠸ࡗࡓ࠸ㄡࡀࠊఱࡢឤぬࢆㄒࡗࡓࡶ
ࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋᑠㄝࢆ⮬❧ࡋࡓୡ⏺ᥐᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊㅖ✀ࡢྜ⌮ࢆ↓ࡍࡿࠑㄒࡿ⊧ࠒ̺ᵓ
ࡢゝ⾲యࠊࡑࡢゝ⾲ෆᐜࢆᖐᒓࡉࡏࡿࡇ࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࠕ࿃㍮ࠖࡢ⫼ᚋ⌧ᐇୡ⏺ࡢస⪅
ࢆ⨨ࡃ࡞ࡽࡤࠊₙ▼̺ゝ⾲⾜Ⅽࡢయࡀ᭷ࡍࡿ▱ぬ⤒㦂ീࡢ࣐࣒ࣝ࢞࠸ࡗࡓぢ᪉ᖐ╔ࡍࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡔࡀࠊࡼࡾᚤどⓗၥ㢟ࢆぢࡘࡵࡓࡁࠊᵓ࡛࠶ࢀ⌧ᐇ࡛࠶ࢀࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕయࠖࡀᡂ❧
ࡍࡿ๓ࡢฟ᮶࡛࠶ࡿ➨୕ࡢఱࡢฟ⌧ࠊゝࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊே⋇ࡸᐇࡢ༊ู௨๓࠶ࡽࢃࢀࡿࠑື≀ࠒ
࡞ࡿࡶࡢࡢ㡿㔝ࡀษࡾᣅࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊᩥᏛ⌮ㄽࠊࡾࢃࡅᑠㄝࡢㄒࡾࣇࢡࢩࣙࣥ⏕ᡂࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ୍➃↷ࡽࡋ
┿㖡ṇᏹࠕᡙసㄽㄝࡢ㑍㏪̿ࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠖㄽࠖ㸦
ࠗₙ▼◊✲࠘➨ 15 ྕࠊ2002࣭10㸧ࢆཧ↷ࠋ
ࠕ࣏ࣜࣇ࢛ࢽ࣮ࠖ㸦࣑ࣁ࣭ࣝࣂࣇࢳࣥ㸧ࡢほⅬࡽࠕ⊧ࠖࡢㄒࡾࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊࡓ࠼ࡤᯈⰼ῟ᚿ
ࠕࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠖㄽ̿ࡑࡢከゝㄒୡ⏺ࢆࡵࡄࡾ̿ࠖ㸦
ࠗ᪥ᮏᩥᏛ࠘➨ 31 ᕳ➨ 11 ྕࠊ1982࣭11㸧࡞ࠋ

3
4
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ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⌮ㄽసရࢆ┦ᤊ࠼㏉ࡍసᴗࢆヨࡳࡓ࠸ࠋࡑࡇࡽࠊࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢᏑᅾࢆࣞࢠࣗࣛ
࣮࡞ࡶࡢࡋ࡚࡛࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᑠㄝ୍⯡ࡢᵓ㐀₯ໃࡍࡿຊࡢ࠶ࡽࢃࢀࡍࡿぢ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡃࠋே
㛫ࡢႠࡳ࡞ࡽ࡞࠸ᑠㄝࡢᇶᗏࠊ
ࠑື≀ࠒ࡞ࡿࡶࡢࡀసືࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠺ࠋ

㸰㸬
ࣇࢡࢩࣙࣥࡢゝㄒ㸦⾜Ⅽ㸧ࢆࡵࡄࡿဴᏛୖࡢ㆟ㄽࡢࡦࡘࠊࢪ࣭ࣙࣥR࣭ࢧ࣮ࣝࡀᥦ♧ࡋࡓࠕస
⪅ࡢᨃㄝࠖࡀ࠶ࡿ 5ࠋࡇࡢᙇࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘࡽࡢᢈุⓗ᳨ウࢆႏ㉳ࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࠊᙉ࠸
ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓゝ࠼ࡿࠋࢧ࣮ࣝࡣࠊゝㄒ⾜ⅭㄽࡢほⅬࡽࠊࣇࢡࢩࣙࣥࡢゝㄒࡘ࠸࡚ࠊస
⪅ࡀ㏻ᖖࡢ㸦┿㠃┠࡞㸧᩿ゝᆺⓎㄒෆ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿࡩࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢぢ࡞ࡍࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿࢸ࢟
ࢫࢺࢆࣇࢡࢩࣙࣥỴᐃࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ୖࡢ≉ᛶࡣᏑᅾࡏࡎࠊࣇࢡࢩࣙࣥྰࡢุᐃᇶ‽ࡣࠊ
࠶ࡃࡲ࡛స⪅ࡢࠕ」ྜⓗ࡞Ⓨㄒෆ⾜Ⅽពᅗࠖ࠶ࡿࡋࡓ 6ࠋ
ࡴࢁࢇࡇࡢぢゎࡣࠊ㡢ኌ୰ᚰ⩏ⓗయࢆ๓ᥦࡍࡿពᅗࡢ⌧๓ࡢᙧ⪋ୖᏛࢆ

ᏑࡋࠊࡲࡓᩥᏛࢸ

࢟ࢫࢺ➼ࢆ᪥ᖖゝㄒࠕᐤ⏕ࠖࡍࡿࡶࡢぢ࡞ࡍⅬ࡛ࠊJ.L=࣮࢜ࢫࢸࣥࡢゝㄒ⾜Ⅽㄽ 7ࡘ࠸࡚ࢪ
ࣕࢵࢡ࣭ࢹࣜࢲࡀᣦࡋࡓၥ㢟

8 ࡀࡑࡢࡲࡲᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋゝㄒ⾜Ⅽㄽ࠾࠸࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠕ

ࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸࣦࢸ

⾜ Ⅽ 㐙 ⾜ ᛶ ࠖࡢほⅬࡽࠊᵓゝㄒࡢ⾲⌧⾜Ⅽࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟ゝ࠼ࡿࡀࠊࢧ࣮ࣝ
ὶࡢࠕస⪅ࡢᨃㄝࠖࡑࡢ᥈ồࢆጉࡆ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊࡑࡢ⌮ㄽୖࡢ
ഛࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇࢁࡽࠊ⌧ᅾ⮳ࡿㅖ✀ࡢᵓ⌮ㄽࡀᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊࢧ
࣮ࣝࡢ㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆᢈุⓗᦤྲྀࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ」㞧ࡋࡓᵓゝㄒ⾜Ⅽࡢ⌮ㄽࡀ⪃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠊࣇࢡࢩࣙࣥࢆ㐀ࡍࡿస⪅ࡢゝ⾲⾜Ⅽࡀࠊㄞ⪅ࡢ㛫ᡂ❧ࡍࡿᅛ᭷ࡢゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⤌ࡳ᭰࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡛ࢧ࣮ࣝࡶస⪅ㄞ⪅ࡢࠕዎ⣙ࠖ9ㄽཬࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢෆᐇࡀ
⣽ࡃศᯒࡉࢀࡿ࡞࡛ࠊㄞ⪅ࡢᵓཷᐜࢆࡶ⤌ࡳධࢀࡓⓎㄒෆពᅗࡢᵝ┦
ࣥࢆ㏻ࡌࡓ⌧ᐇୡ⏺ࡽసရ✵㛫㸦ྍ⬟ୡ⏺㸧ࡢ⛣ື

10ࡸࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ

11࡞ࡢほⅬࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋ

ࡶࡼࡾࠊᵓゝㄒ⾜Ⅽࡢ⌮ㄽ࠾࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡀࢀ」㞧ࡉࢀ࡚ࡶࠊ
᭱⤊ⓗ࡞ᑂ⣭స⪅యࡢⓎㄒෆពᅗࢆṧࡉࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡸࡣࡾࢧ࣮ࣝࡢ㆟ㄽࡢ⠊ࢆ
㉸࠼ࡿࡶࡢࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡾࢃࡅࠊࣇࢡࢩࣙࣥᡂ❧ࡢ᮲௳ࢆ⌧ᐇࡢస⪅సရࡢヰ⪅ࡢ
୍⮴ồࡵࡿࡁࠊస⪅ࡢࠕⓎㄒෆពᅗࠖࡣࡑࡢᨭ࠼ࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡣࡎࡔ

12ࠋࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡣ

5 ࠕࣇࢡࢩࣙࣥࡢㄽ⌮ⓗ㌟ศࠖ
㸦
ࠗ⾲⌧ព̿ゝㄒ⾜Ⅽㄽ◊✲࠘ࠊᒣ⏣ᖾ┘ヂࠊㄔಙ᭩ᡣࠊ2006࣭9ࠊᡤ
㸧ࠋ
6 ࢧ࣮ࣝ๓ᥖ᭩ࠊ107-108 㡫ࠋ
7 ࠗゝㄒ⾜Ⅽ࠘
㸦ᆏᮏⓒヂࠊಟ㤋᭩ᗑࠊ1978࣭7㸧ࠋ
8 ࠕ⨫ྡࠊฟ᮶ࠊࢥࣥࢸࢡࢫࢺࠖ
㸦ࠗ᭷㝈㈐௵♫࠘ࠊ㧗ᶫဴஓヂࠊἲᨻᏛฟ∧ᒁࠊ2003࣭1ࠊᡤ㸧
ࠋ
9 ࢧ࣮ࣝ๓ᥖ᭩ࠊ120 㡫ࠋ
10 Currie,Gregory.The Nature of Fiction,Cambridge University Press,1990.
11 ࣐࣮ࣜ㸻࣮࣭ࣟࣝࣛࣥࠗྍ⬟ୡ⏺࣭ேᕤ▱⬟࣭≀ㄒ⌮ㄽ࠘
㸦ᒾᯇṇὒヂࠊỈኌ♫ࠊ2006࣭1㸧ࠋ
12 ࡓ࠼ࡤࣛࣥࡀᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕࢃࢀࢃࢀࡣ⮬ศࡽぢ࡚ࡶ㏱࡛᫂࠸ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊㄔ
ᐇ࡞Ⓨヰ⮬ᕫᨃ㐟ᡙ࡛㐙⾜ࡉࢀࡿゝㄒ⾜Ⅽࡢ࠶࠸ࡔࡣࡗࡁࡾቃ⏺⥺ࢆᘬࡅ࡞࠸ࠖࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸦๓ᥖ᭩ࠊ
116 㡫㸧ࠋ
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⌮ㄽࡢ㠀ࢆ┤᥋ၥ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾࠊᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡑࡢస⪅Ꮡᅾᑐࡍࡿศ
ᯒᡭẁࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡁᛕ㢌⨨ࡃࡁࡣࠊసရ◊✲࠾ࡅࡿḟࡢࡼ࠺࡞ホ
ゝ࡛࠶ࡿࠋ

స⪅ࡣ⊧ࡢࡩࡾࢆࡋࠊ⊧ࢆ₇ࡌࠊ⊧ࡢኌⰍࢆࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⊧ࠖࡣ⊧࡛࠶ࡗ࡚⊧࡛࡞
ࡃࠊࡋࡋࡲࡓࠊே㛫࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢ⊧࡛ࡶ࡞ࡃே㛫࡛ࡶ࡞࠸ࠊ␗ᵝ࡞㉸⌧ᐇࡢቃ⏺ⓗᏑᅾࢆస
ࡾฟࡋࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠖ᭱ึࡢ୍ྃࢆㄒࡽࡏࡓࠊ
ࠗ⊧࠘ࡢୡ⏺ࡀᡂ❧ࡋࠊసᐙₙ▼ࡀㄌ⏕
ࡋࡓ

13ࠋ

స⪅ࡀࠕ⊧ࡢࡩࡾࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࢧ࣮ࣝὶࡢᨃㄝぶᛶࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊ᪉࡛ࡑ
ࡢゝㄒ⾜Ⅽࡣࠊ
ࠕ⊧࡛ࡶ࡞ࡃࠊே㛫࡛ࡶ࡞࠸ࠊ␗ᵝ࡞㉸⌧ᐇࡢቃ⏺ⓗᏑᅾࠖ
ࠊ
ࠕ
ࠗ⊧࠘ࡢୡ⏺ࠖࠊ
ࠕసᐙₙ
▼ࠖࢆ㸦࠾ࡑࡽࡃྠ㸧ฟࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᴫࡡጇᙜᛮࢃࢀࡿࡇࡢぢ᪉ᑐࡋࠊ࠸ࡗࡓ
࠸࠸࡞ࡿ⌮ㄽⓗㄝ᫂ࡀྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡉ࡚ࠊࢧ࣮ࣝࡢㄽ㏙࡛ලయࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ௨ᚋ㆟ㄽࡢ↔Ⅼࡢࡦࡘ࡞ࡗࡓࡢࡀࠊࠕࢩࣕ
࣮ࣟࢵࢡ࣭࣮࣒࣍ࢬࠖࢩ࣮ࣜࢬ࠾ࡅࡿస୰ࡢㄒࡾᡭࠕ࣡ࢺࢯࣥࠖࠊస⪅ࢥࢼ࣭ࣥࢻࣝࡢ㛵ಀ
࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣝࡣࠊస⪅ࢻࣝࡀస୰ே≀ࠕ࣡ࢺࢯࣥࠖࡢࡩࡾࢆࡋ࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿᤊ࠼ࠊㄞ⪅ࡢ
ゎ࠸ࡗࡓほⅬࡶྵࡵ࡚ࠊ
ࠕ୍ே⛠ࡢㄒࡾࡶࡢࠖ࠾ࡅࡿᵓゝㄒ⾜Ⅽࣔࢹࣝࢆㄝ᫂ࡋࡓ

14ࠋࡑࡇ

ࡽࠊࡓ࠼ࡤෑ㢌࡛ゐࢀࡓࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺ࠊస୰ே≀࡛࠶ࡿㄒࡾᡭస⪅ࡢྠ୍
ᛶࠊࡑࡢᏑᅾ࠾ࡼࡧゝⴥࡢᐇࡢุ᩿ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ㘒ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡘ
ࡲࡿࡇࢁࠊᑠㄝゝㄒࡑࡢゝ⾲⾜Ⅽࡢᐇࢆࡢࡼ࠺ཷࡅྲྀࡿࡣࠊㄞ⪅ഃࡢࣇ࣮࣒ࣞࡼࡗ࡚
ᕥྑࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓཎ⌮ⓗస⪅ഃ࠾࠸࡚ࡶ☜ᐃ⮳ࡽ࡞࠸௨ୖࠊࠑᨃࠒࡢᡂ❧ࡸ
ࡑࡢពࡣࡘࡡ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡶࡢࡋ࡚࠶ࡿ

15ࠋస୰Ꮡᅾࡑࡢゝⴥ㛵ࡍࡿᐇࡢ㸦ᬻᐃⓗ࡞㸧Ỵ

ᐃࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺෆእ࡛స⏝ࡋ࡚࠸ࡿ↓ᩘࡢせ⣲㸦ࡑࡢ࡞ࡣࠊࢧ࣮ࣝࡢᨃㄝࡀࡋࡓᵓ⾲⌧ࡢ
≉ᛶࡶྵࡲࢀࡼ࠺㸧ࡀ⤡ࡳྜࡗ࡚⏕ࡌࡿࡶࡢゝ࠺࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊస⪅ࡢⓎㄒෆ
ࠊࠊࠊ
ពᅗࡸస⪅̺ㄞ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡽㄝ᫂ࡉࢀࡿᵓゝㄒ⾜Ⅽㄽࡣࠊ࠶ࡿసရࡀ୍⯡ⓗ
ࣇࢡࢩࣙࣥࡋ࡚㏻⏝ࡋ࡚࠸ࡿᐇࢆࠊᚋⓗグ㏙ࡍࡿ㐣ࡂ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㏫ゝ࠼ࡤࠊࡇࡢព࠾࠸࡚ࠊ
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࢆࠊస⪅ₙ▼ࡀ⊧㸦ࠕ࿃㍮ࠖ㸧ࡢࡩࡾࢆࡋ࡚ㄒࡗ
ࡓࣇࢡࢩࣙࣥぢ࡞ࡍࡇఱࡽၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋࣇࢡࢩࣙࣥࡢᡂ❧᮲௳ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ㝿ࠊෑ㢌ࠕ࿃
ࠊࠊࠊࠊࠊ
㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ௨ୗࡢㄒࡾࡣࠊᵓᛶࢆ♧ࡍ⮬᫂࡞ᚩ⾲ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀࡿ 16ࠋ୍⯡ⓗゝ
ఀ㇋ᙪࠕ
ࠕ⊧ࠖࡢㄌ⏕̿ₙ▼ࡢㄒࡾᡭ̿ࠖ㸦
ࠗ᪥ᮏᩥᏛ࠘➨ 37 ᕳ➨ 1 ྕࠊ1988࣭1㸧ࠋ࡞࠾ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶
ࡿ࠘ࡢࠕㄒࡾ㸦ᡭ㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊసရ⾲⌧ࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆྵࡴ㔜せ࡞ㄽ⪃ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡣࠊㄽࡢ
ᛶ㉁ୖࠊࡑࢀࡽࡢඛ⾜◊✲༑ศ࡞ㄽཬࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࢆὀグࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
14 ࢧ࣮ࣝ๓ᥖ᭩ࠊ112 㡫ࠋ
15 ࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋㄽࠕᵓ⌮ㄽࡽ⪃࠼ࡿ୍ே⛠ᑠㄝ㝶➹ࡢ೫ᕪ̿୰Ꮫᰯᅜㄒᩍᮦࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ
㸦ࠗಙᕞᏛᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘➨ 5 ྕࠊ2012࣭3㸧ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ
16 ࡓ࠼ࡤࠊ㔝ᐙၨ୍ࠗ≀ㄒࡢဴᏛ࠘
㸦ᒾἼ᭩ᗑࠝᒾἼ⌧௦ᩥᗜࠞࠊ2005࣭2ࠊ207 㡫㸧࡞ࠋ
13



175



ࠊࠊ
ࡗ࡚ࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢᏑᅾゝ⾲ࡣࠊ
㸦࠾ࡑࡽࡃస⪅࣭ㄞ⪅࠸ࡎࢀࡢഃ࠾࠸࡚ࡶ㸧ᵓᛶࡢㄆ㆑ᴟࡵ
࡚ᙉࡃస⏝ࡍࡿ➨୍ࡢせ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔࠋ☜⌮ㄽୖࠊᑠㄝ࠾ࡅࡿᐇࡢ༊ูࡣࠊ㐃⥆ⓗ
ࡘ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢゝ࠼ࡿࠋࡔࡀࠊ࠸ࡸࡑࢀࡺ࠼ࠊᙉᅛ࡞ᵓ࣐࣮࣮࢝ࢆᣢࡘࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢ
ᵓᛶࡣᏳᐃⓗ㸦ӆ⤯ᑐⓗ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୍ே⛠ࡢㄒࡾస⪅ࡢᨃㄝࠊࡘࡲࡾ⊧ࡢࡩࡾࢆࡍࡿₙ▼
ࡢⓎㄒෆពᅗࡸస⪅̺ㄞ⪅㛫ࡢዎ⣙ゎࢆᐃࡍࡿࡇࡣࠊ࠸ࡶ⮬↛ぢ࠼ࡿࠋ
ࡶ࠺ᑡࡋ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊస⪅ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢࠊ⌧ᐇᵓࡢ୍⮴㸭୍⮴㛵ࡍࡿ㸦ᬯ
㯲ࡢ㸧ุ᩿ࡣࠊ࠶ࡿពࣉࣛࢢ࣐ࢸࢵࢡ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶゝ࠼ࡿࠋࡇࡇࠊᵓゝㄒ⾜Ⅽㄽࡋ
࡚ࡢస⪅ࡢᨃㄝࠊᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢぶᛶࡢᇶᗏࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᐇ㝿ࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊ
ࠑㄒ
ࡿ⊧ࠒ࠸࠺ᵓ⾲ᚩࡢ⫼ᚋࡣࠊ⌮ᛶⓗ࡞ゝ⾲య࡛࠶ࡿస⪅ࡢࠕⓎㄒෆពᅗࠖࢆᐃࡏࡊࡿࢆ࠼
࡞࠸ࡣࡎࡔࠋ
ࠕኳ㐨බᖹ㸦❧⏫⪁ᱵ㸧
ࠖࡽࡢᡭ⣬ុࡃࠕⱞἋᙗࠖࡢጼࡣ㸦
ࠕ≬ேࡢస⛬ឤ᭹ࡍࡿ
௨ୖࡣ⮬ศࡶከᑡ⚄⤒␗≧ࡀ࠶ࡾࡣࡏࡠࠖࠝࠞ㸧ࠊゝㄒ⾲㇟ࡢᐇࢆࡵࡄࡿ≬Ẽࡢ῝ῡ⮫ࢇ࡛
㌟ࢆࡦࡿࡀ࠼ࡍࠊᑠㄝࡢస⪅ࠊㄞ⪅ࡢែᗘ┦ᙜࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢆ㏉ࡏࡤࠊゝㄒ୍⯡ࡢ᰿
ඖⓗ࡞ᵓᛶ

17ࢆ㛤♧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢᭀຊᛶࡽࠊࢁ࠺ࡌ࡚ࠑᑠㄝࠒࢆᣓࡾฟࡍᯟ⤌ࡳ

ࡋ࡚ࠊస⪅ࡢᨃㄝࡀ㸦ᚋⓗ㸧ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
ⶈᐿ㔜ᙪࡣࠊ᳃㮆እࠗࡢࡼ࠺࠘
㸦1912࣭1㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࣇࢡࢩࣙࣥࡢ⌮ㄽ㛵ࡍࡿᢈุⓗ⪃
ᐹࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ
ࠕ୍༉ࡢ⊧ࡀࡳࡎࡽࢆࠕ࿃㍮ࠖࡧࠕྡ๓ࡣࡲࡔ࡞࠸ࠖ࠸࠸ࡑ࠼ࡿࡇࠖࡶ
ᣲࡆ࡞ࡀࡽࠊࠕᵓ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼チࡉࢀࡿస⪅ࡢ⮬⏤࠸࠺どⅬࠖ❧ࡘࠕࣇࢡࢩࣙࣥⓗチ
ᐜᗘࠖࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ

18ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࣇࢡࢩࣙࣥࡢㅖ⾲㇟ࢆస⪅ࡢ⮬⏤ጤࡡࡿࡼ࠺࡞⌮

ゎࡀࠊ
ࠕ
ࠕព㆑ࡋࡓბࠖࡢㄽ⌮ࠖࡢᐜㄆࢆពࡍࡿࡋ࡚ࠊస⪅ࡢᨃㄝ㔜ࡡ࡚ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྡ
↓ࡋࡢ⊧ࡀ୍ே⛠࡛ㄒࡾࠊ᭩ࡃࡇ㸦
ࠕ࠺㡰ࠎ᭩࠸࡚ࡃࡿࠊ᭩ࡃࡀከ㐣ࡂ࡚฿ᗏ࿃㍮ࡢᡭ㝿
ࡣ୍ᩬࡉᙧᐜࡍࡿࡀฟ᮶ࢇࠋࠖࠝࠞ㸧ࡣࠊ࠸Ⲩ၈↓✍࠸࠼ࡶࠊࡑࢀࡀࣇࢡࢩࣙࣥ
࡛࠶ࡿ௨ୖࡣᵓ㐀ࡢពᅗࢆᣢࡗࡓస⪅యࡢ⮬⏤࡛࠶ࡿࠊࡑࡋ࡚ࠊᑠㄝ࠾ࡅࡿ୍ே⛠ࠕ࿃㍮ࠖ
ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⮬⏤ࢆᣢࡘ⌧ᐇࡢస⪅ࡀࠊᵓࡢᏑᅾࠑㄒࡿ⊧ࠒࢆࡗ࡚ゝ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡢࡔ͐͐ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ࡀࠊ
ࠕ⊧࡛ࡶ࡞ࡃࠊே㛫࡛ࡶ࡞࠸ࠊ␗ᵝ࡞㉸⌧ᐇࡢቃ⏺ⓗᏑᅾࠖࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊᑠㄝ
㸦ࠕ
ࠗ⊧࠘ࡢୡ⏺ࠖ
㸧స⪅㸦
ࠕసᐙₙ▼ࠖ
㸧ࡢ⏕ࡲࢀࡿ▐㛫ゐࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࣉࣛࢢ࣐ࢸࢵࢡ࡞ᚋゎ㔘ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊ࠸ࡲ୍ᗘၥ㢟ࢆὙ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱㸬
ࡼࡃᣦࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᑠㄝࢆ᭩ࡃస⪅ࡢࠕពᅗࠖࡣࠊసရࡢゝⴥࡑࡢࡶࡢࡽ㐳ཬⓗ௬ᵓࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୰ᮧ୕ࡣࠊ
ࠕ
ࠕṇᖖࡢゝㄒ⏝ࠖࠕᐤ⏕ⓗࠖ࡞ࡑࢀࢆ༊ูࡍࡿࠕస⪅
ࡢⓎㄒෆⓗពᅗࠖࡸࠕⓎㄒෆⓗ࡞ຊࠖࡢゎࡶࠊࡑࢀࡌࡓ࠸ࡀ༊ูࡢᑐ㇟ࡉࢀࡿᩥࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ
17
18

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧ୕ࠗࣇࢡࢩࣙࣥࡢᶵᵓ࠘㸦ࡦࡘࡌ᭩ᡣࠊ1994࣭5ࠊ114-125 㡫㸧ࢆཧ↷ࠋ
ࠗࠕ㉥ࠖࡢㄏᝨ̿ࣇࢡࢩࣙࣥㄽᗎㄝ࠘
㸦᪂₻♫ࠊ2007࣭3㸧ࠊ99 㡫ࠋ
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ࡿ௨እ࡞࠸࠸࠺⌮⏤ࡼࡗ࡚ࠊ༢ᚠ⎔ㄽἲ࡞ࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࠖࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ࠕⓎㄒෆ⾜Ⅽࡣࠊ
Ⓨㄒ⾜Ⅽࡢゎ㔘㠃ⓗ౫Ꮡࡍࡿࠖ㏙࡚࠸ࡿ

19ࠋ
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࢆᑐ㇟ࠊࡑࡇ࡛࡞ࡉࢀ

ࡓᵓゝㄒ⾜Ⅽࡢᐇ㉁㏕ࡿࡣࠊᑠㄝࡢᇶᗏ࠶ࡿࠕⓎㄒ⾜Ⅽࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ᳨ウࡀᚲせ࡞
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶࢧ࣮ࣝࡢ㆟ㄽࡀࠊᢈุⓗ፹࡞ࡿぢ᪉ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧ࣮ࣝࡼࢀࡤࠊࣇࢡࢩࣙࣥ
ࢆᵓᡂࡍࡿࠕⓎㄒෆ⾜Ⅽࠖࡢᨃࡣࠊ㏻ᖖࡢゝㄒ⏝࡛ാࡃつ๎ࢆಖ␃ࡍࡿࠊ
ࠕỈᖹつ⣙ࠖࡢᏑᅾࡼ
ࡗ࡚ྍ⬟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕỈᖹつ⣙ࢆⓎືࡍࡿពᅗࢆకࡗࡓⓎヰ⾜Ⅽࡢ㐙⾜ࠖࡀస⪅ࡢᨃࡢ๓
ᥦࢆ࡞ࡍࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࢧ࣮ࣝࡣࠊస⪅ࡀࠕᐇ㝿ᩥࢆⓎヰࡍࡿ㸦᭩ࡃ㸧
ࠖ࠸ࡗࡓࠕⓎヰ⾜Ⅽࠖ
ࢆࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕᮏ≀ࡢ⾜Ⅽ࡛ࠖ࠶ࡿࡋࠊ
ࠕࣇࢡࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࡣࠊ┿࡞ヰ࠾ࡅࡿⓎヰ
⾜Ⅽࡽ༊ูྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊࡦࡘࡽ࡞ࡾࡢヰࢆࣇࢡࢩࣙࣥᒓࡍࡿసရ
ࡋ࡚ྠᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺⓗ≉ᛶࡣఱ୍ࡘᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ࠖࡢ⪃࠼ࢆ♧ࡍ

20ࠋ

ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚Ύሯ㑥ᙪࡣࠊࠕᵓⓗ࡞Ⓨゝ࠾࠸࡚ࡣࠊస⪅ㄒࡾᡭࡢศ㞳࠸࠺ែࡀࠊࡌࡘ
ࡣࡍ࡛Ⓨヰ⾜Ⅽࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠖࡋࠊᢈุⓗぢゎࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧ࣮ࣝࡢศᯒࡣࠊࠕ
ᵓⓗ࡞Ⓨゝࡀࠊస⪅ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿྠࠊస୰ே≀ࡶࡋࡃࡣ࠶ࡿᐇయࡢᕼⷧ࡞ㄒࡾᡭࡼࡿ㠀⌧ᐇ
ࡢⓎゝ࡛ࡶ࠶ࡿ࠸࠺㔜ᛶࡢㄆ㆑ࠖࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ

21ࠋࡲࡓࠊᵓࡢస୰ே≀ࡢᣦ♧ࡲࡽࡎࠊ

ᑠㄝࢆᵓᡂࡍࡿࠕㄒࡾࡢయࠖࡀࠊࠕ㸦ࡍ࡛Ⓨヰ⾜Ⅽࡢࣞ࣋ࣝࡶྵࡵ࡚ࠊ㸧୍㠃࠾࠸࡚㠀⌧ᐇࡢゝ
ㄒ⾜Ⅽࡔ࠸࠺Ⅼࠖࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᑠㄝ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᐇࡢస⪅ࡼࡿ᭩ࡃ⾜Ⅽࡀࠊྠ
ࠕస⪅ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡣぢ࡞ࡋࡀࡓ࠸㠀⌧ᐇࡢㄒࡾࠖࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡽΎሯࡣࠊ
ࠕ㠀⌧ᐇࡢㄒࡾࡢ㐀࠸࠺ែࠖࢆ➨୍ࡢၥ࠸ᤣ࠼ࡿ

22ࠋ

ᑠㄝࡢⓎㄒ⾜Ⅽࡣࠊࡘࡡࡍ࡛⌧ᐇ㸭㠀⌧ᐇࡢࠕ㔜ᛶࠖࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ᵓᛶࡢ᮲௳
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࠕ㠀⌧ᐇࡢㄒࡾࡢ㐀ࠖࡢၥ㢟ࡣࠕⓎㄒ⾜Ⅽࡢゎ㔘ࠖ
ࠊࡍ࡞ࢃࡕᑠㄝࡢゝⴥ
ࢆࠕ㠀⌧ᐇࡢゝㄒ⾜ⅭࠖཷࡅṆࡵࡿㄞࡳᡭഃࡢែᗘࠊከࡃጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ
ᵓゝㄒࡢ⾜Ⅽ㐙⾜ᛶ㏕ࡿヨࡳࡽࡍࡿࠊᑠㄝࡢⓎㄒ⾜Ⅽㄆࡵࡽࢀࡿࠕ㔜ᛶࠖࡶࡲࡓࠊゝⴥࡢ
⫼ᚋᚋࡽᥐᐃࡉࢀࡿศ㢮ᯟࡔゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᐇ㸭㠀⌧ᐇࡢࠕ㔜ᛶࠖࡢほⅬࡽᑠㄝࡢ
Ⓨㄒ⾜Ⅽࢆᤊ࠼ࡿ㝿ࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡿࡢࡣࡸࡣࡾࠊ⌧ᐇࡢస⪅ࠕస୰ே≀ࡶࡋࡃࡣ࠶ࡿᐇయࡢᕼⷧ
࡞ㄒࡾᡭࠖ࠸ࡗࡓゝ⾲య㸦ே㛫㸧ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
☜ࠊࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘࠾ࡅࡿࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢタᐃࡣࠊࠕㄒࡾࡢయࠖࡀࠕ㠀⌧ᐇࡢゝㄒ⾜Ⅽࠖ
࡞ࡿᑠㄝࢪࣕࣥࣝࡢཎ⌮ࢆࠊ᫂♧ⓗ⾲ࡍࡶࡢゝ࠼ࡿࠋࠕ㠀⌧ᐇࡢゝㄒ⾜Ⅽ࡛ࠖ࠶ࡿࡺ࠼ࠊࡓ
࠼ࡤෑ㢌࠶ࡿฟ⏕┤ᚋࡢ⤒㦂ࡸᮎᑿࡢ⁒Ṛ⮳ࡿෆゝ㸦ࠕⱞࡋ࠸࡞ࡀࡽࠊ࠺⪃ࡓࠋࠖ
ࠝ༑୍ࠞ
㸧
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢⓎㄒ⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠑሙࠒࢆၥ࠺ࡇࡣ↓⏝࡞ࡿࠋᑠㄝࡀ୍ே⛠ࡢㄒࡾࡢᙧែࢆ
ࡿሙྜࠊ
ࠕ㠀⌧ᐇࡢゝㄒ⾜Ⅽࠖࡢࠑ⌧ᐇᛶࠒࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊ᪥グࡸᡭ⣬࠸ࡗࡓయࢆࡣࡌࡵࠊⓎ
19
20
21
22

୰ᮧ๓ᥖ᭩ࠊ103-104 㡫ࠋ
ࢧ࣮ࣝ๓ᥖ᭩ࠊ111 㡫ࠋ
Ύሯ๓ᥖ᭩ࠊ112-113 㡫ࠋ
Ύሯ๓ᥖ᭩ࠊ120-121 㡫ࠋ
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ㄒ⾜Ⅽࡢᡂ❧ࡲࡘࢃࡿㅖタᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋࡔࡀࠊࠑㄒࡿ⊧ࠒࡼࡗ࡚ᵓᛶࡀ᫂♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓタᐃࢆຍࡍࡿᚲせᛶࡣపࡃ࡞ࢁ࠺㸦ㄒࡾࡢ㝈ᐃࡢ㐓⬺㛵ࡍࡿస୰ฎ⌮
ࡘ࠸࡚ࡣࡍࡄᚋ㏙ࡿ㸧
ࠋࡓࡔࡋࠊ⊧㸦ື≀㸧ࡣゝⴥࢆヰࡉ࡞࠸࠸࠺ࠑ⌧ᐇࠒࡼࡗ࡚ࠊ⊧ࡼࡿ
ᑠㄝࡢࠕㄒࡾࡢయࠖࡀࠑ㠀⌧ᐇࠒ࡞ࡿⅬࡣࠊࡼࡾὀព῝ࡃ⪃࠼ࡿࡁࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡉࡋ࠶ࡓ
ࡾࠊ
ࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ࠸࠺ゝ⾲ࡣࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒ㸻ࠑ㠀⌧ᐇࠒࡢᏑᅾࡀࠊ⊧ࡀヰࡍ࠸࠺ࠑ㠀⌧ᐇࠒ
ࡢែࢆࠊ⾜Ⅽ㐙⾜ⓗゝⴥ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢぢ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕბࡘࡁࡢࣃࣛࢻ
ࢡࢫࠖ̿̿ゝ⾲యゝ⾲⾜Ⅽࡢయࡢ㛫⏕ࡌࡿ⮬ᕫゝཬࡢ࣮ࣝࣉ̿̿㝗ࡿࡇࡀ࡞࠸ࡢࡣࠊ
ゝ⾲࠾ࡅࡿ⌧ᐇ㸭㠀⌧ᐇ㸦┿㸭ഇ㸧ࡢᇶ‽ࡀࠊᙜࡢゝ⾲ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿゝⴥࡑࡢࡶࡢࡢࠑ⌧ᐇࠒ
㸦⊧ࡣ
ゝⴥࢆヰࡉ࡞࠸㸧ồࡵࡽࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ௬ࠊ
ࠕ࿃㍮ࡣࠑゝⴥࢆヰࡉ࡞࠸ே㛫ࠒ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖࡣࡌ
ࡲࡿᑠㄝࡀ࠶ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊ࠸ࡑࢀࡀࣇࢡࢩࣙࣥࡋ࡚࠶ࢁ࠺ࡶࠊࡑࡢࠕㄒࡾࡢయࠖࡣ⮬
ᕫゝཬࡽⓎࡍࡿྜ⌮ࡀ⤊ጞࡘ࠸࡚ࡲࢃࡿࡣࡎࡔࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓព࡛ࡣࠊ
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘࠾ࡅࡿࠕ࿃㍮ࠖ㸻⊧ࡢㄒࡾࢆࠊ
㸦Ⓨㄒ⾜Ⅽࢆྵࢇࡔ㸧య
ࡋ࡚ࠕ㠀⌧ᐇࡢゝㄒ⾜Ⅽࠖࡳ࡞ࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊⓎㄒ⾜Ⅽ࠾ࡅࡿࠕస⪅ㄒࡾᡭࡢศ㞳ࠖ
ࡸࠕ㔜ᛶࠖࡶ௬ึࡵࡢࡶࡢ࡞ࢁ࠺ࠋᾋࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊ⤖ᒁࡢࡇࢁࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺
ᵓᏑᅾࢆᣦ♧ࡍࡿ⌧ᐇࡢస⪅ࡢࠕⓎㄒෆពᅗ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣࠑ⊧ࡢࡩࡾࢆࡋ࡚ㄒࡿₙ▼ࠒࡢᵓᅗ
࡛࠶ࡿࠋస⪅ࡢ㑏ඖᖐ╔ࡋ࡞࠸ࡓࡵᚲせ࡞ࡢࡣࠊㄒࡿື≀ࡣே㛫ࡢࡳ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠑ⌧ᐇࠒ
㸻ᇶ‽ࢆࠊᑠㄝ࠾ࡅࡿࠕⓎㄒ⾜Ⅽࡢゎ㔘ࠖࡢ๓ᥦ᮲௳ࡽ୍ᗘእࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᛮ⪃᧯
సࡣࠊ⌧ᐇࡢస⪅ࡼࡿ᭩ࡃ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ㠀⌧ᐇᏑᅾࡼࡿㄒࡾ࠸ࡗࡓࠕ㔜ᛶࠖࡢᚋᥐᐃࡽࠊ
ᵓࡢゝㄒ⾜Ⅽࡀ⏕ᡂࡍࡿᆅⅬ❧ࡕᡠࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕᤸ㍕ࡏࡽࢀ࡚ࢫ࣮ᣢࡕୖࡆࡽࢀࡓఱࡔࣇࣁࣇࣁࡋࡓឤࡌࡀ᭷ࡘࡓࠖ̿̿ࠋࠑ⌧ᐇࠒࢆ⏕
ࡁࡿே㛫ࡣࠊ▱ぬࡍࡿ㌟యࢆᣢࡘᏑᅾࡋ࡚ࠊ
ࠑື≀ࠒࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜᒓࡍࡿࠋࡴࢁࢇࠊゝㄒࡼࡗ࡚
ศ⠇ࡉࢀࡿ௨๓ࡢ▱ぬࡣࠊே㛫ࡗ࡚ㄒࡾᚓࡠࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࡓ࠼ࡤฟ⏕┤ᚋࡢ㌟య
ឤぬࠊゝⴥࡉࢀࡓ▐㛫ࠑ㠀⌧ᐇࠒ࡞ࡿࡇࡢࠑ⌧ᐇࠒࡇࡑࠊ
ࠑື≀ࠒࡢㄒࡾ̺ᵓࡢゝㄒ⾜Ⅽࡼࡗ
࡚⾜Ⅽ㐙⾜ⓗ㐀ࡉࢀࡿࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋᑠㄝࡢゝⴥࡢⓎㄒ⾜Ⅽᐃࡉࢀࡿࡁࡣࠊ⌧ᐇࡢస⪅㸭
㠀⌧ᐇࡢࠑㄒࡿ⊧ࠒ࠸࠺⪅ᢥ୍࡛࡞ࡃࠊࡲࡓࡑࡢࠕ㔜ᛶ࡛ࠖࡶ࡞ࡃࠊ
ࠑື≀ࠒ
㸦ࡋ࡚㸧ࡢゝㄒ
⾜Ⅽ࠸࠺ែ࡞ࡢࡔࠋࡑࢀࡣࠊゝㄒᏑᅾࡋ࡚యࡀ☜ᐃࡍࡿࡼࡾ๓ࡢࠊࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓయࢆ๓ᥦ
ࡍࡿᐇࡢ༊ู௨๓ࡢฟ᮶ࡋ࡚⏕ࡌࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇ㝿ࡣࠊே㛫௨እࡢ⏕ࡁ≀ࡢㄒࡾ࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿ㸦≉Ṧ࡞㸧ᑠㄝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊస⪅ㄒࡾᡭࡢศ㞳ࡀᚋⓗㄆࡵࡽࢀࡿࣇࢡࢩ୍ࣙࣥ⯡ࡶࡲࡓࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞య㸦ே㛫㸧ࢆḞ࠸ࡓゝㄒ⾜Ⅽࡀ₯ໃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋࠑື≀ࠒ࣭ࠑㄒࡿ⊧ࠒ
ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓゝㄒ⾜Ⅽࡢ✵ࢆሸࡍࡿࡾࡑࡵࡢጼ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡓࠊㄒࡽࢀࡓゝⴥࢆࠑᑠㄝࠒࡓ
ࡽࡋࡵࡿᚲせ࡞Ꮡᅾࡋ࡚࠶ࡿࡢࡔࠋ

㸲㸬
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ᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡀㄒࡾᡭᤣ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊస୰ே≀ࢆㄒࡾᡭ
ࡍࡿ୍⯡ࡢ୍ே⛠ᙧᘧࡣࡲࡽ࡞࠸ᥥࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᐙᚸࡧ㎸ࢇ࡛ࡢ┐
ࡳ⪺ࡁࢆࡣࡌࡵࠕⱞἋᙗࠖࡢᡭ⣬ࡸ᪥グࡢなࡁぢࠊ㖹ࡢගᬒࠝࠞࡸἾᲬ⌧ሙࠝࠞࡢᐇἣࡽࠊ
㸦ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸧ື≀ࡢࡳࡀⓏሙࡍࡿ✵㛫࡞ࠊࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢ≉ᛶࡼࡗ୍࡚ே⛠ᑠㄝ࠾ࡅࡿ⾲⌧ࡢ
ᖜࡀ᱁ẁᗈࡀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ࡞࡛࠸ࢃࡺࡿᙧᘧࡢࠑ㐓⬺ࠒࡋ࡚ṧࡿࡢࡀࠊⓏሙே≀ࡢෆ
㠃ྥࡅࡓㄒࡾࡢ࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋࡘࡡὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊே࡛࠶ࡿࠕⱞἋᙗࠖࡢᚰࡢෆࢆ
ㄒࡿ⮬↛ࡉࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ࿃㍮ࠖࡣࠕㄞᚰ⾡ࠖࢆᣢࡕฟࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ

23ࠋࡑࡢ㐺ྰࡣࡶࡃࡋ࡚ࠊ

ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࡛࠘ࡣࠊࡑࡶࡑࡶேࡢᚰ୰ᑐࡍࡿㄒࡾࡢไᚚࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡓゝ࠼
ࡤࡑ࠺࡛࡞࠸ࠋ
ࠕㄞᚰ⾡ࠖ࡞ࡿゝ࠸ヂࡀฟࡿ๓ࡶࠊ
ࠕⱞἋᙗࠖⓏሙே≀ࡢෆ㒊ࢆࠊ࠸ࡃࡪࢇ᩿ᐃ
ⓗ♧ࡍࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀぢࡽࢀࡿࠋࡾࢃࡅࠊே㛫ࡓࡕࡢヰࡀ୰ᚰ࡞ࡿሙ㠃̿̿ࡇࢀࡀከࡃ࡞ࡿ
ࡢࡶࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢ≉ᛶࡢࡦࡘゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺࡛̿̿ࡣࠊᇶᮏⓗࠊⓎゝ⪅ࡢෆᚰࡣᆅࡢᩥ㸦ࠕ࿃㍮ࠖ
ࡢゝⴥ㸧࡛᥎

⾲⌧ࡶ♧ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᙧែࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ

࠼ࡤࠊ
ࠕ⣽ྩࠖࡢෆᚰ┤᥋ゝⴥࡀཬࡪ⟠ᡤ

24ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊࡁㄒࡾᡭࠕ࿃㍮ࠖࡢ᥎

࠸ࡗࡓ

ᙧᘧୖࡢᘓ࡚๓ࡀ㣕ࡧ㉺࠼ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸦ᑠㄝ⾲⌧୍⯡ࡀഛ࠼ࡿࠑ྾ࠒࡸࠑㄒࡾཱྀࠒࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡴࡋࢁ⮬↛ࡶゝ࠼ࡿࡀ㸧
ࠋ
ࠕㄞᚰ⾡ࠖࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓல⣽࡞㐓⬺ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡽᾋୖࡋ
࡚ࡃࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡼࡾࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢ≉ᛶࡣ୕ே⛠ࡢㄒࡾ㔜࡞ࡿࡇࢁࡀከࡃࠊࡑࡇࡽ⏕
ࡌࡿ㸦୍ே⛠ࡽ୕ே⛠ࡢ㸧ᙧᘧⓗ㐓⬺ࢆᅇࡍࡿࡶࡢࡳ࡞ࡏࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢㄒࡾᡭࡣࠊ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡓࡔ୍ே㸦୍༉㸧ࡔࡅ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕㄞ
ᚰ⾡ࠖபࠎࢆྫྷࡍࡿ௨๓ࠊ୕ே⛠ᑠㄝࡢࡈࡃࠕⱞἋᙗࠖࡽࡢෆ㠃ࢆ┤᥋ㄒࡾ࠺ࡿㄒࡾᡭࡀࠊ
ࠑㄒ
ࡿ⊧ࠒࡢ㤨⯉㞃ࢀ࡚୪Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ࠊࠑㄒࡾᡭࠒ
ࡑࡢே⛠ᙧᘧࢆ⤫୍ⓗᤊ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࠕㄞᚰ⾡ࠖ๓㏙ࡢㅖ≉ᛶࢆලഛࡋ୍ே⛠࡛ࠑㄒ
ࡿ⊧ࠒࡢ࠺ࠊ୕ே⛠ᑠㄝᥐᐃࡉࢀࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ↓ே᱁ࡢㄒࡾᡭࠖࡀኚ␗㸦㐓⬺㸧ࡋࡓጼࢆぢ
࡚ࡼ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ᾆᗣࡣࠊ୍ே⛠ᑠㄝ୕ே⛠ᑠㄝ࠾ࡅࡿᵓᛶࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿ

25ࠋ୍ே

⛠ᑠㄝ࡛ࡣࠊస⪅ࡣࠕ┿㠃┠ࠖㄒࡿࡩࡾㄒࡾᡭ㸻Ⓩሙே≀࡛࠶ࡿࡩࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊㄒ
ࡾᡭࡣࠕࡩࡘ࠺ࡢⓎヰࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊෆᐜ࣭ᙧᘧࡶㅖࠎࡢ㐓⬺ࢆ㑊ࡅࡓࠕᮏᙜ
ࡽࡋࡉࠖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᑐࡋ࡚ࠊࠕ୕ே⛠ᑠㄝ࠾ࡅࡿࠊⓏሙே≀࡛ࡣ࡞࠸ㄒࡾᡭࢆస⪅ྠ୍どࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸☜ࡓࡿ⌮⏤ࡣ࡞࠸ࠖ 26ࠋ୕ே⛠ᑠㄝࡢస⪅ࡣࠊ
ࠕ┿㠃┠ࠖ࡞Ⓨヰࡢᨃ࡞࡛࡞ࡃࠊ
ࠕఱ
23

ࠕ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿࠋ⊧ࡢⒷ࠺ࡋ࡚ேࡢᚰ୰ࢆࡃ⢭ᐦグ㏙ࡋᚓࡿࡩࡶࡢࡀ࠶ࡿࡶ▱ࢀࢇࡀࠊ
Ṉ࡞ࡣ⊧ࡘ࡚ఱ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ࿃㍮ࡣ࡛ㄞᚰ⾡ࢆᚰᚓ࡚ᒃࡿࠋ࠸ࡘᚰᚓࡓ࡞ࢇ࡚ࠊࡑࢇ࡞వィ࡞ࡣ⪺
ࢇ࡛ࡶ࠸ࠋࡶࡃࡶᚰᚓ࡚ᒃࡿࠋ
ࠖࠝࠞ
24 ࠕࡉࡍࡀぢẅࡋࡍࡿࡢࡶẼࡢẘぢ࠼࡚ࠕࡲ࠶㣰ࢆࡘ࡚㐵ࢀࠖேࡀᚚ୕ࡎࡿࠋᚚ୕ࡣࡶࡘ㋀ࡽ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡏᵝࡖࡸ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠸ࡩ║࡛⣽ྩࢆぢࡿࠋ⣽ྩࡣ㋀ࡣぢࡓ࠸ࡀࠊẅࡋ࡚㎾ぢࡿẼࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡔࡲࡘ࡚ᒃ
ࡿࠋ
ࠖࠝࠞ㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧
25 ࠕࣇࢡࢩࣙࣥࠖ
㸦ᾆ⦅ࠗᩥᏛࢆ࠸ㄒࡿ̿᪉ἲㄽࢺ࣏ࢫ࠘ࠊ᪂᭙♫ࠊ1996࣭7ࠊᡤࠊ240-269
㡫㸧ࠋ
26 ᾆ⦅๓ᥖ᭩ࠊ258 㡫ࠋ
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ࡼࡾࡶࡲࡎࠕࢀࡗࡁࡋࡓࠖࣇࢡࢩࣙࣥⓗⓎヰ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ࠕࢺࣝࢫ
ࢺࡣࣥࢼ࣭࣮࢝ࣞࢽࢼ࠸࠺ே≀ࡲࡘࢃࡿ≀ㄒࢆㄞ⪅ྥࡗ࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠖࡢぢ᪉ࡀᡂࡾ
❧ࡘࡢࡔ

27ࠋ

 ࢧ࣮ࣝࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࠕࡋ࡚ࣇࢡࢩࣙࣥୖࡢ≀ㄒࡢⴭ⪅ࡣࠊ≀ㄒࡢ࡞ࠊࣇࢡࢩࣙࣥୖࡢ
ࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤ≀ㄒࡢ୍㒊࡛ࡶ࡞࠸Ⓨヰࢆᤄධࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠖࡉࢀࠊࠗࣥࢼ࣭࣮࢝ࣞࢽࢼ࠘
ࡢෑ㢌ࡢ୍⠇ࢆࠊࠕࡇࢀࡣࣇࢡࢩࣙࣥୖࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┿࡞Ⓨヰ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣṇ┿ṇ㖭
ࡢ᩿ゝ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ28ࡢぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲᢈุࡉࢀࡿࡇࢁࡔࡀ

29ࠊ

୕ே⛠ᑠㄝࡢࠕⓏሙே≀࡛ࡣ࡞࠸ㄒࡾᡭࠖࡑࡢㄒࡾࡢ┦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡞ྫྷࡀᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋ
࣐࣮ࣜ㸻࣮࣭ࣟࣝࣛࣥࡣࠊࢧ࣮ࣝࡢ㆟ㄽ࠾ࡅࡿస⪅ࡣࠊᯫ✵ࡢࡶࡢࢆᣦ♧ࡍࡿࡩࡾࢆࡍࡿࠊ
⌧ᐇୡ⏺ࡘ࠸࡚ࠕ┿㠃┠ࠖᣦ♧ࡍࡿࡢࡩࡓ࠾ࡾࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡿᣦࡋࡓ࠺࠼࡛

30ࠊ

ḟࡢࡼ࠺ၥࢆᢞࡆࡅࡿࠋ

ࡩ

ࡾ

࡛ࡣ↓ே᱁ླྀ㏙ࡢࡤ࠶࠸ࠊᐇ㝿ࡢヰ⪅ࠝస⪅ࠞࡣ࠸ࡗࡓ࠸ࡔࢀࡢ ᨃ ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ၥ
ࡩ

ࡾ

㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࢧ࣮ࣝࡣࠕゝㄒ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿ ᨃ ࢆࡍࡿࠖࡇࠕಶேࡋࡓㄒࡾᡭ࡛࠶ࡿ
ࡩ

ࡾ

ᨃ ࢆࡍࡿࠖࡇࢆᑐ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍ぢࠊ↓ே᱁ᵓసရ࠾ࡅࡿ௦⌮ヰ⪅ࢆᚲせ࡞࠸ࡶࡢ
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋࡇࢁࡀࠊࡌࡘࡣࢧ࣮ࣝࡢබᘧࡣࠊ
ࠕ㐙⾜ࡍࡿࠖ࠸࠺ືモㄽ⌮ୖ
ࡢㄒࡀᚲせࡔ࠸࠺ᐇࢆ㞃ⶸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗࣥࢼ࣭࣮࢝ࣞࢽࢼ࠘ࡢࡼ࠺࡞ྂⓗ࡞୕ே⛠
ࠊࠊࠊ
ࢹࣥࢸࢸ
ᵓ≀ㄒࡢస⪅ࡀࡘࡢ ⣲ ᛶ ࢆᘬཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡞ࡽࠊࡇࡢస⪅ࡣゝㄒ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿ⮬ศ⮬
ࠊ
㌟࡛࠶ࡿࡩࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡣ࡞࠸ 31ࠋ

 ࡑࡇ࡛ࠊྍ⬟ୡ⏺ㄽ❧⬮ࡍࡿࣛࣥࡣࠊస⪅㸦Ⓨヰ⨨㸧ࡢᵓୡ⏺࠾ࡅࡿ⛣ືඛ࡞ࡿࠕ௦
⌮ヰ⪅ࠖᴫᛕࢆࠊ
ࠕ↓ே᱁ླྀ㏙ࠖࡽ࡞ࡿᑠㄝࡶ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡿࡇࢁࠊ
ࠕ௦⌮ヰ⪅ࠖࡣࠕᚰ
⌮ⓗ⌧ᐇ࡛ࡶࡪࡁࡶࡢࢆᥦ♧ࡍࡿࠊே᱁ࢆᣢࡘ㸭ಶேࡋࡓㄒࡾᡭࠊ⣧⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡼࡗ࡚
Ꮡᅾࡀᥐᐃࡉࢀࡿࠊ↓ே᱁ࡢㄒࡾᡭࠖࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡀࠕస⪅ࡢᚰⓏሙே≀ࡢᚰ
ࡢ࠶࠸ࡔᅾࡉࡏࡽࢀࡿ⮬ᚊࡋࡓᚰࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠖࡢᑐࡋࠊᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࡑࡢᏑᅾࡣ
ࡦ࠼ࠊࢸࢡࢫࢺⓎヰࡢㄔᐇᛶ᮲௳ࢆࡓࡍ㈐௵ࢆࠊస⪅ࡀ㈇ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡔࡅ
ᥐᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࠸ࡗ࡚≉ᚩࢆᣢࡓ࡞࠸ヰ⪅ࡣே㛫ࡋ࡚ࡢཌࡳࢆḞ࠸࡚࠾ࡾࠊෆໟࡉࢀࡓస⪅
ࡢពぢࡽ㞳ࢀ࡚ほⓗពぢࢆ⾲࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡽࠊࡑࡢே᱁࣭ಙᛕุ࣭᩿ࢆ⮬ᚊࡋࡓ⚾⛎ⓗ㡿ᇦࡋ
࡚ㄞ⪅ࡀᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
ࠖつᐃࡉࢀࡿ 32㸦࡞࠾ࠊ
ࠕෆໟࡉࢀࡓస⪅ࠖࡢ⨨࡙ࡅࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊ
27
28
29
30
31
32

ᾆ⦅๓ᥖ᭩ࠊ262 㡫ࠋ
ࢧ࣮ࣝ๓ᥖ᭩ࠊ120 㡫ࠋ
ࡓ࠼ࡤ୰ᮧ๓ᥖ᭩ࠊ105-106 㡫ࠋ
ࣛࣥ๓ᥖ᭩ࠊ118 㡫ࠋ
ࣛࣥ๓ᥖ᭩ࠊ118-119 㡫㸦ഐⅬᮏᩥ㸧ࠋ
ࣛࣥ๓ᥖ᭩ࠊ126-127 㡫ࠋ
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↓ே᱁ࡢㄒࡾᡭࡢゝⴥࡀ⌧ᐇࡢస⪅ࡢぢゎࡶ㔜࡞ࡾ࠺ࡿ⪃࠼ࡿⅬ࡛ࡣࠊඛࡢᾆࡢㄝ᫂ྠᵝ࡛
࠶ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊἙ⏣Ꮫࡣࠊࣛࣥࡢᙇ㛵ࡍࡿᢈุⓗ⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡘࡘࠊ⮬⏤㛫᥋ヰἲ࡞≉
ㄒࡾᡭࡢᏑᅾࡀᕼⷧ࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
ࠕㄒࡾࢇࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࠕㄒ
ࡾᡭࠖࡘ࠸࡚ㄒࡿࡇࢆ࠸ࡃࡽ㞴ࡋࡃࡋࠊࢃࡾ≀ㄒゝㄝࢆస⪅ᖐᒓࡉࡏࡿࡇࢆಁࡍࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄒࡾᡭࡢࡣࠊᏑᅾㄽⓗ᭷㝈ಶศ⠇࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ୍ே⛠ࡢㄒࡾࡶྵࡵ࡚ࠊ୍ࡘࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝୖ㐃⥆ⓗศᕸࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
ࠖ 33ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㄒࡾᡭࡀ᫂♧ࡉࢀ࡞࠸୕ே⛠ᑠㄝࠊ⌧ᐇࡢస⪅ࡼࡿࠕࠕࢀࡗࡁࡋࡓࠖࣇࢡࢩࣙࣥⓗⓎヰ⾜
Ⅽࠖࡢ㐙⾜ࢆぢࡿࡍࡿࠊࡑ࠺ࡋࡓ㸦┿ࡢ㸽㸧ᵓゝㄒ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿࠕㄽ⌮ୖࡢㄒࠖࡣࠊ
ࠑ≀
ㄒࢆࠕ┿㠃┠ࠖㄒࡿస⪅ࠒࡢࡩࡾࢆࡍࡿస⪅⮬㌟̿̿ࠕព㆑ࡋࡓბࠖࢆࡘࡃయ̿̿࠸ࡗࡓࡼࡾ
ࢼࣥࢭࣥࢫ࡞Ꮡᅾࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࡛࠶ࢀࡤࡸࡣࡾࠊᑠㄝࡢゝⴥࢆᵓࡓࡽࡋࡵࡿࠕ↓ே᱁ࡢㄒࡾ
ᡭࠖࡢᥐᐃࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࠕㄒࡾᡭࠖࡣࠊ
ࠕேࡢᚰࢆ┐ࡳㄞࡳ࡛ࡁࡿ㉸⬟ຊࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖ34ࢆᣢࡘࡢࡈࡃㄒࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠕ࠺ࡸࡽᚰゝㄒ⬟ຊࠝcompetenceࠞࢆ
ഛ࠼ࡓࡦࡘࡢయ࡛࠶ࢁ࠺ࢃࡎ᥎ࡋ㔞ࡽࢀࡿࡃࡽ࠸ࠖ35࡛≉ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕே㛫ࡋ࡚ࡢཌࡳࢆḞ࠸࡚ࠖ࠸ࡿࠕ↓ே᱁ࡢㄒࡾᡭࠖ
㸦
ࠕ௦⌮ヰ⪅ࠖ
㸧ࡢ⛣ືࢆࠊᵓ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸࣦ

ゝㄒ⾜Ⅽ࠾࠸࡚⏕ࡌࡿస⪅ࡢ ⾜Ⅽ㐙⾜ⓗ ࡞ኚែ̿̿ᨃ࡛ࡣ࡞ࡃ̿̿ᤊ࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡁᑠㄝࢆ㸭࡛ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕᚰゝㄒ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓࡦࡘࡢయ࡛ࠖ࠶ࡿࠑື
≀ࠒ
ࠊ࠸ࢃࡤࠕ⊧࡛ࡶ࡞ࡃே㛫࡛ࡶ࡞࠸ࠊ␗ᵝ࡞㉸⌧ᐇࡢቃ⏺ⓗᏑᅾࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࠑື≀ࠒࡋ࡚ࡢࠕㄒࡾᡭࠖࡽ࡞ࡿࠕࢫ࣌ࢡࢺࣝୖࠖࠊᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢሙྜ
ࡣࠊ୍ே⛠࡛ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡽ୕ே⛠ࡢࠕ↓ே᱁ࡢㄒࡾᡭࠖࡲ࡛ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ

㸳㸬
ゝⴥࡽ࡞ࡿᵓୡ⏺࡛࠶ࡿᑠㄝࡣࠊ
ࠕㄒࡾᡭࠖ࠸࠺ࠑື≀ࠒࡀ₯ໃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
㸦ゝ⾲
⾜Ⅽࡢ㸧య㸻ே㛫࡞ࡽࡊࡿఱ࡛࠶ࡾࠊ⾜Ⅽ㐙⾜ⓗࡳࡎࡽࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠㄝࢆ᭩ࡃ
⾜Ⅽ㸦ᑠㄝࡢゝㄒ⾜Ⅽ㸧ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕㄒࡾᡭࠖ㸻ࠑື≀ࠒࡢ⏕ᡂࠊྰᛂ࡞ࡃᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ
ࢆពࡋࡼ࠺ࠋ
ࡇࡇ࡛౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢪ࣭ࣝࢻ࣮ࣝࢬࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜࡀ♧ࡋࡓࢥࣥࢭࣉࢺ࡛࠶ࡿࠋ
య௨๓࠶ࡿ⤒㦂ࡢᆅᖹࢆⱁ⾡సရࡢ࠺ࡕぢฟࡋ࡚࠸ࡃࢻ࣮ࣝࢬ㸻࢞ࢱࣜࡣࠊࠕே㛫ࢆ✺ࡁᢤ
ࡅࠊᘬࡁࡉࡽࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࠊࡑࡋ࡚ື≀ࡶே㛫ࡶ➼ࡋࡃస⏝ࢆ࠾ࡼࡰࡍࡼ࠺࡞ࠊࡁࢃࡵ࡚≉Ṧ
ࢼ࣮ࣞࢩࣚࣥ

࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮

33

ࠕㄒࡿ⾜Ⅽࡢ Ꮡ ᅾ ㄽ ࠖ㸦ᾆᗣ⦅ࠗࣇࢡࢩࣙࣥㄽࡢㄏ࠸ɆᩥᏛ࣭Ṕྐ࣭㐟ࡧ࣭ே㛫࠘ࠊୡ⏺ᛮ♫ࠊ
2013࣭1ࠊᡤࠊ280-296 㡫㸧ࠋᘬ⏝ࡣ 291-292 㡫ࡼࡾࠋ
34 ࣛࣥ๓ᥖ᭩ࠊ122 㡫ࠋ
35 ࣛࣥ๓ᥖ᭩ࠊ120 㡫ࠋ
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࡞ࠑື≀ࡢ⏕ᡂኚࠒ
ࠖ36ࢆ㘽ᴫᛕࡢࡦࡘࡍࡿࠋ
ࠕື≀ࡢ⏕ᡂኚࠖࡣࠊື≀ࡢࠕ┿ఝࠖ
࣭
ࠕᶍ
ೌ࡛ࠖ࡞ࡃࠊࡲࡓࠕே㛫ࡀࠕ⌧ᐇࠖື≀࡞ࡿࡢ࡛ࡶࠊື≀ࡀࠕ⌧ᐇูࠖࡢࡶࡢ࡞ࡿࡢ࡛ࡶ࡞
࠸ࠖࠋே㛫ࡸື≀࠸ࡗࡓࠕᅛᐃࡋࡓ㡯ࠖ౫ࡽ࡞࠸ࠊ⏕ᡂኚࡑࡢࡶࡢࡀࠕ⌧ᐇⓗࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕே㛫ࡀື≀ࠑ࡞ࡿࠒ࠸࠺ࡇࡣ⌧ᐇࡔࡀࠊே㛫ࡀኚࡋࡓ⤖ᯝࡑࢀ࡞ࡿື≀ࡣ⌧ᐇ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࡉࢀࡿ

37ࠋᮏㄽᙜ࡚ࡣࡵ࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊస⪅ࡀࠕㄒࡾᡭࠖ࠸࠺ࠑື≀ࠒ⏕ᡂኚࡍࡿࡇࡣ

ࠕ⌧ᐇࠖࡢฟ᮶࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝస୰⌧ࢀࡿࠑㄒࡿ⊧ࠒࡣࠕ⌧ᐇࠖࡢᏑᅾ࡛ࡣ࡞࠸ɆɆࡇࡇࣇ
ࢡࢩࣙࣥࡢゝㄒ⾜Ⅽࡢෆᐇࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋ

సᐙࡀࢀࡗࡁࡋࡓ㨱⾡ᖌࡓࡾ࠺ࡿࡢࡣࠊ᭩ࡃࡇࡀ୍ಶࡢ⏕ᡂኚ࡛࠶ࡾࠊࡡࡎࡳࡢ⏕ᡂኚ
ࠊ᪻ࡢ⏕ᡂኚࠊ⊋ࡢ⏕ᡂኚ࡞ࠊసᐙࡢ⏕ᡂኚࡣ␗࡞ࡿྍᛮ㆟࡞⏕ᡂኚ
ࡀ᭩ࡃ⾜Ⅽࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࡽࡔ

38ࠋ

 ᑠㄝࡢゝㄒ⾜Ⅽࡣࠊ
ࠕᅛᐃࡋࡓ㡯࡛ࠖ࠶ࡿయ࡞ࡋࠑ㐙⾜ࠒࡉࢀࡿࠊ
ࠕື≀ࡢ⏕ᡂኚࠖぢ࡞
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡍࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡁⱁ⾡సရࡣࠊࠕㅖឤぬࡢࣈࣟࢵࢡࠊࡍ࡞ࢃࡕ⿕▱ぬែኚᵝែ
ࠊࠊࠊࠊ
࣌ࣝࢭࣉࢩࣚࣥ
࣌ ࣝ ࢭ ࣉ ࢺ
ࡢྜᡂែࠖ39ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ ▱ ぬ ࠖ༊ูࡉࢀࡿࠕ⿕▱ぬែ ࠖࡣࠊ
ࠕࡑࢀࢆ
ࢧࣥࢳ࣐ࣥ

ࣇ࢚ࢡࢩ࢜ࣥ

య㦂ࡍࡿ⪅ࡢ≧ែࡽ⊂❧ࠖࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྠࡌࡃࠕ  ⥴ ࠶ࡿ࠸ࡣ ኚᵝ㸻ឤ ࠖ༊ูࡉࢀࡿࠕ
ࣇ࢚ࢡࢺ

ኚᵝែ ࠖࡶࠊ
ࠕࡑࢀࢆ⤒㦂ࡍࡿ⪅ࡢ⬟ຊࢆࡣࡳࡔࡋ࡚࠸ࡿࠖ
ࠋࡍ࡞ࢃࡕ୧⪅ࡣே㛫యࡽ⮬❧ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ⱁ⾡సရࡣࠊ
ࠕᡈࡿឤぬᏑᅾࠖࡋ࡚ࠕ༶⮬ⓗᏑᅾࠖࡍࡿࡶࡢぢ࡞ࡉࢀࡿ
࣌ ࣝ ࢭ ࣉ ࢺ

40ࠋ
ࠕⱁ⾡

ࣇ࢚ࢡࢺ

ᐙࠖࡋ࡚ࡢసᐙࡣࠊ
ࠕㄒࠖࡸࠕ⤫㎡ἲࠖࢆᡭẁࠊ▱ぬ࣭య㦂యࡽࠕ⿕▱ぬែ ࠖ
࣭
ࠕኚᵝែ ࠖࢆ
ࠕᘬࡁ㞳ࡍࠖࡇ࡛

41ࠊࡑ࠺ࡋࡓⱁ⾡సရࢆ㐀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢぢ᪉ࡶࠊ⌧ᐇࡢస⪅ᑠㄝࡢࠕㄒࡾ

ᡭࠖࡢ୍⮴ࢆせㅉࡍࡿᵓ⌮ㄽࠊ࠾ࡼࡧࣇࢡࢩࣙࣥࡢⓎㄒ⾜Ⅽࡢ㆟ㄽ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࣇ࢚ࢡࢺ

 ࡑࡋ࡚ࢻ࣮ࣝࢬ㸻࢞ࢱࣜࡣࠊ
ࠕື≀ࡢ⏕ᡂኚࠖ࡞ල⌧ࡉࢀࡿࠕኚᵝែ ࠖࠊື≀ே㛫
Ώࡿࠕ☜ᐃࢰ࣮ࣥࠖ
ࠊ
ࠕྍ㆑ูࢰ࣮ࣥࠖࡢᡤᅾࢆᐃࡍࡿ
ࣇ࣒࢜ࣝ

42ࠋࡇࡢࠕࢰ࣮ࣥࠖศࡅධࡿࡇࡀ
ࣇ࢜ࣥ

࡛ࡁࡿࡢࡣⱁ⾡ࡢࡳࡔࡀࠊࡑࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡢࡣࠊ
ࠕᙧែ ࠝᅗࠞࢆᔂ₽ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ ⫼ᬒ ࠝᆅࠞ
ࣆࣘࢧࣥࢫ

ࡢ

ຊ

ࠖࠊ
ࠕࡶࡣࡸࢀࡀື≀࡛ࢀࡀே㛫࡞ࡢࡀࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ࠶ࡢࢰ࣮ࣥࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡉࡏ
ࣆࣘࢧࣥࢫ

ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ⫼ᬒࡢ

ຊ

ࠖ 43ࡔࡉࢀࡿࠋᑠㄝࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࡛࠘ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⫼ᬒࡢ

36 ࢪ࣭ࣝࢻ࣮ࣝࢬ㸭ࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜࠗ༓ࡢࣉࣛࢺ࣮࠘
㸦Ᏹ㔝㑥୍ヂࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ1994࣭9㸧ࠊ
274 㡫ࠋ
37 ࠗ༓ࡢࣉࣛࢺ࣮࠘
ࠊ275 㡫ࠋ
38 ࠗ༓ࡢࣉࣛࢺ࣮࠘
ࠊ277 㡫ࠋ
39 ࢪ࣭ࣝࢻ࣮ࣝࢬ㸭ࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜࠗဴᏛࡣఱ࠘
㸦㈈ὠ⌮ヂࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠝἙฟᩥᗜࠞࠊ2012࣭
8㸧ࠊ275 㡫㸦ഐⅬᮏᩥ㸧ࠋ
40 ࠗဴᏛࡣఱ࠘
ࠊ275 㡫ࠋ
41 ࠗဴᏛࡣఱ࠘
ࠊ281 㡫ࠋ
42 ࠗဴᏛࡣఱ࠘
ࠊ291-292 㡫ࠋ
43 ࠗဴᏛࡣఱ࠘
ࠊ292 㡫ࠋ
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ࣆࣘࢧࣥࢫ
E

ຊ
E

ࠖࡀ๓㠃⌧ࢀࠊゝⴥࡢ᭷↓ࡼࡿே㛫㸭ື≀ࡢ༊ู࠸ࡗࡓࠕᙧែࠝᅗࠞࠖࢆᔂࡋ࡚࠸ࡿ
A

ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠑㄒࡿ⊧ࠒࡢⓎヰࢆ୰ᚰࡍࡿసရࡣࠊࡑࡢ⮳ࡿࡇࢁࠕ࠶ࡢࢰ࣮ࣥࠖࡢᏍࡀ㛤࠸࡚
࠸ࡿࠋ
ࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢ㸦≉Ṧ࡞㸧⾲⌧ᙧែࡣࠊᑠㄝ࠸࠺ゝㄒⱁ⾡₯ᅾࡍࡿࣔࢹࣝࡀල⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ͤࠗ࿃㍮ࡣ⊧࡛࠶ࡿ࠘ࡢᘬ⏝ࡣࠊ
ࠗₙ▼㞟࠘➨୍ᕳ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1993࣭12㸧ᣐࡗࡓ㸦ࣝࣅ➼ࡣ┬
␎ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࠋ



183



༡᪉⇃ᴋ᭕࡞ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ㸸ᗎㄝ

⏣ᮧ ⩏ஓ㸦༡᪉⇃ᴋ㢧ᙲ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸༡᪉⇃ᴋࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࠊ⏕ែᏛࠊ㭯ぢᏊࠊ


ࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻ






㸯㸬
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤ̾ࡑࡢ  ୡ⣖ⓗ⏝ἲ
ࡔࡀࠊࡇࡢࡼ࠺┠ぢ࠼ࡿ┤᥋ࡢᮇᚅࡸᜍᛧࡢ⫼ᚋࡣࠊᒣࡋࢃࡽ࡞࠸ࠊࡶࡗ῝࠸
ពࡀ㞃ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛗࠸ṓ᭶ࢆ⤒࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿᒣࡔࡅࡀࠊࡇࡢ࣑࢜࢜࢝ࡢ㐲ྭ࠼ࠊほࢆ
࠼ࡎ⪥ࢆࡍࡲࡍࠋ
㸦͐㸧
  ࡑࡢࡁ௨᮶ࡰࡃࡣࠊ࣑࢜࢜࢝ࢆ᰿⤯ࡸࡋࡍࡿᕞࡀḟࠎቑ࠼࡚ࡺࡃࡢࢆぢ࡚ᬽࡽࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋ᪂ࡓ࣑࢜࢜࢝ࡢ࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓᒣࡢ㢦ࢆࡎ࠸ࡪࢇ═ࡵࡓࡋࠊࢩ࢝ࡢ᪂ࡋ࠸㋃㊧ࡀ㏞㊰ࡢࡼ
ࡋࢃ

࠺࡛ࡁ࡚ࠊ⓾ ࡢࡼ࠺࡞ᶍᵝࡢࡘ࠸ࡓ༡ᩳ㠃ࡶᗄࡘࡶぢ࡚ࡁࡓࠋ㣗ࡸࡍ࠸పᮌࡸⱝⱆࡀṧࡽ
ࡎࢩ࢝ࡌࡽࢀ࡚ࠊ᭱ึࡣᖸࡽࡧࠊࡸࡀ࡚ࡣᯤṚࡋ࡚࠸ࡃࡉࡲࡶほᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ㣗ࡽࢀࡿ
ᮌࡣࡳ࡞ࠊ㤿ࡢ㠡㢌ࡢ㧗ࡉࡲ࡛ࡢⴥࡀࡍࡗࡾ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦͐㸧࠶ࡆࡃ
ࡢᯝ࡚ࡣࠊ⋓≀ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡞ࡀࡽቑ࠼ࡍࡂࡀཎᅉ࡛ḟࠎ㣹Ṛࡋࡓࠊ⩌ࢀࢆ࡞ࡍࢩ࢝ࡓࡕࡢ
㦵ࡀࠊᯤṚࡋࡓࢧࣝࣅࡢᖿࡶ㔝ࡊࡽࡋ࡞ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ࠎ୪ࡪࣅࣕࢡࢩࣥࡢ୪ᮌࡢ
ୗ࡛ᮙࡕᯝ࡚࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡉࡽ࡞ࡀࡽᛮ࠺ࡢࡔࡀࠊࢩ࢝ࡢ⩌ࢀࡀ࣑࢜࢜࢝ᡓࠎᜍࠎࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡢྠ
ᵝࠊᒣࡣࢩ࢝ࡢ⩌ࢀᡓࠎᜍࠎࡋ࡞ࡀࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋ࠸ࡸࠊ࠾ࡑࡽࡃᒣࡢ
᪉ࡀࡶࡗኚࡔࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊ∻ࢪ࢝ࡀ୍㢌࣑࢜࢜࢝ಽࡉࢀ࡚ࡶࠊࠊ୕ᖺࡶࡍࢀࡤඖ࠾
ࡾ࡞ࡿࡢࠊቑ࠼ࡍࡂࡓࢩ࢝Ⲩࡽࡉࢀࡓᒣᇦࡀඖ࠾ࡾ࡞ࡿࡢࡣఱ༑ᖺࡀࡾ࡛ࡶࡋ
࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
  ∵ࡢ㛵㐃࡛ࡶࠊྠࡌࡇࡀゝ࠼ࡿࠋ⮬ศࡢᅵᆅࡢ࣑࢜࢜࢝ࢆ᰿⤯ࡸࡋࡍࡿ∵㣫࠸ࡣࠊࡑࡢ
ᅵᆅࡢᗈࡉᛂࡌ࡚ࢩ࢝ࡢᩘࢆ㛫ᘬࡃ࠸࠺࣑࢜࢜࢝ࡢࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࡇẼ࡙࠸࡚࠸࡞
࠸ࠋᒣࡢ㌟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇࢆᏛࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡔ㸦࣏ࣞ࢜ࣝࢻS㸧
ࠋ

ྑࡢᘬ⏝ࡣࠊࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࠗ㔝⏕ࡢ࠺ࡓࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ࠘
㸦᪂ᓥ⩏ヂ㸧➨㒊ࠕࢫࢣࢵࢳࡇࢁ
ࡇࢁࠖࡢ୰ࡢ୍❶ࠕᒣࡢ㌟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡿࠖࡢ୍⠇࡛࠶ࡿࠋⴭ⪅ἐᚋࡢ  ᖺබหࡉࢀࡓࡇࡢᩥ
❶ࡼࡗ࡚ࠊ᳃ᯘಖ࠾ࡼࡧ㔝⏕㫽⋇⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࡔࡗࡓ⏕ែᏛ⪅࣏ࣞ࢜ࣝࢻ㸦㸧ࡀ࡞
ࢆッ࠼ࡓࡗࡓࢆࠊ༙ୡ⣖ࡢᚋࡇࢀࢆㄞࡴ⚾ࡓࡕࡣࠊᇶᮏⓗࡣࡼࡃ⌮ゎฟ᮶ࡿࠋ⮬↛ࡢ⏕ែ⣔
ࡢ୰࡛ࡣࠊື᳜≀ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࡍ࡚ࡢ⏕≀⩌ࡀືⓗ࡞ᆒ⾮ࡢ࡞࡛⏕άࡋ࡚࠾ࡾࠊ▷ᮇⓗ࡞ቑῶ
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ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚⏕Ꮡࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ≉ᐃࡢ⏕≀⩌ᑐࡋ࡚ே㛫ࡀពⓗ࡞
ാࡁࡅࢆࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ㛫ࡢ⤒㐣ࡶయᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣࡋࡤࡋࡤே㛫
⮬㌟ࡶ࡞ኚࡸࠊ⏕≀┦యࡢ⾶㏥ࢆࡸࡀ࡚ࡶࡓࡽࡍࠋ̾ࡑ࠺࠸ࡗࡓⴭ⪅ࡢᛮ࠸ࡀࠊῐࠎ༶
≀ⓗ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆㄞࡳࡿࡇࡣࠊ᪥ࡢ୍⯡ㄞ⪅ࡗ࡚ࡑࢀᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚
ࡑ࠺࠸ࡗࡓࠊࡍ࡚ࡢ⏕ࡁ≀ࡀࡢࡍ࡚ࡢ⏕ࡁ≀ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺⮬↛⏺
ࡢ࡞ࡢ⏕ࡢ㐃㙐ࡢࡋࡃࡳࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿࡢࡀࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮㸻⏕ែᏛ࠸࠺◊✲㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ
ࡶࠊᇶᮏⓗࡣࡦࢁࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࡇࡇ࡛ࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡣࠊ࠶࠸ࡲ࠸ࡉ࡞࠸ࡋពࡢ㔜ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋヨࡳⱥㄒ࠾ࡅࡿࠊࡇࡢࡇࡤࡢ᪥ⓗ࡞ࢃࢀ᪉ࢆ 2[IRUG (QJOLVK
'LFWLRQDU\㸦⌧⾜ࡢ  ᖺ➨  ∧㸧࡛ぢ࡚ࡳࢀࡤࠊㄒ⩏ࡣࡁࡃࡩࡓࡘศࡅࡽࢀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
ᐃ⩏ࡑࢀࡒࢀࡢ⏝ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸯ࠊື᳜≀ࡢ⤒῭ࡢ⛉Ꮫࠊ⏕యࡑࡢ࿘㎶⎔ቃࠊ⩦័ࠊ⏕άᵝᘧࡢ㛵ಀࢆᢅ࠺⏕≀Ꮫࡢ୍㒊
㛛ࠋ
㸦7KHVFLHQFHRIWKHHFRQRP\RIDQLPDOVDQGSODQWVWKDWEUDQFKRIELRORJ\ZKLFKGHDOV
ZLWKWKHUHODWLRQVRIOLYLQJRUJDQLVPVWRWKHLUVXUURXQGLQJVWKHLUKDELWVDQGPRGHV
RIOLIHHWF㸧

㸰ࠊ
㸦ຍⓗࠊࡲࡓ༢⊂࡛㸧ᨻࡢᩥ⬦࠾࠸࡚ࠊ⏘ᴗởᰁࡢࡼ࠺࡞࢚ࢥࣟࢪ࣮㛵ࢃࡿၥ㢟
㛵ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ≉ࠊ⎔ቃࡢࠊࡲࡓࠕࢢ࣮ࣜࣥ࡞ࠖ㛵ᚰࢆ♧ࡍᵝࠎ࡞㸦≉すḢ࡛ࡢ㸧
㐠ືࡘ࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
㸦8VHG DWWULE DQG DEVRO  ZLWK UHIHUHQFH WR HFRORJLFDO LVVXHV VXFK DV LQGXVWULDO
SROOXWLRQFRQVLGHUHGLQDSROLWLFDOFRQWH[WVSHFDSSOLHGWRYDULRXVPRYHPHQWV HVS
LQZHVWHUQ(XURSH ZKLFKUHSUHVHQWWKHHQYLURQPHQWDORU JUHHQ LQWHUHVW㸧

 ๓⪅ࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢ୍ศ㔝♫⛉Ꮫⓗ᪉ἲㄽࢆ㐺⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⏕≀♫Ꮫ࡞࠸ࡋಶయ⩌⤒῭Ꮫ
࡞ẚ႘ⓗゝ࠸࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠊෆᐜࢆẚ㍑ⓗᐈほⓗㄝ᫂ྍ⬟࡞ㄒ⩏࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ
ࡢㄒ⩏ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕ⏕ែᏛࠖ࠸࠺ࡇࡤࡀࠊእᘏࡢ୍⮴ࡍࡿヂㄒ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࢀࡀ
᪥ᮏㄒࡢࠕ⏕ែᏛࠖࡢᐃ⩏࡛࠶ࢁ࠺㸧
ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣ࠶ࡁࡽ࠶࠸ࡲ࠸ࡉࡀࡁࡃࠊࡑࡶࡑ
ࡶᐃ⩏ᩥࡢ୰ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮㛵ࢃࡿၥ㢟HFRORJLFDOLVVXHVࠖࠊぢฟࡋㄒ⮬యࡀᙧᐜモᙧ࡛ࡶࡕ
࠸ࡽࢀ࡚ࠊᚠ⎔ⓗ࡞ㄝ᫂࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕࢢ࣮ࣜࣥ࡞ࠖࠊᙧᐜモᘬ⏝➢ࢆࡘࡅࡓᬯ
♧࡞࠸ࡋ㞃႘ⓗ࡞ゝⴥ㐵࠸ࡼࡿㄝ᫂࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࠊ㎡᭩ࡢᐃ⩏ᩥࡋ࡚ࡣ࠸ࡉࡉ㤳
ࢆࡦࡡࡽࡏࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊࡇࡢ➨ࡢ⏝ἲࡀ᪂ࡋࡃࠊࡑࡢ⏕ᡂࡀ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡢ
ᫎ࠸࠺㠃ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡇ௨ୖࠊࡇࡢࡇࡤࡀ⌧௦㸦 ୡ⣖ᚋ༙௨㝆ࡢࠊ

185



ࢃࢀࢃࢀࡢ⏕ࡁࡿ௦㸧ࡗ࡚ษᐇ࡞ࠊ௦ࢆࡘࡃࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇࡤ࡛࠶ࡿࡇࡀࠊᐈほⓗ㊥
㞳ࢆ⨨࠸ࡓᐃ⩏ࢆ࠶ࡓ࠼ࡃ࠸ࡇࡢ⌮⏤࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ✏࡛ࡢᘬ⏝㝿ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡶࡑࡢⅬࡘ
࠸࡚ࡣࠊ࢝ࢱ࢝ࢼㄒ㢗ࡽ࡞࠸᪥ᮏㄒヂࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀฟ᮶࡞ࡗࡓࠋ᪥ࡢ᪥ᮏㄒࡶỏ℃ࡍࡿ
ࠕ࢚ࢥࠖ
ࠕ࢚ࢥ࣭ࢥࣥࢩࣕࢫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 2(' ࡀ࠶ࡆࡿ๓⪅ࡢⱥㄒ࡛ࡢ⏝ึฟࡣ  ᖺࡢ࣊ࢵࢣࣝࠗ⮬↛㐀ྐ࠘ⱥヂ +LVWRU\ RI
&UHDWLRQ㸦࣊ࢵࢣࣝࡀࡑࡢⴭస*HQHUHOOH0RUSKRORJLH࠾࠸࡚2HNRORJLH࠸࠺ࢻࢶㄒࡢࡇ
ࡤࢆࡣࡌࡵ࡚ࡗࡓࡢࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿ㸧
ࠊᚋ⪅ࡢࡑࢀࡣ  ᖺ㸦࢜ࣝࢲࢫ࣭ࣁࢵࢡࢫ࢚ࣜࠗࢥࣟࢪ࣮
ࡢᨻ࠘7KH3ROLWLFVRI(FRORJ\ࠊࡓࡔࡋྠ㢟ࡢㅮ₇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣ๓ᖺࡢ  ᖺ㸧࡛ࠊࡑࡢ㛫
ࡣ㸯ୡ⣖㏆࠸㛫ࡢࡔࡓࡾࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡢㄒ⩏࡞࠸ࡋ࠸᪉ࡀࠊ๓⪅ࡽὴ⏕ࡋ࡚ࡁࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊෑ㢌ࡢࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡢᩥ❶ࡽࡶᐜ᫆᥎ࡋ㔞ࡿࡇࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋ࢜࢜࢝
࣑ࡢῶᑡ㸦࡞࠸ࡋ⤯⁛㸧࠸࠺ࠊ▷ᮇⓗࡣே㛫ࡢ┈㸦⊁⊟ᑐ㇟ࡢቑຍࠊᐙ␆ࡢ⿕ᐖࡢῶᑡ㸧ࢆࡶ
ࡓࡽࡍኚࡀࠊ㛗ᮇⓗࡣே㛫ࡢ┈ࢆᣍࡃࡇࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊࣄࢺ࠸࠺⏕≀✀ࡶࡲࡓࠊ⮬
↛⏺ࡢ⏕ែᏛⓗ㐃㙐ࡢ୰ࠊ⮬ぬࡢ࡞࠸ࡲࡲྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊ ୡ⣖ࡣ࠸ࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚
ே㛫ࡀ⮳ࡾࡘ࠸ࡓㄆ㆑ࡣࠊ
ࠕ⏕ែᏛࠖࡢ▱ぢᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡉࡽࠊࡩࡓࡘࡢࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ⮬↛⏺ࡢ୰࡛ࡢಶయ⩌⤒῭Ꮫ࡞࠸ࡋ⏕≀♫Ꮫ
ⓗ࡞⪃ᐹࡀࠊ࠶ࡿ✀ࡢಶయᩘࡢቑῶࢆᐈほⓗ⌮ゎࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ព࡛ࡢ⏕ែᏛⓗ࡞▱ぢࡣࠊ
HFRORJ\࠸࠺ࡇࡤ㸦ࠊࡑࡢ➨୍ࡢㄒ⩏㸧ࡢᡂ❧ඛ⾜ࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊே㛫
ࡶࡲࡓ⮬↛⏺ࡢࠕ⏕ែᏛⓗࠖ㐃㙐ࡢ୰࠸ࡿࡇࡢ⮬ぬ࠸࠺ࠊࡇࡢࡇࡤࡢ➨ࡢㄒ⩏ࡢ☜❧ࡣࠊ
ෑ㢌࠶ࡆࡓࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡼࡾࡶ࠶ࡲ࡛ᮇࡀࡃࡔࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗ✀ࡢ㉳ཎ࠘㸦ึ∧  ᖺ㸧ࡢ࡞࡛ࢲ࣮࢘ࣥࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠕ」㞧࡞㛵ಀࡢ
⥙┠DZHERIFRPSOH[UHODWLRQVࠖࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆ☜ㄆࡍࢀࡤศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨୕❶ࠕ⏕Ꮡ➇தࠖ
ࡢ࡞࡛ᙼࡣࠊࡇࢇ࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦͐㸧ື≀ࡶ᳜≀ࡶࠊ⮬↛ࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢ࡞࡛ࡶࡗࡶ㐲࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ」㞧࡞㛵ಀࡢ⥙┠ࡢ࡞
࡛⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦͐㸧ࣃࣥࢪ࣮ࡢཷ⢊ࡶ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡀḞࡏ࡞࠸ಙࡌ࡚ࡼ࠸⌮⏤ࡀ
࠶ࡿࠋࣃࣥࢪ࣮ࢆゼࢀࡿࣁࢼࣂࢳࡣ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳ௨እ࠸࡞࠸ࡽࡔࠋ⚾ࡀヨࡳࡓᐇ㦂ࡼࡾࠊ
ࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࡗ࡚ࡣࣁࢼࣂࢳࡢゼⰼࡀࠊཷ⢊ࡍࡿୖ࡛ྍḞ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࢁࡁࢃࡵ࡚᭷┈࡛
࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡋࡋ࢝ࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࢆゼⰼࡍࡿࡢࡣ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡢࣁࢼ
ࣂࢳࡣࠊ⻤ࡲཱྀ࡛࿀ࡀᒆ࡞࠸ࡢࡔࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢࡍ࡚ࡢᒓࡀࢠࣜࢫࡽ⤯
⁛ࡍࡿࢇጼࢆᾘࡑ࠺ࡶࡢ࡞ࡽࠊࣃࣥࢪ࣮ࡸ࢝ࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࡶࢇጼࢆᾘࡍ
ᾘ⁛ࡍࡿ⪃࠼࡚㛫㐪࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
   ࡢᆅᇦ࡛ࡶࠊࡑࡇ⏕ᜥࡍࡿ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢᩘࡣࠊࡑࡢᕢࢆⲨࡽࡍࣀࢿࢬ࣑ࡢᩘࡁࡃᕥ
ྑࡉࢀࡿࠋ㛗ᖺࢃࡓࡗ࡚࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢ⩦ᛶࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ +࣭ࢽ࣮࣐ࣗࣥẶࡼࢀࡤࠊ
ࠕ
ࣥࢢࣛࣥࢻᅵ࡛୕ศࡢ௨ୖࡢ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢᕢࡀࣀࢿࢬ࣑ࡼࡗ࡚◚ቯࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࠋ
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ࢿࢬ࣑ࡢᩘࡣࠊࡈᏑ▱ࡢࡼ࠺ࢿࢥࡢᩘᕥྑࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࢽ࣮࣐ࣗࣥẶࡣࠊࠕᮧࡸᑠࡉ࡞⏫
ࡢ㏆ࡃࡢ࠺ࡀ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢᕢࡀከ࠸ࡇẼ࡙࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊࢿࢬ࣑ࢆẅࡍࢿࢥࡢᩘࡢከࡉ
ࡼࡿࡶࡢࡔᛮ࠺ࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛ࠊ࠶ࡿ✀ࡢⰼࡀࡑࡢᆅᇦ࡛ぢࡘࡿ㢖ᗘࡣࠊ
ࡑࡢᆅᇦࢀࡔࡅࡢᩘࡢࢿࢥࡀ࠸ࡿࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡋࡶࡑࢀ
ࡣࢿࢬ࣑ࣁࢼࣂࢳࡀᅾࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦ࢲ࣮࢘ࣥ㸸㸪S㸧

ࢺ࣐ࢫ࣭ࣟࣂ࣮ࢺ࣭࣐ࣝࢧࢫࡢࠗேཱྀㄽ࠘
㸦 ᖺ㸧࠾ࡅࡿ㸦ே㛫ࡢ㸧ேཱྀቑຍࢆ㣗ᩱ౪⤥㔞ࡀ
ᚊ㏿ࡍࡿ࠸࠺㆟ㄽࢆ⮬↛⏺ࡢ⏕≀⩌ᛂ⏝ࡋ࡚ࠊ✀ࡈࡢಶయᩘࡢቑῶࡢ㐃㙐ࢆ⪃ᐹࡋࡓࢲ࣮࢘
ࣥࡢ㆟ㄽࡣࠊࡇࡢ❶ࡢ㢟࡛࠶ࡿࠕ⏕Ꮡ➇தࠖࡍࢃ࡞ࡕࠊ㐺⪅⏕Ꮡࡢཎ๎ࠊࡑࢀࡼࡾ⦾ᰤࡍࡿ✀
⾶㏥ࡍࡿ✀ࡀ࠶ࡿ࠸࠺⮬↛㑅ᢥࡢ⌮ㄽࡢླྀ㏙ࡢࡓࡵᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࠕ㐍ㄽࠖࢆᨭ
࠼ࡿࡓࡵࡢࡇࡢ㆟ㄽࡀࠊ᪥ࡢゝⴥ㐵࠸࡛࠸࠺ࠕ⏕ែ⣔ࠖࡢ୰࡛ࡢ✀✀ࡢ㛫ࡢ㐃㙐㛵ಀࡢⴌⱆⓗ࡞
⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡋࠊHFRORJ\࠸࠺ࡇࡤࡀ㐀ㄒࡉࢀࡿ๓ኪ࠾ࡅࡿඛ㥑ⓗ࡞⪃ᐹ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ
᪥ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ዟ㔝S㸧
ࠋ⏕ែᏛHFRORJ\ࡸ⏕ែ⣔HFRV\VWHP࠸࠺ࡇࡤࡀ
ࡲࡔᏑᅾࡋ࡞࠸Ⅼ࠾࠸࡚ࢲ࣮࢘ࣥࡣࠊ⏕≀⩌ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃㙐ࢆᣦࡋ࡚ࠊẚ႘ࡋ࡚ࡢࠕ」㞧࡞
㛵ಀࡢ⥙┠DZHERIFRPSOH[UHODWLRQVࠖࡸࠊᢳ㇟ほᛕࡋ࡚ࡢࠕ⮬↛ࡢ⤒῭HFRQRP\RIQDWXUHࠖ
㸦⮬↛ࡢ᭷ᶵⓗ⥲య㸧࠸ࡗࡓࡇࡤࢆࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㆟ㄽࡣࠊ༢༡ኴᖹὒࢆ⯟ᾏࡋࠊ࢞
ࣛࣃࢦࢫㅖᓥ࡛㫽㢮ࡢከᵝࢆほᐹࡋࡓ࠸ࡗࡓࢲ࣮࢘ࣥࡑࡢࡦࡢಶேⓗయ㦂ࡽࡢࡳ⏕ࡲࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᪧ⣙⪷᭩ࡢఏ⤫ⓗ࣭୰ୡⓗゎ㔘ᇶ࡙ࡃ⏕≀✀⌮ゎࢆࡶࡣࡸ⥔ᣢฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡓ  ୡ⣖༙ࡤࡢすḢ⏕≀Ꮫࡀ⮳ࡾࡘ࠸࡚࠸ࡓ≧ἣࡢ⏘≀⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢛࣮࢘ࣞࢫ
ࡼࡿ㢮ఝࡢ╔ࡢⓎ⾲ࡀࠊࢲ࣮࢘ࣥ㐍ㄽࡢⴭసබหࢆỴពࡉࡏࡓࡇࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡼ
࠺㸧
ࠋ
ࠕ⏕ែᏛHFRORJ\ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡣࠊᚲせࡉࢀࡿᶵࡀ⇍ࡋࠊᛮࡀ⏕ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࡑࡢࡁ
ฟ⌧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪉ࠊHFRORJ\࠸࠺ࡇࡤࡢ➨ࡢㄒ⩏ࡢᡂ❧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ཧ⪃࡞ࡿࡢࡣࠊࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡢᩥ❶ࡢ୰ぢࡘࡅࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠊ➨୍
ࡢㄒ⩏ࡍ࡞ࢃࡕࠕ⏕ែᏛࠖࡢព࡛ࡢHFRORJ\ࡢ⏝࡛࠶ࡿ㸦
ࠕ⾜ື⠊ᅖࠖ
㸧
ࠋࡇࢁ࡛ࠊ᪤หࡢ⌧⾜
㑥ヂࡣࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ㄗゎࢆᣍࡃࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ

⛉Ꮫ࡛ࡣࠊ⏕≀ࡢ⾜ືᇦ࠸࠺ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࢇศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡲࡊ࡞ࢩ࣮ࢬࣥ
ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢀࡔࡅࡢࡁࡉ࡞ࡢࠋࡑࡢ࡞ࡣࢇ࡞㣗≀ࡸ㑊㞴ᡤࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࡢࠋධ⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡘࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚㌟ࢆᏲࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ⾜ືᇦ
ෆࡢ⾜ື༢ࡣಶయ࡞ࡢࠊᐙ᪘࡞ࡢࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡢࠋ࠸ࡎࢀࡶື≀ࡢ⤒῭ࡸ⎔ቃಖ
ࡗ࡚ࡣᇶᮏⓗ࡞ࡤࡾࡔࠋ㎰ሙ࠸࠺ࡶࡢࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓື≀⏕ែᏛࡢᩍ⛉᭩࡛࠶
1

ࡇࡢࡇࡤࡼࡗ࡚ࠊ⌮⚄ㄽⓗ࡞ព࡛ࡢࠕ⮬↛ࡢᦤ⌮ࠖࢆゝ࠸⾲ࡍࡇࡣࠊࣜࣥࢿࡑࢀ௨๓ࡉࡢࡰࡿ
⣔㆕ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢱ࣮: 1989 ࢆཧ↷ࠋ
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ࡁࡇࡾ

ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᮏࢆ⩻ヂࡍࡿࡣ ᶚ ࡢᚰ࡛ㄞࡴࡇࡔࠋ
㸦࣏ࣞ࢜ࣝࢻS㸧

ୖᘬ⏝ࡋࡓ⌧⾜㑥ヂࡢࠊ
ࠕື≀ࡢ⤒῭ࡸ⎔ቃಖࠖ࠶ࡿ⟠ᡤࡣࠊ⚾ぢ࡛ࡣ㐺ษ࡞ヂ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᩥ 7KHVHDUHWKHIXQGDPHQWDOVRIDQLPDOHFRQRPLFVRUHFRORJ\ ࡢ୍ᩥࡢᮎᑿࡣࠊࠕື≀ࡢ
⤒῭Ꮫࠊࡍࢃ࡞ࡕ⏕ែᏛࠖࡢព࡛࠶ࡾ㸦ࢥ࣐ࣥࡢ࠶ࡢ RU ࡣࠊゝ࠸࠼㸧
ࠊࡑࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠕ⏕
ែᏛࠖ࠸࠺ࡇࡤࢆᑟධࡋࡓࡇࢆᢎࡅ࡚ࠊ࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡣࠊ
㸦㔝⏕ື≀ࡀ⮬ศࡢ⾜ືᇦKRPHUDQJH
ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ே㛫ࡢ㎰ሙࡶࡲࡓࠊ
ࠕື≀⏕ែᏛDQLPDOHFRORJ\ࡢᩍ⛉᭩ࠖࡔࠊ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜
㑥ヂ࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡢHFRORJ\ࡢㄒࡀࠊDQLPDOHFRQRPLFVࡢゝ࠸࠼ࡋ࡚ᑟࡁධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
㸦ࡑࡋ࡚HFRQRPLFVࠕ⤒῭ᏛࠖࡣࠊHFRQRP\ࠕ⤒῭ࠖྠࡌ࡛ࡣࡶࡕࢁࢇ࡞࠸㸧
ࠊࡘࡲࡾ 2('ࡢ࠸࠺
➨୍ࡢㄒ⩏࡛᫂░⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ↓どࡋ࡚ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ2('ࡢ࠸࠺➨ࡢㄒ⩏ࡍ࡞ࢃࡕࠕ࢚
ࢥ㸦࣭ࢥࣥࢩࣕࢫ㸧࡛࠶ࡿࡇ㸻⎔ቃࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡇࠖࢆ₍↛࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽࠊࡋࡋࡑࢀ
ࡶ㐪࠸ࡣࡿලయⓗ࡞ࠕ⎔ቃಖࠖࡢㄒࢆࠊᩥ⬦ࡢᩚྜࢆ↓どࡋ࡚ฟ⌧ࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 యࡋ࡚ࠊ࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡢⴭసࡢ୰࡛ HFRORJ\ ࡢㄒࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕ⏕ែᏛࠖࡢព࡛ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ  ṓ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⏕ែᏛ⪅ࡀࠊ2(' ࡛ึฟࢆ  ᖺ௦ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢࡇ
ࡤࡢ➨ࡢㄒ⩏࡛ࡣࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊᙜ↛࡞ࡇ࠸࠼ࡿࠋ
 ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡋࡼ࠺ࠋࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡢⴭసࡣࠊࠕ⮬↛ࡢ᭷ᶵⓗ⥲యࠖࡀࡑࡢෆே㛫ࢆ
ྵࡳࠊே㛫ࡢ୍᪉ⓗ࡞άືࡀࡑࡢయࡢᛶࢆᦆ࡞࠺ࠊ࠸ࡗࡓࠊ ୡ⣖ⓗ࡞ព࡛ࡢࠕ࢚ࢥࣟ
ࢪ࣮ࠖⓗᛮࢆࡣࡗࡁࡾㄞࡳྲྀࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋࡋࡋࠊᙼࡣ HFRORJ\ ࠸࠺ࡇࡤ⮬యࢆࠊࡑ
࠺ࡋࡓព㸦2('ࡢ➨ࡢㄒ⩏㸧࡛ࡗ࡚ࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋ࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡢᢪ࠸࡚࠸ࡓၥ㢟ព㆑ࠊ࡞࠸ࡋ
༴ᶵឤࡀࠊࡼࡾᗈࡃⱥㄒᅪࡢᛮ⣴⪅ࡓࡕ㸦࠼ࡤ $ࣁࢵࢡࢫࣜ㸧ඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢ
ព㆑ࡀHFRORJ\ࡢࡇࡤࡼࡗ࡚ゝ࠸⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢࡣࠊᙼࡢἐᚋࡋࡤࡽࡃ⤒ࡗࡓ  ᖺ௦
௨㝆ࡢࡇࡔࡗࡓࠊ࠸࠺ࡢࡀࠊ2('ࡢ♧ࡍㄒᙡ⏝ࡢኚ㑄࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾࠊᛮࡀඛ⾜ࡋ
࡚ࠊ௦ࡢせồࡍࡿࡇࡤࡣ࠶ࡽࡘ࠸࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢሙྜࡣࠊ㐀ㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡤࡢ᪂
ࡋ࠸ព㸦࡞࠸ࡋ࠸᪉㸧࠸࠺ᙧ࡛ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ࢚ࢥࠖⓗᛮࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ࠺ࠊࡑࡢព
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࢆࡗ࡚࠸ࡓ࠺ࡣࠊ㛵㐃ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࣝ
ࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻࡣࠊᛮࡀᙧᡂࢆࡣࡌࡵࠊࡋࡋࡑࢀࢆᣦࡋ♧ࡍࡇࡤࡀ☜❧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠊቃ⏺
ᮇ⨨ࡍࡿᛮ⣴⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ


࠶ᮏᩥᘬ⏝⟠ᡤᑐᛂࡍࡿࠊLeopoldo, "A Sand County Almanac" ࡢࠊ'Home Range' ࡢ❶ᮎᑿࡢཎᩥࡣࠊḟ
ࡢ࠾ࡾࠋ
Science knows little about home range: how big it is at various seasons, what food and cover it must
include, when and how it is defended against trespass, and whether ownership is is an individual,
family, or group affair. These are the fundamentals of animal economics, or ecology. Every farm is a
textbook on animal ecology; woodsmanship is a translation of the book.
 ゝࡍࢀࡤࠊ᭱ᚋࡢ୍ᩥࡣࠊ➹⪅ࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠕᮌࡇࡾࡓࡕࡢ▱㆑ࡣࠊࡑࡢᮏ㸦㸻⏕ែᏛࡢᩍ⛉᭩㸻㎰ሙ࠾
ࡅࡿ㔝⏕ື≀ࡢ⏕ែ㸧ࢆ⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡞ࡢࡔࠖࡢព࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᩥࡘ࠸࡚ࡶ⌧⾜㑥ヂࡣᚑ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ
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㸰㸬༡᪉⇃ᴋ  ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮ
᪥ࡢㄞ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ༡᪉⇃ᴋࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖᛮࡢඛ㥑⪅࠸࠺࣓࣮ࢪࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ᙼࡢ⣖༡ᆅ᪉࠾ࡅࡿࠕ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࠖ࠾ࡼࡧࠕኳ↛グᛕ≀ᣦᐃ⋓ᚓ㐠ື࡛ࠖ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊ
ᖺ  ᭶ࡢ᪂⪺ㄽㄝࢆᄏ▮ࡋ࡚ࠊḷᒣ┴༡ᆅᇦ࠾࠸࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓ⾜ᨻᑟࡢᆅᇦ⚄♫⤫ᗫྜࢆ
ㄽ㞴ࡋࡓ୍㐃ࡢゝㄽάື࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠊࡑࡢᮇࡽ  ᖺࡲ࡛ཬࢇࡔࠊ⏣㎶‴ࡢ⚄ᓥ㹙ࣝࣅ㸸
ࡋࡲ㹛ࡢ⮬↛ᯘಖάື࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᚋ⪅ࡢࠕ⚄ᓥಖࠖࡶࠊ᫂ᖺ㛫ࡢࠕ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࠖ
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊࠕ㨶ࡁᯘ࡛ࠖ࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ࡍࡿಖᏳᯘᣦᐃࢆ⋓ᚓࡋࡓ㡭➃ࢆⓎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢάືࢆᙼࡀ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋࡓࡶࡢࠊ࠸࠺ࡘ࡞ࡀࡾࡢ࡞࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᙼࡢ♫ཧຍ㸦ࡑࢀࡣࠊ ᖺ⏕ࡲࢀ࡚ࠊ᫂ࡢᖺᩘ‶ᖺ㱋ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓ༡᪉
ࡢࠊ ௦๓༙ࡽ  ௦ᚋ༙ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡀࠊ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࡢඛ㥑ࠖ࠸࠺࣓࣮ࢪࡢࡶ࡛
⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࡣࠊ㭯ぢᏊࡢࠗ༡᪉⇃ᴋ࠘
㸦 ᖺࠋᙜึࡣࠊⴭస㑅㞟㛗ᩥゎㄝࡽ࡞
ࡿࠕ᪥ᮏẸᩥయ⣔ࠖࡢ୍ࠊࡢࡕゎㄝࡔࡅࢆ⊂❧ࡉࡏࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ̾ᆅ⌫ᚿྥࡢẚ㍑Ꮫ࠘ࡋ࡚ㅮ
ㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ㸧ࡀ࠾࠾ࡁ࡞ዎᶵ࡞ࡗࡓࠋ
༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࢆㄽࡌࡓࠊྠ᭩ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢ❧ሙ❧ࡘබᐖᑐࠖࡢ❶࡛㭯ぢࡣࠊ༡
᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡩࢀࡓඛ⾜ࡢᩥ❶ࢆᘬ⏝ࡋ࡚༡᪉ࢆࡇࡢࡼ࠺つᐃࡋࡓ㸦㭯ぢS㸧
ࠋ




ᶔᒣࡀࠊ
ࠕ⎔ቃࡢయⓗಖ࠸࠺╔࡛࠶ࡿࠖࡼࡪࡶࡢࡇࡑࠊ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡢ
ᛮ࡛࠶ࡗࡓᛮ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥࡼࡗ࡚࠾ࡁ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ





ࡇࡇ࡛㭯ぢࡀᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༡᪉ࡢㅵတ᥋ࡋࡓ⣖༡ࡢ㒓ᅵẸ◊✲⪅ᶔᒣⱱᶞ ࡀ༡᪉ࡢ
ᙇࢆ⣲ᥥࡋࡓࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶࡛࠶ࡿ㸦ᶔᒣS㸧ࠋ

㹙 ᖺࡢኳⓚ⣖༡⾜ᖾࡢ㝿ࠊ
㹛⚄ᓥ⾜ᖾࡘ࠸࡚㐨ࢆษࡾ㛤࠸ࡓࡇ༡᪉ඛ⏕ࡣᑐࡉ
ࢀࡓࠋ᪥࡛ࡣᐩኈⓏᒣ㐨ࡸỤ㡲ᓮ࿘㐟㐨 ࡢ㛤㏻࡛ࠊ᥇ගಽᮌࡢ␗ኚࡀ᳃ࡢㄪࢆ◚ࡾࠊ
᳜⏕ࡸື≀ࡢ⏕ᜥᆅࡢ⮬↛◚ቯࢆࡋࡓࡇࡣ࿘▱ࡢᖖ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࢆ᫂ࡢᮎᖺ
ᣦ㆙㚝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢ᳃ࠊ୍ࡘࡢụࡣࠊከࡃࡢ⏕≀ࡢඹྠయࡋ࡚᭷ᶵⓗ
┦㛵㐃ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑࠸ࡓࡋࡓ࠸ࠋ
㸦͐㸧ࡘࡲࡾ⎔ቃࡢయⓗಖ࠸࠺╔࡛࠶
ࡿࠋ

ࡇࡇ࡛㭯ぢࡣࠊ
ࠕ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥࡼࡗ࡚࠾ࡁ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺⾲⌧ࡼࡗ࡚ࠊ
3

ࡸࡸࡃࢃࡋࡃ࠸࠼ࡤࠊᶔᒣⱱᶞࡣࠊ༡᪉ᖌࡋࡓ⳦㢮Ꮫ⪅࣭᳜≀Ꮫ⪅ᶔᒣ୍ࡢᏊᜥ࡛ࠊᗂᑡࡽ༡᪉ᐙ
ฟධࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ㓄⤥ไᗘࡀ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 1941 ᖺࡢ༡᪉ࡢ᪥グ㸦༡᪉⇃ᴋ㢧ᙲ㤋ⶶࠊᮍห㸧ࠊ୍ࡢ
࠸ࡋ࡚⡿ࡸ㔝⳯ࢆ༡᪉ᐙᒆࡅࡿⱱᶞࡢྡ๓ࢆᩓぢࡍࡿࠋ
4 ⣖༡࣭࿘ཧぢࡢỤ㡲ᓮࡣࠊ༡᪉ࡀࠕ༡᪉᭩࡛ࠖࡶࡩࢀ࡚࠸ࡿࠊ⣖༡ࡢ⮬↛ᯘࡀࡼࡃⓎ㐩ࡋࡓ⏕ែᏛୖ㔜せ࡞
ᓁ࡛ࠊ1953 ᖺኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ1957 ᖺほග┠ⓗࡢ࿘㐟㐨ࡀࡍࡉࡳ⏫ࡼࡗ࡚ᘬࢀࠊࡑࡢ
ᚋ⏕ែ⣔ࡀᚎࠎኚࢆࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᚋ⸨ఙ: 1998㸧ࠋ
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༡᪉ࡢᛮࢆࡇࡢࡇࡤ࡛࠸࠸࠶ࡽࢃࡋࡓࡢࡣ㭯ぢ⮬㌟࡛࠶ࡿࡇࢆࡣࡗࡁࡾ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚
ྠࠊࡑ࠺ࡋࡓࣛ࣋ࣜࣥࢢࡣ㭯ぢࡢᡭࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕ⎔ቃࡢ
యⓗಖ࠸࠺╔ࠖࢆ༡᪉ࡳࡿࠊᶔᒣⱱᶞࡢླྀ㏙࡛࠶ࡿࡇࡶࠊ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢླྀ㏙ࡢ┤๓࡛ࠊ㭯ぢࡣࡸࡣࡾᶔᒣࡢᩥ❶ࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠊࡇ࠺㏙࡚࠸ࡓࠋ

  ᶔᒣⱱᶞࡣࠊ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡢ⊩㌟ࡢືᶵࢆࠊࠕ⚄ᯘࡢᶞࠊ⌋ⲡࠊᑠࠊ⳦⸴
⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⏕ᑐࡍࡿ᐀ᩍⓗ࡞ឡᝰࡢᛕࡽ࡛࠶ࡿࡇࡣㄽࢆࡲࡘࡲ࠸ࠖ࠸࠺ࠋ༡᪉ࡢ⚄♫
ྜ♭ᑐ㐠ືࡢ⊩㌟ࡢࡶࡗࡶ῝࠸ືᶵࡀࠊᶔᒣࡢ࠸࠺ࠕ᐀ᩍⓗ࡞ࠗ⮬↛ཧධ࠘ࡢቃᆅ࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓ࠺ࠊࢃࡓࡋࡣࢃࡽ࡞࠸ࠋ㸦͐㸧ࡋࡋࠊ⚄ᓥࡢ⮬↛ಖㆤᑐࡍࡿ༡᪉ࡢ╔ࡘ࠸
࡚ࡢࠊᶔᒣࡢⓎゝࡣษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡣࠊ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐࡢᇶᮏⓗ࡞ᛮ⪃ࡢᵓ㐀ࡀၨ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ

᐀ᩍⓗ࡞ಸ㡢ࢆࡶ࡞ࡗ࡚㔜࠸ࠕၨ♧ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡣࠊᏛ⾡ㄽᩥ࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࡢホ౯ࡋ
࡚ࡣྵពࢆᣢࡕ㐣ࡂࡿࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࡀ㸦ࡇࡢⅬࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧ࠊᇶᮏⓗࡣࠊࡇࡇ࡛㭯ぢࡢླྀ㏙ࡣៅ㔜
࡛࠶ࡾࠊㄔᐇ࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࠕ⎔ቃࡢయⓗಖ࠸࠺╔ࠖࢆ༡᪉ࡢᛮᣦࡋࡓࡢࡣࠊ༡᪉ࢆ
┤᥋▱ࡗ࡚࠸ࡓᶔᒣ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࠕၨ♧ࠖࢆཷࡅ࡚ࠊࡇࢀࢆࠕࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥࡼࡗ࡚࠾ࡁ
࠼ࠖࡓࡢࡀࠊ㭯ぢ⮬㌟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㝿ࠊ༡᪉ࡢ㐠ືࡢືᶵࢆࠕ᐀ᩍⓗࠖ࡞ࡶࡢぢࡓⅬࡘ
࠸࡚ࡣࠊᶔᒣࡢྠពࢆ෭㟼␃ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢁࡀࠊࡇࡇࡽ㭯ぢࡢㄽ㏙ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡢᚤጁ࡞㠃ᛶ㛵
ࡋ࡚ࠊΰࢆࡣࡌࡵࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ㭯ぢࡀ༡᪉ᣦࡍࡿ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࠖ࠸࠺
ࡲࡽࡎࠊ༡᪉⮬㌟ࡼࡿ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࡢᙇࢆᣦࡋࡼ࠺ࡍࡿ᪉ྥ➹ࡀྥ࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

㭯ぢࡣࠊࡲࡎᖹซ♫∧ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘ࡢ⣴ᘬ㸦⥙⨶ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸧࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢࡇ
ࡤࡢ⏝㸰࢝ᡤ㸦ᰗ⏣ᅜ⏨ᐄ࡚  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ᭩⡆ࠊ
ࠗ㞟࠘ ᕳSࠊ࠾ࡼࡧḷᒣ┴▱
ᕝᮧ➉ᐄ࡚  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ᭩⡆ࠊ
ࠗ㞟࠘ ᕳS㸧ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋࡉࡽࠊ
ࠕ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ
࠸࠺ࡇࡤࡣ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡇࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࡽࡋ࠸⾲⌧ࠖࢆ」ᩘぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ
ࡋ࡚ࠊ༡᪉ࡀᮾ㎰Ꮫ㒊ᩍᤵⓑගኴ㑻クࡋࡓᮍหㄽ⪃ࠕ⚄♫ྜ♭㛵ࡍࡿពぢ㸦ⲡ✏㸧ࠖ㸦ࠗ
㞟࠘ ᕳSࠊῧ࠼ࡽࢀࡓⓑᐄ࡚᭩⡆ࡢ᪥ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ㭯ぢࡣࡇ࠺
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓ㔝୰⋤Ꮚ♫㊧ࡣࠊ⪁ᮡࠊ┠ᡞ㏻ࡾ࿘ᅖ୍୕ᑻ௨ୖࡢࡶࡢඵᮏ࠶ࡾࠋ
㸦͐㸧ࡲࡓࡇ
ࢀࡽᮌࡢ࿘ᅖࡣࢥࣂࣥࣔࢳ࠸࠺ࡇࡢᅜᕼ᭷ࡢ⌋ᮌࡢᶞ࠶ࡾࠋᡸ⏕⹒ࠊ▼ᯇ㹙ࣝࣅ㸸
ࢼࣥ࢝ࢡࣛࣥ㹛㢮ወ≀ከࡋࠋ
㸦͐㸧ࡍ࡚ࡿ⪁ᶞࡢಖᏑࡣ࿘ᅖࡢ≧ែࢆ࠸ࡉࡉ
ࡶኚࡐࡊࡿࢆせࡍࡿࡇ࡞ࢀࡤࠊ࠸ࡶࡋ࡚ྠᯘࡢಖᏑࢆィࡽࢇ㸦͐㸧
௨ୖᘬ⏝ࡋࡓᩥ⬦࡛ࡣࠊ᳜≀┦ࡢ㛵ಀ㝈ᐃࡋ࡚ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࢆ⏝࠸࡚࠸
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ࡿࠋࡋࡋᐇ㝿༡᪉ࡀ⚄♫ྜ♭ᑐࡢ⌮⏤ࡋ࡚㝞࡚࠸ࡿࡇࢁࢆࡼࡴࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡣ
ࠕ᳜≀᳇ែᏛࠖࡔࡅ㝈ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ᳜≀⏕ែ⣔ࢆ◚ቯࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊே㛫ࡢ⏕⏕ά
ࡀ◚ቯࡉࢀࠊே㛫ᛶࡑࡢࡶࡢࡀⲨᗫࡍࡿࠋࡑࡢࡍࡌࡳࡕࢆࡘࡪࡉ㎺ࡗࡓࡢࡀࠊ
ࠕ⚄♫ྜే
ᑐពぢ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓࠊ⚄♫ྜ♭ᑐࡢㄽ㏙άືࢆ༡᪉ࡀ⧞ࡾᗈࡆ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺  ᖺ๓ᚋࡢᩘ
ᖺ㛫㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓⠇࡛ࡳࡓࡼ࠺࡞ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮࠸࠺ࡇࡤࡢㄒ⩏ࡀ㔜ࡋ࡚࠸ࡃ⤒⦋ࢆᛕ
㢌࠾࠸࡚ࡳࢀࡤࠊࡇࡢᮇࡢ༡᪉ࡀࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࢆࠕ⏕ែᏛࠖࡢព࡛ࡢࡳ⏝࠸࡚
࠸ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿ㸦 ୡ⣖ᚋ༙ࡢୡ⏺ⓗᛮ₻ࡋ࡚ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࢆᣦࡍ⏝ἲࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣࠊ༙
ୡ⣖ࡢࡕࡢࡇ࡞ࡢࡔࡽ㸧ࠋ㭯ぢࡀࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢ❧ሙ❧ࡘࠖᛮᐙࡋ࡚༡᪉ࢆᥥࡁฟࡑ࠺
ࡋࡓࡁ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ ୡ⣖ᚋ༙⮳ࡗ࡚ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡀᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࡘ
ࡢㄒ⩏ࡢ㛫㞳ࡀ࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊࢇ⮬ぬⓗ୧⪅ࢆΰΆࡉࡏ࡚ࠊ⏕ែᏛ㸦᳜
≀ࡢ㸧ࢆពࡍࡿࡇࡤ㸦
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ
ࠕ࢚ࢥࣟࢠ࣮ࠖ
ࠕ᳜≀᳇ែᏛࠖ࡞㸧ࡢ⏝ࡀᐇ㝿࠶ࡿࡇ
ࢆ᰿ᣐࠊ༡᪉ࡀ  ୡ⣖ⓗ࡞ព࡛ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࢆᥦၐࡋࡓࡢࡼ࠺ᥥࡁฟࡍႠⅭࡔࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢᩥ❶ࢆᇳ➹ࡋࡓ㡭㔜࡞ࡿࠊ ᖺࡽ  ᖺࡢ㛫ࠊ㭯ぢࡣࠕ㏆௦ㄽ᳨ウ◊✲ࠖࡢ୰
ᚰ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ࠕ▱ⅆᾏ⥲ྜᏛ⾡ㄪᰝᅋࠖࢆ⤌⧊ࡋࠊỈಛබᐖࡢᏛ㝿ⓗㄪᰝྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㸦᳃
ୗࠊS 㸧
ࠋ㭯ぢࡀࠊࡑࡢ௦ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࠊ㏆௦ࡢ㈇ࡢഃ㠃ࡋ࡚
ࡢබᐖᆅᇦ◚ቯࢆ㉸ඞࡍࡿᮇᚅࢆࡅ࡚࠸ࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ࡑࡢࡇࡣࠊ♫⛉Ꮫ◊✲⪅
ࡋ࡚ࡢㄔពࡢ⌧ࢀ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧
ࠋࡇࡢᩥ❶ࡢ⤖ㄽ㒊ศ࡛㭯ぢࡣࠊ⋢㔝ⰾ㑻ࡢࠕᆅᇦ⩏ࠖࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ
ࠕබᐖၥ㢟ࡢゎỴගࢆᢞࡆࡅ࡚࠸ࡿ⏕ែᏛࡀࠊ࠸ࡲࡸᆅᇦ♫ࡢ⎔ቃᬒほࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼ྍ
ḞࡢᏛၥ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᙼࡢᙇࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⋢㔝ࠗᆅᇦศᶒࡢᛮ࠘ ᖺ㸧ࠋ
᰿ᗏ࠶ࡿືᶵࡢ┿ᦸࡉࡣ࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮࠸࠺ࡇࡤࡢ㔜ᛶࡢΰΆࡀㄏⓎ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊ⎔ቃၥ㢟ᛮࡢ≧ἣࡀᙜࡣᏑᅾࡋࡓࠋࡣ࠸࠼ࠊ⏕ែᏛ⪅ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢚ࢥ
ࣟࢪ࣮ᛮᐙࡋ࡚༡᪉ࢆᥥࡁฟࡍࡇࡣࠊ㸦㭯ぢࡢៅ㔜࡞ㄽ㏙ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸧ᐇࡢ⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃ
㢪ᮃࡢᢞᙳ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡸࡣࡾᣦࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᆅᇦྂ
᮶ࡢ⚄♫ࢆಖࡋࡼ࠺࠸࠺༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࢆㄽࡌࡿ❶ࠊࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢ❧ሙ❧ࡘබᐖ
ᑐࠖ࠸࠺ᛮ㆟࡞❶㢟ࡀ࠼ࡽࢀࡓࡇࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡢࡶ࡛ࡢࡳࠊ⌮ゎฟ᮶ࡿࠋ
ࡍ࡛ࡩࢀࡓࡼ࠺ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡤ㢪ᮃࡢ༡᪉ീࢆ㭯ぢᑐࡋ࡚♧၀ࡋࠊຊࢆ࠼ࡓࡢࡣࠊ
ᗂᑡ༡᪉ࡢㅵတ᥋ࡋࡓ࠸࠺⣖༡ࡢᆅᇦ◊✲⪅ࡼࡿࠊࠕ୍ࡘࡢ᳃ࠊ୍ࡘࡢụࡣࠊከࡃࡢ⏕≀
ࡢඹྠయࡋ࡚᭷ᶵⓗ┦㛵㐃ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑࠸ࡓࡋࡓ࠸ࠋ㸦͐㸧ࡘࡲࡾ⎔ቃࡢయⓗ
ಖ࠸࠺╔࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺⾲⌧࡛࠶ࡗࡓࠋ㭯ぢࡀࠊࡇࡢࡇࡤࠕၨ♧ࠖࢆᚓࡓࠊ࠸࠺ᛮ࠸ධ
ࢀࡕࡓ⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ༡᪉ീࡢṇᙜᛶࡘ࠸࡚ࡢࠊࡑࡢࡁࡢ㭯ぢࡢ☜ಙࢆ
ᫎࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࢀࡤࠊ⭊ⴠࡕࡿࡼ࠺ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ㭯ぢࡢᥥࡁฟࡋࡓ༡᪉⇃ᴋീࡣࠊᐇ┦ࢆᥥ
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ࡁฟࡍヨࡳ࠸࠺ࡼࡾࡣከศࠊ㭯ぢࡑࡢேࡀᕼồࡋࠊࡑࡢ௦ࡀồࡵࡓࠊࠕᡂ㛗ࡢ㝈⏺ࠖࡢ௦
࠾ࡅࡿ࢚ࢥࣟࢪࢫࢺീ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⮬ศࡢே⏕ࢆࡅ࡚⾜ᨻᗓࡢ⟇ᢠࡋࡓ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡣࠊᙼࡢே⏕Ꮫၥࢆࡅ
ࡓᛮⓗ᰿ᗏࡀᙜ↛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㡭ࡲ࡛ᙼࡣࠊࣇ࣮ࣝࢻ⤒㦂ࢆศ✚ࢇ
ࡔ⏕≀Ꮫ⪅࣭⏕ែᏛ⪅㸻࢚ࢥࣟࢪࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᐇീࡣࠊ ୡ⣖ึ㢌࠸࠺௦ࠊࡑࡋ࡚᪥㟢ᡓ
தᚋࡢ᫂ᮎᖺ࠸࠺ᮇࡢ௦◊✲ྐࡢ≧ἣࡢ୰࠾࠸࡚ࠊ᳨ドࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ


㸱㸬⤖ࡧ௦࠼࡚
༡᪉ࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࠖࢆㄽࡎࡿࡁࡢ㭯ぢࡣࠊࡍ࡛ࡩࢀࡓࡼ࠺ࠊ
ࠕࡶࡗࡶ῝࠸ືᶵࡀࠊᶔ
ᒣࡢ࠸࠺ࠕ᐀ᩍⓗ࡞ࠗ⮬↛ཧධ࠘ࡢቃᆅ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࠺ࠊࢃࡓࡋࡣࢃࡽ࡞࠸ࠖ࠸࡞ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢᛮⓗ᰿ᣐ᐀ᩍᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆᐇୖྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ ୡ⣖ⓗ࡞ព࡛ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮ
ࡣࠊ⛉Ꮫࡋ࡚ࡢ⏕ែᏛࡢ୰ࡽ⏕ࡲࢀ࡚᮶ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ᰿ᣐࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡔ
ࡅࠊ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐࡢࡋࡑ࠺ࡶࠊ㏆௦ⓗ࡛ᐈほ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢព
࡛ࠊ㭯ぢࡢࡇ࠺ࡋࡓጼໃࡣࠊᛮ㆟࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ⚄♫ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ᐀ᩍタ
࡛࠶ࡾࠊ༡᪉ࡣྜ♭ᑐࡍࡿㄽᣐࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢṔྐࡸఏ⤫⩦ࡢほⅬࡽࡢ㔜せᛶࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᙉ
ㄪࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇࡀᏑᅾࡍࡿ㸦⏣ᮧ㸧
ࠋ༡᪉ࡢ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡢ᰿ᗏࡣࠊ ୡ⣖ᚋ༙
࠾ࡅࡿ㏆௦ࡢ┬࠸࠺ព࡛ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮࡶࠊᐈほ⛉Ꮫࡋ࡚ࡢ⏕ែᏛࡢどⅬࡶู
ࡢࠊẸᏛ࠸࠺ᙜⓎ⏕ᮇࢆ㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡗࡓᏛၥࡀᣠ࠸ୖࡆࡼ࠺ࡋࡓࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࡼ
࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓどⅬࡽࠊ ୡ⣖ᛮࡋ࡚ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠕ࢚ࢥࣟࢪࢫࢺ࣭༡᪉⇃ᴋࠖീ
ࢆࠊࡑࡢᵓᡂཎ⌮ࡉࡢࡰࡗ࡚ゎయࡋᵓᡂࡍࡿࡇࢆࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚ヨࡳࡓ࠸ࠋ


ᘬ⏝ᩥ⊩
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘ࠊᖹซ♫㸦ᘬ⏝㝿ࡋ࡚ࡣࠗ㞟࠘␎グ㸧
ࠕ༡᪉⇃ᴋ᪥グࠖ ᖺศ㸦ᮍหࠊཎ㈨ᩱࡣ༡᪉⇃ᴋ㢧ᙲ㤋ⶶ㸧

ዟ㔝Ⰻஅຓࠗ⏕ែᏛධ㛛࠘ඖ♫
ᶔᒣⱱᶞࠕ༡᪉⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ື⳦᰿Ꮫࡢ᪥ⓗ㈉⊩ࠖ
ࠗࡃࡕࡃࡲࡢ࠘ ྕ
ᚋ⸨ఙࠕ⣽࠸㐨㊰୍ᮏ࡛ᯤࢀࡓỤ㡲ᓮཎ⏕ᯘࠖ
ࠗࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮࣡࠘ ᖺ  ᭶ྕูࠊᮅ᪥᪂
⪺♫
⏣ᮧ⩏ஓࠕ༡᪉⇃ᴋࡢࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ
ࠖ
ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘㸳ྕ
㭯ぢᏊࠗ༡᪉⇃ᴋ࠘ㅮㄯ♫
᳃ୗ┤⣖ࠕỈಛྐ࠾ࡅࡿࠕ▱ⅆᾏ⥲ྜᏛ⾡ㄪᰝᅋࠖࡢ⨨̾̾ேᩥ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࡢࠕඹ
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ྠ⾜Ⅽࠖࡘ࠸࡚ࠖ⏕ᏑᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ሗ࿌ 
࣮࢜ࢫࢱ࣮  ࠗࢿࢳ࣮ࣕࢬ࣭࢚ࢥࣀ࣑࣮ ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᛮྐ࠘୰ᒣⱱࠊᡂᐃ⸅ࠊྜྷ⏣ᛅヂࠊ
ࣜࣈ࣏࣮ࣟࢺ
ࢲ࣮࢘ࣥࠗ✀ࡢ㉳※࠘
㸦ୖ㸧Ώ㎶ᨻ㝯ヂࠊගᩥ♫ྂ᪂ヂᩥᗜ
࣏ࣞ࢜ࣝࢻࠗ㔝⏕ࡢ࠺ࡓࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ࠘᪂ᓥ⩏ヂࠊㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ
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ࠊ⚄㐨ࢆぢ┤ࡍ
̿6RPHWKLQJ*UHDW ࡢឤჃᓫᩗࡢᛕ̿
၈⃝ ኴ㍜㸦᪩✄⏣Ꮫ♫⛉Ꮫ⥲ྜᏛ⾡㝔࣭ຓᩍ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⚄㐨ࠊ⏘㟋ࠊ༡᪉⇃ᴋࠊ㏻㊰㸦ࣃࢧ࣮ࢪࣗ㸧
ࠊ
Something Great

ࡣࡌࡵ̿࡞ࡐࠊ⚄㐨̿
3.11 ௨㝆ࠊ
ࠕ⤎ࠖࡀ୍ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ⤎ࠖ̿̿ࡘࡲࡾᡃࠎࡣࠊேேࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖ
ࡣㄽࠊே⮬↛ࠊே♽ඛࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࢆ㟈⅏௨㝆ࠊᨵࡵ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊᙜࡓࡾ๓ࡢࡶࡢ࡞ࡾ㐣ࡂࠊᙳ㞃ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ༴ᶵ
ࡴࡍࡦ

ⓗ≧ἣ㝗ࡾࠊࡇࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖ㸻ࠕࡴࡍࡧ㸦⏘㟋 㸧ࠖࡣࠊᡃࠎࡢ║๓ࡲࡊࡲࡊ⌧ࢃࢀฟ࡚ࡁࡓ
AE

ࡢ࡛࠶ࡿࠋྠࠊ࠶ࡲࡾࡶ㏆ࡍࡂࡿࡀᨾࠊ࠶ࡲࡾࡶ㐲ࡃឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠕ⮬↛ࡑࡢࡶࡢࠖ
ࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖࡀࠊᡃࠎ┤᥋ㄒࡾࡅ࡚᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡸࠊ
ࠕㄒࡾࡅࠖࡣᖖ᪤࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋᡃࠎࡣࠊᬑẁࠊ
ࠕ⏕㸦⏕̿Ṛ㸧
ࠖࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼ࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡣࠕᆅࠖࡋ࡚㞃ࡉࢀ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊ
ࠕᅗࠖࡋ࡚ᾋࡧୖࡀࡗ࡚᮶ࡓࠋ̿̿࠼ࡤࠊࡅ࡚࠸ࡿࠕ║
㙾ࠖࡣࠊࡍࡄᡭඖ࠶ࡾㄞࢇ࡛࠸ࡿᮏࡼࡾࠕ㐲࠸ࠖ
ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᬑẁࡑࢀࢆࡅ࡚࠸ࡿࡇࢆᛀࢀ࡚
࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㏆ࡃࠖᅾࡾ㐣ࡂࡿࡶࡢࡣ㏫ࠕ㐲࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋࠊࡇࡢࠕ║㙾ࠖࡦࡧࡀධࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾࡶᙜࡓࡾ๓࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࡀࠊ
ࠕ⏕ࠖࡀࠊ
ࠕ⮬↛ࠖࡀࠊᡃࠎ
ࡢ║๓⌧ࢃࢀࡓࠋ
 ⚄㐨ࡣࠊᡃࠎࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࢆ῝៖ࡉࡏࡿࠋ⚄㐨ࡣࠊᡃࠎࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖࢆ῝៖ࡉࡏࡿࠋᡃࠎ
㞄ேࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࡣ࠺࠶ࡿࡁࠊᡃࠎ♽ඛࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠋᡃࠎ
ࣆࣗࢩࢫ

ࢆࡲࡉᅾࡽࡋࡵࡿࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖ
㸦
ࠕ⮬↛ ࠖゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࡋࠊ
ࠕᏑᅾࠖゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸㸧ᡃࠎ
ࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢࠋ⚄㐨ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ࠸ᑐࡍࡿࠕ㐨ࠖࢆ᫂♧ࡋ
࡚ࡃࢀࡿࠋᡃࠎࡣࡇࡑࠊ࠸ࡸࠕ⤎ࠖࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡔࡽࡇࡑࠊࡲࡉ⚄㐨ࢆࠊ⚄㐨ⓗᅾࡾ᪉ࢆࠊ
ぢ┤ࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬⚄㐨ࡢឤぬ̿⏽ᛧࡢ᐀ᩍࢽ࣑ࢬ࣒̿
ᑠἨඵ㞼㸦1850㹼1904 ᖺ ࣛࣇ࢝ࢹ࣭࢜ࣁ࣮ࣥ Patrick Lafcadio Hearn㸧ࡣࠊ࠶ࡿ⛅ᬕࢀࡢ᪥ࠊ
ࡋ ࢇ ࡌ ࡇ

ࡔ࠸ࡏࢇ

ฟ㞼♫ࢆཧᣏࡋࡓ㝿ࠊ㐨† ࢆ⯪࡛Ώࡾࠊࡑࡢ†Ỉࠊࡑࡋ࡚㟘ࡓ࡞ࡧࡃඵ㞼ᒣ࣭ᒣ ࡢᒣ୪ࡳࢆ
ぢࠊࡇ࠺㏙ࡓࠋ
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There seems to be a sense of divine magic in the very atmosphere, through all the luminous
day, brooding over the vapory land, over the ghostly blue of the flood, ̿̿ a sense of Shinto.
㸦Hearn 1894㸸174㸧

ࡲࡉࡑࡢ✵Ẽࡢ୰⚄⪷࡛㨩ᝨⓗ࡞ឤぬࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ̿̿ࡑࡢ࡚ࡢ⚄ࠎࡋ࠸ගࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏽
ࢀከࡃࡑࡢ㟘ࡓ࡞ࡧࡃᅵᆅࠊࡑࡢᗁࡵ࠸ࡓ㟷࠸†Ỉࢆそ࠺✵Ẽࡢ୰̿̿⚄㐨ࡢឤぬࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
㸦ヂ̿၈⃝㸧

ࡇࢀࡇࡑࡲࡉࠕ⚄㐨ࡢឤぬ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ∝ᛌ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓᚰⴠࡕ╔ࡃࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ
ࡋ୍᪉࡛ࠊዿࡋࡃࡶ࠶ࡾࠊẼ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓᅽಽⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ୍ゝ࡛ゝ࠺࡞ࡽࡤࠕ⏽ᛧࡢࢺ࣮
ࢺ࣮ࣥ

ࣥ㸦㙊⏣ 2003㸸26㸧
࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏᒃᐉ㛗㸦1730㹼1801 ᖺ㸧ࡢゝⴥࢆ⏝࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࠕឤࡌ ࠖࡣ
ࡇࡇࢁ

ࠕࡶࡢࡢ࠶ࡣࢀࠖゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐉ㛗ࡼࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕぢࡿ≀ࡁࡃ࡞ࡍࢃࡊࡩࢀ࡚ࠊ 
ࡢ῝ࡃឤࡎࡿࡇࢆ࠸ࡩஓࠖ㸦
ࠗ▼ୖ⚾ῄゝᕳ୍࠘㸧ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐉ㛗ࡣࠊḷ࡞ࡢⱁ⾡
ࡣࡍ࡚ࡇࡢࠕࡶࡢࡢ࠶ࡣࢀࠖࢆឤࡎࡿࡇࡼࡗ࡚ጞࡲࡿࡍࡿࠋࠕḷࡣ≀ࡢ࠶ࡣࢀࢆࡋࡿࡼࡾ࠸
࡛ࡃࡿࡶࡢ࡞ࡾࠖ㸦ྠୖ㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ≀ࡢ࠶ࡣࢀࢆࡋࡿࠖゝࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢࠕࡋࡿࠖാࡁࡣࠊᴫᛕⓗ
㸦㢌࡛㸧⌮ゎࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤࠕឤᚓࠖࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
⚄㐨ࡣࠊ
ࠕឡᩆ࠸ࡢ᐀ᩍ㸦࠼ࡤ࢟ࣜࢫࢺᩍ㸧
ࠖࡸࠕឿᝒᝅࡾࡢ᐀ᩍ㸦࠼ࡤᩍ㸧
ࠖ࡞ࡣ୍
⥺ࢆ⏬ࡍࠊ⣲ᮔ࡞ࠕ⏽ᛧࡢ᐀ᩍࠖゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐉ㛗ࡣࠊ⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ⚄ࠖࢆࠕୡࡢᖖ࡞ࡽࡎࠊ
ࡇ

ࡋࡇ

ࡍࡄࢀࡓࡿ ᚨ ࡢ࠶ࡾ࡚ࠊ ⏽ ࡁࡶࡢࠖᐃ⩏ࡋࡓࠋ
ࠕ⏽ࡁࡶࡢࠖ1ࠊࡘࡲࡾ᭷ࡾ㞴ࡃࠊᑛࡃࠊࡲࡓᛧࢀ
࠾ࡢࡢࡃࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ⚄ࠖࡢᯖモࡣࠊ
ࠕࡕࡣࡸࡪࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠕࡕ㸦㟋࣭㢼࣭⾑࣭
ங࣭㐨㸧
ࠖࡤࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦㟋ጾ㸧ࡀࠊໃ࠸ࡼࡃ㸦ࡣࡸ㸧
ࠊ⃭ࡋࡃືࡋ࠺ࡈࡵࡃ㸦ࡪࡿ㸧ࡉࡲ
ࢆゝ࠺ࠋࡘࡲࡾ⚄㐨࠾࠸࡚ࡣࠊఱࡘࡅࠊ⏽ࡃࠊࡲࡌ࠸ጾຊࢆⓎࡍࡿࡶࡢࡣࡳ࡞ࠕ⚄ࠖࡋ
ࣆࣗࢩࢫ

࡚ࡢ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡽࡇࡑྂ᮶᪥ᮏேࡗ࡚ ⮬↛ ࡣࡲࡉࠕ⚄ࠖࡔࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 2ࠋ
ࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊ
⚄๓࡛ࠕࡋࡇࡳࠊࡋࡇࡳࠖၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ⚄ࠖࡣࠊᜍᛧࡸ⏽ᩗࡢᛕࢆឤࡎࡿࡶ
ࠊࠊࠊ
ࡢࡾ
ࠕ⚄ࠖࡢᚚྡࢆ┤ཱྀ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓṤࡢ⚃モࡣࠕࡅࡲࡃࡶࡋࡇࡁࠖࡽጞࡲࡿࡀࠊࠕࡅࡲࡃࡶࠖࡣࠊ
࡛ゝ࠺ࡇࠊᚰࡅ࡚ᛮ࠺ࡇࡍࡽ⏽ࢀከ࠸࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋᅉࡳࠊ⚃モࡣᮏ᮶ே㛫ࡀసࡋࡓゝⴥ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⚄㟋ࡢゼࢀ࠾࠸࡚⮬↛Ⓨ㟢ࡋࡓࠊ࠸ࢃࡤ㟋ⓗ࿌▱࠶ࡿ࠸ࡣၨ♧࡛࠶ࡿࠋ
2 ඵ㞼ࡣྂ௦ࢠࣜࢩே᪥ᮏேࡢ⢭⚄ࡀఝ࡚࠸ࡿᣦࡍࡿࠋ
⮬↛ே⏕ࢆࡓࡢࡋࡃឡࡍࡿ࠸࠺㯶࡛ࡣࠊ᪥ᮏேࡢ㨦ࡣࠊࡩࡋࡂࡶࠊྂ௦ࢠࣜࢩேࡢ⢭⚄ࡼࡃఝ
࡚࠸ࡿࠋ…㸦୰␎㸧…వࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪥ᮏேࡢ㨦ࡘ࠸࡚ࠊከᑡ࡞ࡾࡶ▱ࡾࡓ࠸ᛮ࠺ྠࠊ
᪥ࠊ࠸ࡘࡣࡲࡓࠊࡇࢇࡕ⚄㐨ࡤࢀࠊྂࡃࡣ⚄࡞ࡀࡽࡢ㐨ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠊࡇࡢྂ࠸ಙ௮ࡀࠊ⌧ᅾ
ࡶ࡞࠾⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢ೧࡞ࡿຊࢆㄒࡿ᪥ࡀࠊ࡞ࡽࡎ࠶ࡿࡔࢁ࠺ᛮࡘ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᑠἨ 1955㸸259260㸧
ࡇࡢࡼ࠺ඵ㞼ࡀ᪥ᮏྂ௦ࢠࣜࢩࡢࠕឤぬࠖ㢮ఝⅬࢆឤࡌࡓࡢࡣࠊᙼࡀࢠࣜࢩ⏕ࢀ࡛࠶ࡿࡇ῝ࡃ
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
1
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ࠕඵⓒࡢ⚄ࠎࠖゝ࠺ዴࡃࠊ⚄㐨࠾࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞ࠕࡕࡣࡸࡪࡿࠖ
ࠊ
ࠕ⏽ࡁࡶࡢࠖࡀ⚄࡞ࡾᚓ
ࡿࠋᡃࠎ᪥ᮏேࡢඛ♽ࡣࠊᕧᮌࡸࡸἨ࡞῝࠸⏽ᛧࡢᛕඹឤㅰࡢᛕࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ
ࡑࢀࡽࡣ᳃ࡢከᵝ࡞⏕ࢆ⏕ࡳฟࡋ⫱ࡴ※ࡔࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࢀࡣྠࠊᡃࠎࡀࡑࢀࡽ⏕
ࢆ྿ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡇࢆពࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕࢽ࣑ࢬ࣒ࠖࡣࠊ⚄㐨ࡢࠊ࠸࠺ࡼࡾཎ࣭᪥ᮏே
ࡢࠊࡁ࡞≉ᛶ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᅉࡳࠊ
ࠕࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠖࡢㄒ※ࡣࠕࢽ࣑ࢬ࣒࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ୍ぢ↓ᶵ㉁
࡞⤮ࠊືࡁࡸኌ㸦ྎモ㸧ࡸឤࠊࡑࡋ࡚ከᵝ࡞ᨃ㡢ࢆ࠼ࡿసᴗࡣࠊ᪥ᮏேࡀ᭱ࡶᚓពࡍࡿศ㔝
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢࢽ࣓ࡣୡ⏺࡛ࡶࠕCool Japanࠖࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ⛬᪥ᮏ࠾࠸࡚
ࢽ࣓ࡀⓎ㐩ࡋࠊࡲࡓୡ⏺୰ࢆឤືࡉࡏ࡚࠸ࡿ⫼ᬒࡣࠊᡃࠎ᪥ᮏேࡢ᰿ᗏࠕ⚄㐨ࡢឤぬࠖࡀὶࢀ
࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⚄㐨ࡣࢽ࣑ࢬ࣒῝ࡃ㏻ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢࠕ⚄㐨ࡢឤぬࠖࡣఱࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ⚄㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥࡢព
ࡴࡍࡦ

ࠊ⚄♫㸦㙠Ᏺࡢ᳃㸧ࡢᅾࡾ᪉ࠊ
ࠕ⏘㟋 ࠖࡢᛮⓗព⩏ࡢ୕Ⅼࡽࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

㸰㸬
ࠕ⚄㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥ̿The Way from KAMI or The Way to KAMI̿
ࡉ࡚ࠊእᅜேࠕ⚄㐨ࡣఱ࡛ࡍ㸽ࠖᑜࡡࡽࢀࡓࠊ᪥ᮏே࡛࠶ࡿᡃࠎࡣఱ⟅࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺
ࠋ࠼ࡤࠊࠕ⚄㐨ࡣ᪥ᮏᅛ᭷ࡢẸ᪘᐀ᩍ࡛ࠊࢽ࣑ࢬ࣒ࡸࢩ࣮࣐ࣕࢽࢬ࣒ࡸඵⓒࡢ⚄ࠎࡢẸ
ಙ௮ࢆᇶ┙ࡋ࡚⩦ྜⓗ࡞Ṕྐⓗᒎ㛤ࢆࡆࡓಙ௮⏕άᩥࡢ⥲య࡛࠶ࡾࠊࡑࡢලయⓗ⾲⌧ࡀ⚄ヰ
⚍♭ࡑࡢఏᢎࡢሙࡋ࡚ࡢ⚄♫࡛࠶ࡿ㸦㙊⏣ 2003㸸24㸧ࠖ࡞୍ᛂࡣ⟅࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋᙜ↛ࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊ⚄㐨ࡢᴫせࡣࡘࡵ࡚ࡶࠊࡑࡢᮏ㉁ࡣศࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᮏ㉁ࢆ▱ࡿⅭࡣࠊࡲࡎࠕ⚄㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥࡢពࢆ᫂ࡽࡋࠊḟ⚄ࡢ Access Point ࡓࡿ
ࡴࡍࡦ

ࠕ⚄♫ࠖ
ࠊࡉࡽ⚄㐨ࡀ᭱ࡶ㔜どࡍࡿࠕ⏘㟋 ࠖࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠊࠊࠊ
 ࠕ⚄㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࡘࡢពࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠕ⚄ࡽࡢ㐨㸦The Way from KAMI㸧
࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࠊࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠕ⚄ࡢ㐨㸦The Way to KAMI㸧
࡛ࠖ࠶ࡿ㸦㙊⏣ 2003㸸32 ཧ↷㸧ࠋ
ࠕ⚄ࡽࡢ㐨ࠖࡣࠊ
࠸ࢃࡤࠕ⚄ࠖࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖࡓࡿࠕᏑᅾࠖࡽࠊࡇࡢୡᏑᅾࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࠕᏑᅾ⪅ࠖ㏻ࡎࡿ㐨
㸦㏻㊰㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚄ࡢ㐨ࠖࡣࠊࡇࡢୡᏑᅾࡍࡿࠕᏑᅾ⪅ࠖࡽࠊ᭱ࡶ᰿※ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠕ⚄ࠖ
ࠊࠊࠊ
ࠊࠊ
ࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖࡓࡿࠕᏑᅾࠖ⮳ࡿ㐨㸦㏻㊰㸧࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕ⚄ࡽࡢ㐨ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠕ⚄ࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㐨ࠖ࠾࠸࡚ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊ⚄ே㛫ࢆ⧅ࡂࡘࡘΰࡐྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ࠕ㏻㊰ࠖࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗ

࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚄㐨ࠖ࠸࠺ゝⴥ࠾ࡅࡿࠕ㐨ࠖɆɆࡑࢀࡣࠊ࣑࣋ࣥࣖࣥࡢゝ࠺ࠕ㏻㊰ 㸦passage㸧
ࠖ 3ࠊ࠶

ࣃࢧ࣮ࢪࣗ

3

ࠕ ㏻ ㊰ ࠖࡘ࠸࡚ࠊࣦࣝࢱ࣮࣭࣑࣋ࣥࣖࣥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙ࡿ㸦
ࠗࣃࢧ࣮ࢪࣗㄽ࠘
㸧ࠋ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗࡣࡑࡢ࡞࡛ࢃࢀࢃࢀࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢ୧ぶࡢࠊࡑࡋ࡚♽∗ẕࡢ⏕ࢆ࠸ࡲ࠸ࡕክࡢࡼ࠺⏕ࡁ
࡚࠸ࡿᘓ⠏≀࡞ࡢࡔࠊࡕࡻ࠺⫾ඣࡀẕぶࡢ⫾ෆ࡛ࠊື≀ࡓࡕࡢ⏕ࢆ࠸ࡲ࠸ࡕ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠋ
㸦Benjamin1928㹼1940㸭ᮧヂ 2003㸸238㸧
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗ
ࡍࡿ㸧
ࠋࡑࡇࡣࠊே㛫ື≀ࠊ
ࠕ ㏻ ㊰ ࠖɆɆࡑࡇ࡛ࡣࠊ♽ඛࡢ⏕ࠊ⌧ᅾࢆ⏕ࡁࡿᡃࠎࡢ⏕ࡀΰࡌࡾྜ࠺㸦mix
ࠊࠊࠊ
ࡲࡔ༊ูࡢࡘ࡞࠸ࡶࡢࡀ⾂ࡃࠕẕ⫾ࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୧㡯ࡢ༊ูࡀ㩭᫂
࡞ࡾࠊࡲࡓ୧㡯ࡢ≉ᛶࡀΰ
ࠊࠊࠊࠊ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗ
ࡌࡾྜ࠺ฎࠊࡑࢀࡀࠕ ㏻ ㊰ ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ࣜࣄࢺࣥࢢ

ࡿ࠸ࡣࣁࢹ࣮࢞ࡢゝ࠺ࠕ✵㛤ฎ 㸦lichtung㸧㸦ᕝཎ 1981㸸229, 563 㸧
ࠖ㢮ఝࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊࣁࢹ࣮࢞ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙ࡿ㸦ࠗྠ୍ᛶᕪ␗ᛶ࠘
㸧
ࠋ

ࡉ࡚Ꮡᅾࡣఱ㸽ᡃࠎࡣᏑᅾࢆࡑࢀࡢጞ※ⓗពᚑࡗ࡚⌧๓Ꮡᅾ㸦Anwesen㸧⪃࠼ࡼ࠺ࠋ
Ꮡᅾࡣே㛫ࡗ࡚㝶కⓗࡶእⓗࡶ⌧๓Ꮡᅾࡍࡿ㸦west…an㸧ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏑᅾࡣࡑ
ࢀࡢㄒࡾࡅࡼࡗ࡚ே㛫㛵ࢃࡿ㸦an-geht㸧ࡺ࠼ࡢࡳࠊ⌧ᡂࡋ㸦west㸧ୟࡘᣢ⥆ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋఱᨾ࡞ࡽࡤே㛫ࡇࡑࠊᏑᅾྥࡗ࡚᫂ℋࠊᏑᅾࢆ⌧๓Ꮡᅾࡋ࡚฿᮶ࡏࡋࡵࡿࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⌧๓-Ꮡᅾ㸦An-wesen㸧ࡣࠊᡈࡿ᫂ࡿࡉࡢ᫂ℋࡉ㸦das Offene㸧ࢆ⏝ࡋࠊ
ࡃࡇࡢ⏝ࡼࡗ࡚ࠊே㛫ᮏ㉁ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦Heidegger1957㸭Ụヂ 1960㸸17-18㸧
ࠊࠊ
┿ࡢࠕᏑᅾࠖ
㸦㸻ࠕᏑᅾࡑࡢࡶࡢࠖ
㸧ࡣࠕ⌧๓Ꮡᅾࠖࡋ࡚ே㛫ྜࡍࡿࠋே㛫ࡣࠊ
ࠕᏑᅾࠖࡢࡧ
ࡅᛂ⟅ࡍࡿࠋ
ࠕᏑᅾࠖࡣே㛫ࢆᚲせࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࣁࢹ࣮࢞ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡇࡑࡀࠊ
ࠕᏑ
ᅾࠖࡽࡢㄒࡾࡅࢆ⪺ࡁ㸦ᬯ㯲ⓗ࡛࠶ࢀᢕᤊࡋ㸧ࠊࡑࢀᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᏑᅾ⪅࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓᙜ↛ࠊே㛫ࡶࠕᏑᅾࠖࢆᚲせࡍࡿࠋࡇࡢࠕᏑᅾࠖࡣࠊ
ࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖゝ࠸࠼࡚ࡶⰋ࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢࠖ㸦Ꮡᅾ㸧ே㛫㸦ಶⓗ⏕㸧ࡀ࠸ὶࡍࡿሙࡇࡑࡀࠊࣁࢹ
࣮࢞ࡢゝ࠺ࠕᡈࡿ᫂ࡿࡉࡢ᫂ℋࡉࠖ
㸦࠶ࡿ࠸ࡣࠕ✵㛤ฎࠖ
㸧࡛࠶ࡿࠋ୧⪅㸦Ꮡᅾࠝ⏕ࡑࡢࡶࡢࠞே
㛫ࠝಶⓗ⏕ࠞ
㸧ࡀΰࡌࡾྜ࠺ࠕ✵㛤ฎࠖࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ༶ࡕࠕᏑᅾɆ✵㛤ฎɆே㛫ࠖ࠸࠺㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗ

ࠕ✵㛤ฎࠖ
ࠊࡑࢀࡣࠕ ㏻ ㊰ ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ㐨ࠖࡣࠊᡃࠎே㛫ࡑࢀ௨እ㸦㸻⚄ࠎ㸧
ࠊࠊ
ࡀឤࡍࡿฎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
☜ࠊࣁࢹ࣮࢞ࡀゝ࠺ࡼ࠺ࠊே㛫ࡢࡳࡀࠕᏑᅾࠖࢆၥ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᏑᅾ⪅㸦⌧Ꮡᅾ㸧࡛࠶
ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ 4㸦ࡔࡀࡑࡶࡑࡶࠊே㛫ࡀၥ࠸ᚓࡿࠕᏑᅾࠖࡣࠊ᪤ே㛫ࡢᡭᇈࡢ࠸࡚ࡋࡲࡗ
ࠊࠊ
ࠊ
ࡓࠕᏑᅾ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ┿ࡢࠕᏑᅾࠖࡣ࡞࠸ࡶゝ࠼ࡿ㸧
ࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡣே㛫ࡀࡢᏑᅾ⪅ࡼࡾඃ
ࠊࠊࠊࠊ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠼ࡤே㛫௨እࡢ⏕≀ࡣࠊṤࡇࡢࠕᏑᅾࠖᖖ᪤⁐ࡅ㎸
ࠊࠊࠊࠊ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡔࡽࡑࡢពࢆၥ࠸☜ࡵࡿᚲせࡉ࠼࡞࠸ࡶゝ࠼ࡿࠋே㛫ࡔࡅࡀࡑࡢ࠸ࢃࡤࠕ⁐ゎ≧
ࠊࠊࠊࠊ
ែࠖࡽᾋࡁฟ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀᨾࠊࡑࡢពࢆၥ࠸☜ࡵࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࡢࡔࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ே㛫ࡀࡢ⏕≀ẚ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿࡣỴࡋ࡚ゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ࣭᪥ᮏேࡣࡑࡢࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸
࡚ ࡳ ࡎ ࡸ

ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕᏑᅾࠖ㸦ព㆑ⓗ㸧㏆࡙ࡃ๓ࡣࠊᡃࠎࡀᚲࡎࡲࡎࠕᡭỈ⯋ ࡛ࠖᡭཱྀ࣭ࢆΎ
ࡵࡿࡢࡣࡑࡢࡇࢆ➃ⓗ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠕே㛫ࡃࡉࡉࠖࢆࡑࡇ࡛ⴠࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕே㛫ࡃࡉ
ࡉࠖࡣゝࡍࢀࡤࠊ⮬ᡃ㸦ᡃᇳ㸧ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕᏑᅾࠖࢆ┿▱ࡿࡓࡵࡣࠊ
ࠕᡃࠖࡢ
ᇳ╔ࢆᤞ࡚ࠊࡢ⏕≀ྠᵝࡑࡇ⁐ࡅ㎸ࡴ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᡃࠎே㛫ࡀࠕᡃࠖࢆᤞ࡚ࡁࡿࡇ
࡞ࠊᮏᙜ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

4

ࣁࢹ࣮࢞ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙ࡿ㸦ࠗᏑᅾ㛫࠘㸧
ࠋ
⌧ᏑᅾࡀᏑᅾⓗ㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡴࡋࢁࠊࡇࡢᏑᅾ⪅ࡣ࠾ࡢࢀࡢᏑᅾ࠾࠸࡚ࡇࡢᏑᅾ⮬㌟
ࢃࡾࡺࡃ࠸࠺ࡇࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Heidegger1927㸭ཎ࣭Ώ㎶ヂ 2003㸸33㸧ᴾ
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㸱㸬⚄♫㸦㙠Ᏺࡢ᳃㸧̿ࡑࡢᮏ※ⓗᅾࡾ᪉̿
ձ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡤࡋ࡚ࡢ⚄♫
ࣜࣄࢺࣥࢢ
ࣃࢧ࣮ࢪࣗ
ࠊࠊࠊࠊ
⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ✵㛤ฎ ࠖ
࣭
ࠕ ㏻ ㊰ ࠖࡣࠊලయⓗఱฎɆɆࡑࢀࡣ➃ⓗࠕ⚄♫࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᐀ᩍᏛ

⪅ࡢ㙊⏣ᮾࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ……⚄♫ࡣ␗⏺ࡸ⏺ࡢ᥋Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࢡࢭࢫ࣭࣏ࣥࢺࡔࡽࠋḟඖኚⅬࡔࡽࠋ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᡤࡔࡽࠋࡘࡲࡿࡇࢁࠊࡑࡇࡣᮍ▱࡞ࡿྍゎ࡞ୡ⏺ࡸᏱᐂࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿᏱᐂࢫ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡢࡔࠋ
㸦㙊⏣ 2003㸸19㸧

࠾ࡑࡽࡃᡃࠎே㛫ࡀࠕ␗⏺ࠖ᭱ࡶ᫂ℋ᥋ゐ࡛ࡁࡿሙࡇࡑࠊ⚄♫࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇࡣࡇࡢୡ
ࠊࠊࠊࠊ
࠶ࡢୡࠊே⚄ࠊᏑᅾ⪅ࠕᏑᅾࠖࡀΰࡌࡾྜ࠺≉Ṧ࡞ሙ࡛࠶ࡿࠋ㙊⏣ࡣࠊ⚄♫ࢆࠕᏱᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖࡪࠋࡘࡲࡾࡑࡇࡣࠊ
ࠕᏱᐂࠖ࠸࠺᰿※ே㛫ୡ⏺㸦ᆅୖ㸧ࢆࡘ࡞ࡄሙ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᡃࠎࡣ
ᆅୖ࡛ࡣỴࡋ࡚ᚓࡿࡇࡢ࡞࠸ឤぬࢆࡑࡇ࡛ࢃ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕᏱᐂࠖࡽࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ┤ཷࡅ
ࡘࡘᮍࡔ⮬ᡃࢆಖࡗ࡚࠸ࡿɆɆࡉࡽࠕᏱᐂࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿ㝈ࡾࠊᡃࠎࡣᏱᐂ࠸࠺࠸ࢃࡤࠕ᰿
※ࠖ࿐ࡳ㎸ࡲࢀࡿ༴㝤ᛶࢆࡣࡽࡳ࡞ࡀࡽࡶࠊఱᆅୖᖐࡿࠕ㏥㊰ࠖࡣ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿɆɆࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ព࡛ࡑࡇࡣ㠀ᖖ≉Ṧ࡞ሙ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᚓࡿឤぬࡣ⚄⛎ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓẼ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࡇ࡛ே㛫ࡣ᭱ึࠊ⚄ࠎ
ࡋࡉࡶࠕᏳᚰឤࠖࢆᚓࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣẕ⫾ࡢ┿ࡗᬯ࡞⨺Ỉࡢ୰࠾ࡅࡿ↓㔜ຊ≧ែᒃࡿ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊே㛫ࡣࡑࡇỌ㐲␃ࡲࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ┿ࡗᬯ㜌ࡢ↓㔜ຊ≧ែ࠾
࠸࡚ࠊே㛫ࡣࡑࡢᬯ㜌࡚ࡀ྾ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࠊ᰿※ⓗ࡞ࠕᏳࠖくࢃࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠾࠸࡚ࡇࡑࠊே㛫ඖ᮶ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦ഛࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧
ࠕ⮬ᕫಖᏑࡢḧồࠖ
ࡣ᭱㝈Ⓨࡉࢀࡿࠋⴠࡋࡓᛮࡗ࡚࠸ࡓࠕே㛫ࡃࡉࡉࠖࡣࠊࡸࡣࡾே㛫ࡀே㛫࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊࡑ
࠺⡆༢ࡣⴠࡋࡁࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᡃࠖࡣࡴࡃࡴࡃࡁୖࡀࡾࠊ⤖ᒁᡃࠎࡣࠕ᰿※ࠖ
ࡽศࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡧࠕ᰿※ࠖᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕศࠖྠ⮬ᕫࡣ⪅ࢆ
ࠕ༊ูࠖࡍࡿࠋ⮬ศ௨እࡢࡶࡢࢆぢฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ㸦ࠕ༊ูࠖࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸧
ࠊ⮬ᕫࡣ⮬ᕫ࡛࠶ࡿࡇࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ᰿※㸦⤫୍㸧ࠖńࠕᏳࠖńࠕศ࣭ࠖ
ࠕ༊ูࠖńࠕ᰿※㸦⤫୍㸧ࠖńࠕᏳࠖń««ࡇࡢᚠ⎔ࡣࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ே㛫࡛࠶ࢁ࠺ࡍࡿ㝈ࡾࠊỌ㐲⥆ࡃࠋே㛫ࡣࠕ᰿※㸦⤫୍㸧ࠖ␃ࡲࡾ⥆ࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ࠶ࡿព࡛ࡣࠕᖾࠖ࡞ࡇࡔゝ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊே㛫ࡣࠕ᰿※㸦⤫୍㸧
ࠖ
ࡽࠕศࠖࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࡇࡑࠊ
ࠕ᰿※㸦⤫୍㸧
ࠖࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋɆɆࠕ࢚
ࢹࣥࡢᅬࠖ␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊࡑࡇࡀᴦᅬ࡛࠶ࡿࡇࡶࠊ⮬ศࡓࡕࡀᖾࡏ࡛࠶ࡿࡇࡶឤࡌࡿ
ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡽ㞳ࢀ࡚ึࡵ࡚ࠕᖾࡏࠖࡣఱࡓࡿࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ղࠕ࣮࢘ࢩࠖࡋ࡚ࡢ㙠Ᏺࡢ᳃
ࠊࠊࠊ
⚄♫ 5࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⚄ࠖࢆᶍ㐀ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕ⚄ീ㸦Ꮡᅾ⪅㸧
ࠖࡣᇶᮏⓗ࡞࠸ࠋ࠶ࡿࡢࡣࠕ㙾ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚄ࠖ
㸦Ꮡᅾ㸧ࡣᮏ᮶ࠊጼ࣭ᙧࢆᣢࡓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 6ࠋቃෆ 7࠶ࡿࠕ㙾ࠖࡀᫎࡍࡢࡣࠊࡑࢀࢆ
ぢ࡚࠸ࡿ⮬ศࡑࡢ⮬ศࢆྲྀࡾᅖࡴ࡚ɆɆࠕᏑᅾࠖࡑࡢࡶࡢɆɆ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࡣゝ࠼ࠊࡑࡶࡑࡶᚚ
⚄య࡛࠶ࡿࠕ㙾ࠖࡣ㏻ᖖぢࡿࡇࡣチࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡢࡔࡀ㸧
ࠋࡘࡲࡾ⚄㐨࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᏑᅾࠖࢆࠕᏑ
ࠊࠊࠊ
ᅾ⪅ࠖ㈘ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡞࠸ࡢࡔࠋ
⚄♫ࡣ⚄Ẋࡢࡳࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ᮶ࠊࡑࡢ࿘ࡾࡢ⮬↛㸦ᕧᮌ࣭࣭Ἠ࡞㸧
ࠊࡘࡲࡾ㙠Ᏺࡢ᳃
ࡋࡇ

㸦ᮭ㸧ࢆྵࡵ࡚ࠕ⚄♫ࠖࡣᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸࠺ࡼࡾඖࠎࠊ≉ࠕ ⏽ ࡁࠖ⮬↛ࡀ࠶ࡿሙᡤ⚄♫
ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࡢࡔࠋࡘࡲࡾࠕἨࡀࡁࠊᕧᮌࡀ⏕࠸ⱱࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ື᳜≀ࡼࡗ࡚㇏࡞⏕ࡢႠ
ࡳࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ㸦㙊⏣ 1999㸸111㸧ࠖ
ࠊ⚄♫㸦♫Ẋ㸧ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋྂ᮶ᡃࠎ᪥ᮏே
ࡗ࡚ࠊ᳃ࡣࡲࡉࠕ᰿※ⓗ࡞ሙ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣỴࡋ࡚ᚁ᭹ࡍࡁᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ᳃㸦⮬
↛㸧ࡣࠊࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢゝ࠺ࠕ࣮࢘ࢩ ousiaࠖࢇ࡛ࡶⰋ࠸ࠋ
ࠕ࣮࢘ࢩࠖࡣᮏ㉁㸦᰿※㸧࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓࠕಶ≀ࠖࢆ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋᙜ↛ࠕ࣮࢘ࢩࠖ↓ࡋࠊಶⓗ⏕ࡶᅾࡾᚓ࡞࠸ࠋ
࡚ࢆໟࡳ㎸ࡴྠࠊಶேࡢ⏕ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣮࢘ࢩࠖ㸻㙠Ᏺࡢ᳃ࡣࠊ᪥ᮏேࡗ࡚ࠊ
ࡲࡉࠕ᰿※ࠖࡔࡗࡓࡢࡔࠋ

ࠊࠊࠊ
ࡑࢀ࡞ࡾࡢつᶍࡢ⚄♫ࡣࠊ⏨ᛶࡢࠕ⚄ࠖࡀ࠸ࡿࠋࡘ࡚⚄ࡣࠕ௰ᇳࡾᣢࡕࠖࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
⚄ࡣᮏ᮶ࠊ⚄ࠎࡢゝⴥࢆྲྀࡾḟ࠸࡛ேࠎఏ࠼ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏫ேࠎࡢᛮ࠸ࢆ⚄ࠎఏ࠼ࡿࠕ፹⪅ࠖࡔࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕࢩ࣮࣐ࣕࣥⓗࠖ⬟ຊࢆᣢࡘ⚄ࡣࠊḟ➨ࠕࢩ࣮࣐ࣕࣥࡽࣉ࣮ࣜࢫࢺࠊࡘࡲ
ࡾ⚍ྖⓗ࡞♩ᇳ⾜⪅ࡋ࡚ࠊᚊ௧యไ௨㝆ᩚ⌮ࡉࢀ㸦㙊⏣ 1999㸸114㸧ࠖࠊྂ௦࠾ࡅࡿዪᛶࢩ࣮࣐ࣕࣥࡣࠊ⏨
࠶ࡵࡢ࠺ࡎࡵ
ࡌࢇࡄ࠺
ᛶࡢ⚄⫋ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࠕ༝ᘺࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣኳᏱཷࡸ⚄ຌⓚྡྷࡢࡼ࠺࡞ዪᛶࢩ࣮ࣕ
࠶ࡵࡢࡇࡸࡡ
࠾ ࠾ ࡓ ࡓ ࡡ ࡇ
ࠖ࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
࣐ࣥࡽࠊኳඣᒇࡸ⏣⏣᰿Ꮚࡢࡼ࠺࡞⏨ᛶ⚄⫋ࠊ⏨ࡢ⚍ࡾᡭ⛣⾜ࡋ࡚㸦ྠୖ㸧
ࡣࠊᚊ௧యไࡼࡿ⚄♫⚍ࠊ⚄♲య⣔ࡢᩚഛࡢࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋዪᛶ⚄⫋ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠕᕩዪࠖࡋ࡚ࠊ࠶ࡃࡲ
ࠊࠊࠊ
࡛⿵ຓⓗ⚄⫋ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋぢ࡚ࡁࡓ㏻ࡾࠊྂ௦࠾࠸࡚ࡣዪᛶ⚄⫋㸻ᕩዪ㸦ዪᛶࢩ࣮࣐ࣕࣥ㸧ࡢ᪉ࡀ
ᅽಽⓗ㔜せ࡞❧ሙ࠶ࡗࡓࠋ
ࡓࡲࡢࡣࡽ
6 ඖ᮶ࠊ⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ⚄ࠖࡢጼࡸᙧࡣࠊே㛫ࡢ┠ࡣぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗྂグ࠘ࡼࡿࠊ㧗ኳཎ⌧
࠶ ࡵࡢࡳ ࡞ ࡠࡋࡢ ࡳ
ࡦࡾࡀࡳ
ࡃࡾࡳ
ࠕ㞃㌟ࠖࡣࠊ㌟యࡀ
ࢃࢀࡓ࠸࠺ኳஅᚚ୰⚄ᰕࡢ⚄ࠎࡣࠕ ⊂ ㌟ ࡛ࠖࠊࡋࡶࠕ㞃㌟࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
㞃ࢀ࡚ぢ࠼࡞࠸࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋࡇࢁࡀࠊ┠ࡣぢ࠼࡞ࡗࡓ᪥ᮏࡢ⚄ࠎࡣࠊᩍࡢᙳ㡪ࡼࡾጼࢆ⌧ࡋ࡚
ࡃࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ⚄ീࡢไస࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⚄ࠎࡣ࣭⸃ࡢ⼥ྜࢆጞࡵࠊጼࢆ⌧ࢃࡍࡼ࠺࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊⓑᒣᶒ⌧ࡸ⇃㔝ᶒ⌧ࠊᒣ⋤ᶒ⌧࡞࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⚄⸃ྕࢆࡍࡇࡶ┒ࢇ⾜ࢃࢀࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶ
ࡢࡣඵᖭ⸃࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ᫂ึᖺࡢ⚄ศ㞳௧ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶒ⌧ࡸ⸃࡞ࠊᩍㄒࢆ⏝ࡋࡓ⚄ྕ
ࡸᮏᆅࢆᚚ⚄యࡍࡿࡇࢆ⚗Ṇࡋࡓࡢ࡛ࠊ⚄ࠎࡣࡧጼࡸᙧࢆᾘࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸦୕ᶫ 2005㸸
70,73,74 ཧ↷㸧
7 ᡃࠎࡣࠊቃෆධࡿࡣࠊࡲࡎࠕ㫽ᒃࠖࢆ㏻ࡿࠋࡇࡢࠕ㫽ᒃࠖࡣࠊ⚄ᇦࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵᘓ࡚ࡽࢀࡓ୍✀ࡢࣛ
ࣥࢻ࣐࣮ࢡ࡛࠶ࡿྠᙜ↛ࠊ㛛࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡑࡇࡣᡬࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࠕ᮶ࡿࡶࡢᣄࡲࡎࠊཤࡿ⪅㏣ࢃࡎࠖ
ⓗ࡞㛤ᨺឤࡢ࠶ࡿែᗘࡀࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࠕ㫽ᒃࠖࡢㄒ※ࡣᐃㄝࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕ㏻ࡾධࡾࠖࡀ࡞ࡲࡗࡓࡶࡢ࠸
࠶ࡲࡢ࠸ࢃ
࡞ࡀ࡞ࡁࡾ
㞃ࢀࡓࡁࡧᡠࡍⅭࠊᖖୡࡢ㛗㬆㫽
㸦ࢽ࣡ࢺࣜ㸧ࡀ㬆࠸ࡓ
࠺ㄝࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ୍ㄝࡣ࣐ࢸࣛࢫࡀኳᒾᡞ
ࠊ ࠊ
࠸࠺ᨾࡽࠊࢽ࣡ࢺࣜࡢṆࡲࡿᮌ㸦㫽ࡀᒃࡿฎ㸧ࢆ㐀ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦Ⳣ⏣ 2004㸸125
ཧ↷㸧
5
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ࡳ࡞ࡓࡃࡲࡄࡍ

༤≀Ꮫ⪅࣭ẸᏛ⪅ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ ༡᪉⇃ᴋ 㸦1867㹼1941 ᖺ㸧ࡀࠕ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ື 8㸦⌧ᅾࡢ
ᡤㅝࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮㐠ື 9ࠖࡢඛ㥑ࡅ㸧
ࠖ࠾࠸࡚㔜どࡋࡓࡣࠊࡇࡢࠕ᰿※ⓗ࡞ሙࠖ
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⏕
ࡑࡢࡶࡢࠖࡓࡿ㙠Ᏺࡢ᳃ࢆࠊ㏆௦ྜ⌮⩏ࡢୗࠊ◚ቯࡉࡏ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣࠊࡑࢀࡀ
ኻࢃࢀࡿࡇࡣࠊ᪥ᮏேࡢ᪥ᮏேᛶࡀኻࢃࢀࡿࡇࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ

⛎ᐦ࡚ࡴࡾ≀ࢆࡃࡍ࠸࠺ࡇ࠶ࡽࡊࡿࡃࠊࡍ࡞ࢃࡕఱࡢᩍࡶ㢧ᐦࡢ࠶ࡾ࡚ࠊゝ
ㄒᩥ❶ㄽ㆟ࡶ࡚ゝ࠸࠶ࡽࢃࡋఏ࠼ࡋᚓࡠࡇࢁࢆࠊᅾ᮶ࡢጾࡼࡗ࡚ゝ➹ࠊࡓࡕࡲࡕࡋ
࡚㢌ࡽ㊊ࡢᗏࡲ࡛ឤᛀࡿࡿ⬟ࢃࡊࡽࡋࡴࡿࡶࡢࢆ࠸࠸࡞ࡿࡋࠋ…㸦୰␎㸧…ࡃࡢࡈࡁࡣࠊ
ࡉࡃࡑ࠺

ࡣࢇࡩࡔ

᪥ྜ♭ᚋࡢ༡↓ᖐ✄Ⲵ♾ᅬ㔠ẝ⨶᫂ᶒ⌧࠸࠺ࡼ࠺࡞ΰ㞧 㘒᧯ ࡏࡿࠊධࡾ࡛ ༙ᮐ ࢆࡶ
ฟࡉࡷ࡞ࡽࡠࡼ࠺ࡂࡗࡋࡾࡘࡲࡾࠊᶞᯘࡶΎἨࡶ࡞ࡃࠊⴠⴥ㣕ⰼぢࡓࡃ࡚ࡶ࡞ࡃࠊᤲ㝖ࡢࡓࡵ
ᅵࡣࡁษࡾࠊ࡛࣌ࣥ࢟ⓑሬࡾࡢ㫽ᒃࡸࠊࢭ࣓ࣥࢺ࡛◒▼ࢆሀࡵࡓᡭỈ㖊ከࡁ⚄♫ᮃࡴࡁ
࠶ࡽࡊࡿ࡞ࡾࠋ[1911 ᖺ 8 ᭶ 29 ᪥ᯇᮧோ୕ᐄ᭩⡆]㸦㞟 7, 1971㸸506ࠊഐ⥺Ɇ၈⃝㸧

ୖグ᭩⡆ࡣࠊ⇃ᴋࡼࡿࠕ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࠖࡢ㝿ࠊẸᏛ⪅࣭ᰗ⏣ᅧ⏨㸦1875㹼1962 ᖺ㸧ࡼࡗ
࡚ࠗ༡᪉᭩࠘ࡋ࡚㆑⪅㓄ᕸࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡶࡢࡢ୍㒊ᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡼࡿࠕ⚄♫ྜ♭
ᑐࠖࡢᙇࡢ᰿ᗏࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕឤぬࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᡃࠎࠕಶⓗ⏕ࠖࡢᅵྎ࣭᰿ᗏࡓࡿ
ࠕ⏕ࡑࡢࡶࡢ࡛ࠖࡶゝ࠺ࡁ᳃㸻ࠕ࣮࢘ࢩࠖࡽࡢࠊ
ࠕゝㄒࠖ
ࠕᩥ❶ࠖ
ࠕ㆟ㄽ࡛ࠖࡣゝ࠸⾲ࡋ㞴࠸
㸦᫂♧ࡋ㞴࠸㸧ᙉⅯ࡞ࠕឤぬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡤࡋࡤࡇࡢࠕ᰿※ⓗ࡞ሙࠖಶయࡀ⏕άືࢆᐇ㝿Ⴀ
ࡴሙࡢ㛫❧ࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓ⇃ᴋࡣࠊ
ࠕ᰿※ⓗ࡞ሙ㸦⤫୍㸧
ࠖࡽࡢຊࢆࠊ≉ᩄឤឤཷࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ

10ࠋ࠸ࡸࠊ⇃ᴋࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྂ᮶ࠊ᪥ᮏேࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ຊࢆឤཷࡍࡿࡇ㛵

1906 ᖺࠊ➨୍ḟすᅬᑎෆ㛶ࡣࠊ
ࠕ⚄♫ྜ♭ࠖࢆᅜບ⾜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣḟࡢ᱇ෆ㛶ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋࠕ⚄♫
ྜ♭ࠖࡣࠊྛᆅ࠶ࡿከࡃࡢ⚄♫ࢆྜ♭ࡋ࡚ࠊ
ࠕ୍⏫ᮧ୍⚄♫ࢆᶆ‽ࡏࡼࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ┿ࡗ
ඛ␗ࢆၐ࠼ࡓࡢࡀࠊ༡᪉⇃ᴋ࡛࠶ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊᙜ᪥ᮏ࡛ࡣ࡞ࡾ⌋ࡋ࠸ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝
࠸ࠊ㐠ືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௨ୗࡢඵࡘࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࢆᥖࡆࠊᆅඖࡢ᪂⪺ㄽ㝕ࢆᙇࡗࡓࠋࠕ⚄♫ྜ♭ࡣࠊ➨୍
ᩗ⚄ᛮࢆⷧ࠺ࡋࠊ➨ࠊẸࡢ⼥ࢆጉࡆࠊ➨୕ࠊᆅ᪉ࡢⴠࢆ᮶ࡓࡋࠊ➨ᅄࠊே㢼ࢆᐖࡋࠊ➨ࠊឡ㒓ᚰ
ឡᅜᚰࢆῶࡌࠊ➨භࠊᏳࠊẸࢆᦆࡌࠊ➨ࠊྐ㋱ࠊྂఏࢆ⁛ࡰࡋࠊ➨ඵࠊᏛ⾡ୖ㈗㔜ࡢኳ↛グᛕ≀ࢆ⁛༷
ࡍࠋࠖ᭱ึࡣᏙ㌷ዧ㜚࡛࠶ࡗࡓࡇࡢ㐠ືࡣࠊᚎࠎᗈࡲࡾࠊ▱㆑ே࣭ᐁࢆືࡍࡼ࠺࡞ࡿࠋ⤖ᯝࠊ1910 ᖺࠊ
ࠕ⚄♫ྜ♭௧ࠖࡣᗫṆࡉࢀࠊ୍ᛂࡢ᮰ࢆࡳࡓࠋ
ࡣ ࡸ
9 ᭱㏆ὶ⾜ࡾࡢࠕ࢚ࢥ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡓ࠼ࡑࢀࢆᴫᛕࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚ࡶࠊᐇࡣఱࡢ㐍ᒎࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ࠋࡲࡓࠊࡼࡃୡ㛫࡛ᶆᴶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗᆅ⌫ඃࡋ࠸࠘ࡣ୍య࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢɆɆჶࡳ○࠸࡚ゝ࠼ࡤࡑࢀ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡣࠊ⮬↛㸦ᆅ⌫㸧ࢆே㛫ᑐ❧ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ぢ㸦ᑐ㇟ࡋ㸧ࠊே㛫ࡀ⮬↛ࢆᏲࡿ㸦Ᏺࡗ࡚ࡸࡿ㸧ࠊ࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⤖ᒁࠊ⮬↛ࢆே㛫ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝୗ⨨ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࡑࢀࡣすḢⓗ⮬↛ほ
ᇶ࡙ࡃ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣ⮬↛࠾࠸࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚⮬↛ࡇࡑࡀࠕ࣮࢘ࢩ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ
ࢆឤࡌᚓ࡞࠸ࡲࡲ࡛ࡣࠊ┿ࡢࠕ࢚ࢥࠖࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸ࠋ᳃⨶㇟⚄ࠎࢆᐟࡍ⚄㐨ⓗᅾࡾ᪉ࡇࡑࠊࠕ࢚ࢥࠖࡢᮏ
᮶ࡢጼ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⚄♫㸦㙠Ᏺࡢ᳃㸧ࢆࠊྂ᮶᪥ᮏேࡀࠊ࡞ࡐࠊࡢࡼ࠺Ᏺࡗ࡚ࡁࡓࡢࠊࡑࡢࡢ
ᮏ㉁ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃぢᢤ࠸ࡓ⇃ᴋࡢࠕ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࠖࡣࠊࡸࡣࡾᙼࡢ្║࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋᅉࡳࠊ᪥ᮏ࡛ึ
ࡵ࡚ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆᥖࡆ࡚㐠ືࢆ㉳ࡇࡋࡓࡢࡣࠊ⇃ᴋࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
8

10

⇃ᴋࡣࠊㄽ⪃࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋ
࡞ࢇࡎࡃணࡣ⇃ᴋࡢᏐࢆᴋ⚄ࡼࡾᤵࡗࡓࡢ࡛ࠊᅄṓ࡛㔜ࡢࠊᐙே㈇ࢃࢀ࡚∗కࢃࢀࠊᮍ
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ࡋ࡚ࠊࡢࡢẸ᪘ࡼࡾࡶ㛗ࡅ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤ⚄㐨ࡣ⏕ࡲࢀᚓ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
すḢ㏆௦ࡢἼࡢ୰ࠊ᪥ᮏேࡣࡇࡢࠕឤぬࠖࢆᛀࢀࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡣࡑࡇ㆙㚝ࢆ㬆ࡽ
ࡋࡓࡢࡔࠋࡑࢀࡣࠊᙼࡀ≉㗦ᩄ࡞ឤཷᛶࢆᣢࡕࠊࡲࡓ㑣ᬛᒣ㸦㸻⇃㔝㑣ᬛ♫

11ࡢࠕ㙠Ᏺࡢ᳃ࠖ
㸧

࠸࠺ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡤ࡛ࠖࠊࡩࢇࡔࢇࠕ᰿※ⓗ࡞ຊ㸦ࡧኌ㸧
ࠖࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇỴࡋ࡚↓㛵
ಀ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺

12ࠋ

ࠊࠊࠊ
⚄♫࣭㙠Ᏺࡢ᳃ࡣࠊ☜ᙉຊ࡞ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡤࠖࡔゝ࠼ࡿࠋࡋࡋᐇࡣࠊཎ࣭᪥ᮏேࡗ
࡚ࡣࠊ⮬ศࢆྲྀࡾᅖࡴ࡚㸻᳃⨶㇟ࡀࠕ⚄ࡢ㐨࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡲࡓࠕ⚄ࡽࡢ㐨ࠖࡔࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
እ࡛㝆ࡗ࡚࠸ࡿ㞵ࠕ⏽ᛧࠖࡢᛕࢆឤࡌࡓࡾࠊࡇࡇ࠶ࡿⱝⴥ⚄ࠎࡋࡉࢆឤࡌࡓࡾࡍࡿࠋɆɆ
ࡑࡢᡃࠎࡣࠊ
ࠕ᰿※ⓗ࡞ሙࠖࡽࡢຊゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙᡤࡀࠕ⚄ࠖᡃࠎࡀΰྜࡍࡿሙ㸻ࠕ⚄
ࠊ
㐨 The “Way” from KAMI or The “Way” to KAMIࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣᖖ᪤
ࢇ࡞ࡀࡽ

ࠕ⚄ඹ࠶ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚄㐨ࡀࠕ 㝶 ⚄ ࡢ㐨ࠖࡤࢀࡿࡇࡀࠊࡇࡢࢆࡼࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸦࿘▱ࡢ㏻ࡾࠕ㝶ࠖࡣࠕ……ඹࠖ࠸࠺ពࡀ࠶ࡿ㸧
ࠋ⚄♫࣭㙠Ᏺࡢ᳃ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡑࡢ᭱ࡓࡿࡶ
ࠊ
ࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚄㐨ࡣࠊ
ࠕThe Way from KAMI࡛ࠖ࠶ࡾࡲࡓࠕThe Way to KAMI࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡇ࡛ࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞ពࢆࡅຍ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣࠕThe Way with KAMI࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲㸬⏘㟋̿ጞࡲࡾ⤊ࢃࡾ㛵ࢃࡿࡶࡢ̿
ࡴࡍࡦ

⚄㐨࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⏘㟋 ࠖࡀ᭱ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  ࠕ⏘㟋ࠖࡣࠊ᪥ࡢࠕ⦕⤖ࡧࠖࡢᴫᛕࡘࡽ࡞ࡿࠊ᪂ࡓ࡞⏕ࢆ⏕ࡴࡇࢆࡉࡍゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ࡢ࡞࠸ࡇࢁࡽⴌ࠼ฟࡓࡶࡢࡀ⚄࡛࠶ࡾࠊ⏕ࡁ≀ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࢆࡘࡉࡿࡶࡢࡀ⚄࡛
࠶ࡗࡓࠋࡶࡗࡶྂ࠸ࡓࡕࡢ⚄㐨࡛ࡣࠊ⏕ຊࢆ⚄᱁ࡋࡓࡶࡢࡀᑛ࠸⚄ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠶ࡾࡉ
ࡲࡀࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ
㸦Ṋග 2003㸸35㸧

ࡘࡲࡾࠕ⏘㟋ࠖࡣࠊ᪂ࡓ࡞⏕యࢆ⏕ࡳฟࡋࠊసࡾฟࡍࠕຊࡑࡢࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚
⚄㐨࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࠕ⏘㟋ࠖࡀ᭱ࡢၿ⾜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⚄㐨ࡣ≀ࡀ⏕ࡁ⏕ࡁ⦾ᰤ
ࡍࡿࡇࢆ᭱ୖࡍࡿᛮࡀ᰿ᗏ࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⚄㐨ࡣ➃ⓗࠊ⏕ࡢᑛ㔜ࡢୖసࡽ
᫂ࡽᴋ⚄ユࡗࡓࡢࢆ࠶ࡾ࠶ࡾࡶ║๓ぢࡿࠋࡲࡓᴋࡢᶞࢆぢࡿࡈཱྀ࠸࠺ࡽࡊࡿ≉Ṧࡢ
ឤࡌࢆⓎࡍࡿࠋ[1920 ᖺ 11 ᭶ࠕ༡⣖≉᭷ࡢேྡɆᴋࡢᏐࢆࡘࡅࡿ㢼⩦ࡘ࠸࡚ɆࠖࠗẸ᪘Ṕྐ࠘4 ᕳ 5 ྕ]
㸦㞟 3, 1971㸸439ࠊഐ⥺Ɇ၈⃝㸧
⮬ศࡢྡࠕᴋࠖࢆᣢࡘ⇃ᴋࡗ࡚ࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡣ≉ู࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇࡣ⇃ᴋࡼࡿࠊ࠸ࢃࡤࠕࢽ
࣑ࢬ࣒ⓗᛮ⪃ࠖࡀᇉ㛫ぢࡽࢀࡿࠋ
ࡩ ࡍ ࡳ
11 㑣ᬛ♫ࡢ⇃㔝ኵ㡲⨾⚄ࡣࠊࣇࢫ࣑㸻࣒ࢫࣄ࡛ࠊ࠶ࡽࡺࡿ⏕ࢆ⏘ࡳฟࡍຊࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋேࠎࡣࠊ㑣ᬛࡢ
ࡏ࠸ࢀࡘ
㸦ᓥ⏣ 2005㸸87 ཧ
ࡢࠊ⤯࠼ࡎໃ࠸ⰋࡃὶࢀⴠࡕࡿΎ࡞Ỉὶࠊ⏕ຊࡢࡤࡋࡾࢆぢࡓ┦㐪࠸࡞࠸ࠋ
↷㸧
12 ⇃ᴋࡣࣟࣥࢻࣥ㐟Ꮫࢆ⤊࠼ࠊᖐᅜᚋࠊ1901㹼1904 ᖺࡅ࡚㑣ᬛᒣᏙᒃࡋࠊ⏕≀᥇㞟ᶆᮏᩚ⌮⢭ࢆฟ
ࡋࡓࠋࡇࡢࠊᙼࡢᛮࡣ㠀ᖖ῝ࡋࠊ⊂⮬ࡢࠕᏑᅾㄽ࡛ࠖࡶゝ࠺ࡁࠕ༡᪉᭭㝀⨶ࠖࡢᛮࢆᵓࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
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ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊゝ࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᨾࠊ⏕ຊࡢᯤῬࡋࡓ≧ែࠊ
ࠕẼࡀᯤࢀࡓ≧ែࠖ㸻
ࠕ✧ࢀࠖࢆ᭱ࡶᚷࡳ᎘࠺ࡶゝ࠼ࡿࠋ
㧗ኳཎ᭱ึ⌧ࢃࢀࡓ㐀୕⚄ࡢ୰ࡣࠕࡴࡍࡦ㸦ࡴࡍࡧ㸧ࠖࡢྡࡀࡃᰕࡢ⚄ࡀ࠸ࡿࠋࠕ
ࡓࡳࡴࡍࡧࡢࡳ

ࡳࡴࡍࡧࡢࡳ

㧗ᚚ⏘ᕢ᪥⚄ ࠖ13ࠕ⚄⏘ᕢ᪥⚄ ࠖ14࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⚄ヰ㸦
ࠗྂグ࠘
㸧ࡢጞࡵ⌧ࢃࢀࡿࡇࢀࡽᰕࡢ
ࡓࡳࡴࡍࡧࡢࡳ

⚄ࡣࠕ㐀ࠖࢆ⚄᱁ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠋ
ࠕ㧗ᚚ⏘ᕢ᪥⚄ ࠖࡣࠊ
ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࡛࠘ࡣኳᏞ㝆⮫ࡸ⚄Ṋ
ࡳࡴࡍࡧࡢࡳ

࠾࠾ࡆࡘࡦࡵࡢࡳ

ᮾᚁࡢሙ㠃࡛௧ࢆୗࡍ࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⚄⏘ᕢ᪥⚄ ࠖࡣࠊẼὠẚ⚄ ࡢṚయ✐≀ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓࡁࡇࢀࢆྲྀࡗ࡚✀ࡋࡓ࡞ࠗྂグ࠘ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘ⓗ࡞㠃࠾࠸࡚ά㌍ࡍ
ࠊࠊ
ࡿࠋ୧⚄ࡀ⚄ヰࡢጞࡵฟ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࠊࡉࡽ୧⚄ࡀࠕ㐀ࠖࡢ⚄᱁࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ⚄㐨࠾
࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࠸࠼ࡿࠕࡴࡍࡦ㸦ࡴࡍࡧ㸧
ࠖࢆࡑࡢྡᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣὀ┠ࡍࡁⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᮏᒃᐉ㛗ࡢࠗ⋢ࡃࡋࡆ࠘ࡣḟࡢࡼ࠺࡞୍⠇ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡲ࡙ࡍ࡚ே⏦ࡍ≀ࡣࠊࡢ⏘㟋⚄ࡢ⏘㟋ࡢࡳࡓࡲࡼࡾ࡚ࠊேࡢࡘࡵ࠾ࡇ࡞ࡩࡁ
ࡢ㝈ࡣࠊࡶࡼࡾල㊊ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓࡿࡶࡢ࡞ࢀࡤࠊ㠃ࠎࡢ࡞ࡽࡎࡘࡵ⾜ࡩࡶࡢ࡞ࡾࠋ
㸦ᮏᒃ
1787㸭ᮧᒸᰯゞ 1925㸸34ࠊഐ⥺Ɇ၈⃝㸧

ᐉ㛗ࡣࡇࡇ࡛ࠊே࠸࠺ࡢࡣࡳ࡞ࠊ⏘㟋⚄ࡢᚚ㨦ࡽ⏕ࢀࡓࡢ࡛ࠊ⏕᮶ࠊດࡵ࡚⾜࠺ࡁࡇࡣ▱ࡗ
࡚࠸ࡿࡣࡎࡔ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡳࡓࡲࠖࡢࠕࡓࡲࠖࡣࠕ㨦ࠖ
ࠊ
ࠕ⋢ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㟋ࠖࡶ᭩ࡃࡀࠊࡑࡢ
ㄒ※ࡣࠕࢱ࣐ࣜࠖ
ࠊ
ࠕࢱ࣐࡛ࣝࠖ࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࡑࢀࡣࠊ㟋ຊࡀࠕ⁀ࡲࡿࠖሙࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸
࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ࡢඖ⣲ࡓࡿࡍ࡚ࡀࡑࡇࡣワࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡣΰἁࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡢୡㄌ⏕ࡍࡿࡶࡢࡢࡍ࡚ࡀจ⦰ࡉࢀࡓሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࠊぢ࡚ࡁࡓ㏻ࡾࠊ
ࠕ⏘㟋ࠖࡣࠕጞࡲࡾࠖ῝ࡃ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ୍᪉࡛ࠊᡃࠎࡣࠕࡴࡍࡧࠖ
ࡀ≀ࢆ⤊࠼ࡿ㛢ࡌࡿࡢព࡛ࡋࡤࡋࡤ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊㄽᩥ࡞
ࡢࠕࡴࡍࡧࡢ❶ࠖࡸࠊ┦᧞࡞ࡢࠕࡴࡍࡧࡢ୍␒ࠖ࡞࡛࠶ࡿࠋ
ࡴࡍࡇ

ࡴࡍࡵ

 ࡉࡽࠊ
ࠕ⏘㟋ࠖࡢࠕࡴࡍࠖࡣࠕᜥᏊ ࠖ
ࠕ ፉ ࠖࡢࠕࡴࡍࠖࡶ㏻ࡎࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋே⏕ࡢ㏵ୖ
ࡴࡍ

࡛⏨ዪࡀࠕ⤖ ࡤࢀࠖ
ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ⏕ࡲࢀࡿᏊࡣࠕࡴࡍࠖࡀᐟࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࡑࢀࡣࠊ࠼ࡤⱏ
࡞ࡀቑ࠼⦾Ṫࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕຊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ேࡀṚࡠࡁࠊ
ࠕᜥࢆᘬࡁྲྀࡿࠖゝ࠺ࡀࠊࡇࢀࡣࡘ
ࡲࡾṧࡉࢀࡓ⪅ࡀࠊஸࡃ࡞ࡿேࡢࠕᜥ㸦ࡴࡍ㸧
ࠖࢆᘬࡁཷࡅࠊᘬࡁ⥅ࡄࡇࢆពࡍࡿ㸦ᅉࡳࠊ
ࠕ⏘
㟋ࠖࡢࠕࡦࠖࡣࠕኴ㝧ࡢ㟋ຊྠ୍どࡉࢀࡓཎጞⓗ࡞ほᛕ࠾ࡅࡿ㟋ຊࡢ୍㸦ᒾἼྂㄒ㎡㸧࡛ࠖ࠶
ࡿ㸧
ࠋ
ɆɆࡇࡢࡼ࠺ࠕࡴࡍࡧࠖጞࡲࡾࠕࡴࡍࡧࠖ⤊ࢃࡿ⚄㐨ࡣࠊᖖࠕ⏘㟋ࠖࡀ㏻ᗏ㡢ࡋ࡚ὶࢀ

ࡓࡳࡴࡍࡧࡢࡳ

13

㧗ᚚ⏘ᕢ᪥⚄㸸࣒ࢫ㸦⏕ᡂࡍࡿ㸧ࣄ㸦⚄㟋㸧ࡢྜᡂㄒࢱ࢝࠸࠺ࠕ㧗ฎࡽ㝆⮫ࡍࡿࠖ࠸࠺ㄒࡀ࠸
ࡘࡉ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊᏱᐂࡢ⏕ᡂࢆ ᤸ ࡿ⚄࠸࠺ពࢆᣢࡘࠋ㸦ᒸ⏣ 2005㸸99㸧
ࡳࡴࡍࡧࡢࡳ
ࡑࡏ࠸
ࡋࡌࡻ࠺ࡋࢇ
14 ⚄⏘ᕢ᪥⚄㸸⚄ྡࡣࠊ⚄ࠎࡋࡃ⚄⪷࡞⏕ᡂࡢ㟋ຊ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋ⏕యࡢ⸽⏕άࢆᤸࡿ⮳ୖ⚄ࡋ࡚ࡢ
㟋ጁ࡞⚄᱁ࢆࠊ㧗ᚚ⏘ᕢ᪥⚄୪࡚ඖⓗ⚄᱁ࡋࡓࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᒸ⏣ 2005㸸99㸧



202



࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⤖ᒁࠊࡇࡢࠕ⏘㟋ࠖ࠸࠺ࠕ≀ࢆᡂࡽࡋࡵࡿ᰿ᗏⓗ࡛ᛮ㆟࡞ຊࠖࡀ࠶ࡿሙࡇࡑࡀࠕThe Way
to KAMI࡛ࠖ࠶ࡾࠕThe Way from KAMIࠖ࡞ࡾᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡔࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢࠕ㐨ࠖ
ࠕ㏻㊰ࠖࡣࠊᡃࠎࡢ⏕άࡢࡈࡃ㌟㏆ࠊᖖ᪤ᅾࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊ
ࠕ⚄♫ࠖ
ࠊࠊ
ࠕ㙠Ᏺࡢ᳃ࠖࡣࠊ≉ࡑࢀࡀ᫂ࡽឤࡌࡽࢀࡿሙ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬Something Great ࡞ឤぬɆࡑࢀࢆᐟࡋࡲࡓࡑࢀໟࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇɆ
⇃ᴋࡣࠊ⚄♫࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡿឤぬࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

 ⚄♫ࡢேẸཬࡰࡍឤຊࡣࠊࡇࢀࢆ㏙ࢇࡍࡿゝㄒᮭ⤯ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕఱࡢ࠾ࡣࡋࡲࡍ
࠼

ࡏ

ࢆ▱ࡽࡡࡶ᭷㞴ࡉࡒᾦࡇࡰࡿࡿࠖࡶࡢ࡞ࡾࠋఝ⪋㠀 ⚄⫋ࡢㄝᩍ࡞ᚅࡘࡇ࠶ࡽࡎࠋ
⚄㐨ࡣ᐀ᩍ㐪࠸࡞ࡁࡶࠊゝㄒ⌮ᒅ࡛ேࢆㄝࡁఅࡏࡿᩍ࠼࠶ࡽࡎࠋ[1912 ᖺ 2 ᭶ 9 ᪥ⓑග
ኴ㑻ᐄ᭩⡆]㸦㞟 7, 1971㸸550-551ࠊഐ⥺Ɇ၈⃝㸧

 ఱᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢࡀࠊ⮬ศࡢ๓㛤ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊࡑࡢ㌟ࢆᣢࡗ࡚㸦㌟࡛㸧యឤ㸦ឤᚓ㸧ࡍ
ࡿࠊᡃࠎࡣࠊ
ࠕఱࡢ࠾ࡣࡋࡲࡍࢆ▱ࡽࡡࡶ᭷㞴ࡉࡒᾦࡇࡰࡿࡿࠖឤぬໟࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠕゝㄒࠖࡼࡿ⾲⌧ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡔࡽ⚄㐨ࠕᩍࠖࡀ࡞࠸ࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࠊ
ࡑࡢࢼࢳࣗࣛࣝ࡞⚄⛎ឤࡣࠊឤࡌྲྀࡿࡇࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋࡑࢀࡣࠊㄽ⌮࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࠕゎࠖ
ࡣ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 Ꮫ⪅ࡢᮧୖኵ

15ࡣࠊ⏕ࡢᛮ㆟࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ࡑࡢࡶࡢࢆࠕࢧ࣒ࢩࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣞࢺࠖࡪࠋ

 ࠕࡇࢇ࡞ᑠࡉ࡞㑇ఏᏊࡢ୰ே㛫ࡢタィᅗࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠖឤ៓ࡩࡅࡗ࡚࠸ࡓࡁࠊ
ࡩࡗࡦࡽࡵ࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕゎㄞ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀࢆㄡࡀ᭩࠸ࡓࡽࡔࠖ࠸
࠺ࡇ⾜ࡁᙜࡓࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
  ㄡࡀ᭩࠸ࡓࡢࠋே㛫ࡣ࡚ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡁࠊఱே▱ࡢཬࡤ࡞࠸ຊ
ࡀࡑࡇാ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࠊ⚾ࡣវ↛ࡍࡿࡸࡽࠊឤືࢆぬ࠼ࡿࡸࡽࠊᛮ㆟࡞ឤぬໟࡲ
ࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊே▱ࢆ㉸࠼ࡓఱ⪅࠸࠺ព࡛ࠊ
ࠕࢧ࣒ࢩࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣞࢺࠖ࠸ゝⴥࢆᛮ࠸ࡘ
࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
㸦ᮧୖ 2012㸸167-168㸧

ᮧୖࡢゝ࠺ࠕࢧ࣒ࢩࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣞࢺࠖࡣࠊゝㄒࡼࡿㄝ᫂ࢆ㉸࠼ࡓࠕᏑᅾ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᡃࠎᏑᅾ⪅
ࡢᇶᗏ࠶ࡾࠊᡃࠎࢆࡁࡃໟࡳ㎸ࡴࠕఱࠖ
㸦ே▱ࢆ㉸࠼ࡓࠊࡘࡲࡾே㛫ࡀࡶࡣࡸၥ࠸ᚓ࡞࠸ࠊ⾲⌧
15

ᮧୖኵ㸦1936 ᖺ㹼㸧㸸ศᏊ⏕≀Ꮫ⪅ࠋ⟃ἼᏛྡᩍᤵࠋ1983 ᖺ㧗⾑ᅽࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ࡞ࡿ㓝⣲
ࠕࣄࢺ࣭ࣞࢽࣥࠖࡢ㑇ఏᏊゎㄞᡂຌࠋᩍὴ⚄㐨ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿኳ⌮ᩍࡢ⇕ᚰ࡞ಙ⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
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ྍ⬟࡞ࠕఱࠖ
㸧࡛࠶ࡿࠋ⚄㐨࠾ࡅࡿࠕ⏽ᛧࡢࢺ࣮ࣥࠖࠕ⏘㟋ࠖࡢ♩㈶ࡶࡇࢀྠࡌ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 Something GreatɆɆࡑࢀࡣᖖ᪤ᅾࡿࠋᡃࠎࡣࡑࡇ࠾࠸࡚ᅾࡿࠋࡔࡀࠊ᪥ᖖࡢ㞧ᛁẅࡉࢀࠊ
ࡲࡓࠕୡேࠖࡓࡿ⮬ศẼ࡞࠸ࡁࠊ
ࠕࡑࢀࠖࡣᛀ༷ࡉࢀࡿࠋ
ࠕࡑࢀࠖࡣᡃࠎࡢ᭱ࡶ㌟㏆࠶ࡿࡀ
ᨾࠊ᭱ࡶ㐲ࡃឤࡌࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ

16ࠋࡋࡋࠊࢇ࡞すḢྜ⌮⩏ẘࡉࢀࡼ࠺ࠊྂ᮶ࠕ⚄

ࠊࠊࠊࠊࠊ
㐨ࡢឤぬࠖࡀࡑࡢᚰ㌟้ࡲࢀࡓᡃࠎ᪥ᮏேࡣࠕࡑࢀࠖࢆࠊᑡ࡞ࡃࡶ⚄♫ࡸ㙠Ᏺࡢ᳃࠸࠺ࠕ㏻㊰ࠖ
㸦⚄ࠎே㛫ࡀΰࡌࡾྜ࠸ឤࡍࡿሙ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡔࡁࡗឤᚓ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ

Something Great

Ꮡᅾ
ᅾ

ே㛫

ᅗ1
ࠊ
ࠕᅗ 1ࠖࡣࠊ
ࠕே㛫ࠖࠕᏑᅾࠖ
ࠊ୧⪅ࡀΰࡌࡾྜ࠺ࠕ⚄♫ࠖ
ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ࡚ྵࡲࢀ࡞ࡀࡽࡶ㉸
ࠊࠊࠊࠊࠊ
࠼ฟ࡚࠸ࡿ㸦ゝࡗ࡚ࡶࠊᡭࡢᒆࡠᙼᓊᅾࡿ࠸࠺ព࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡇࢀࡽࢆࡁࡃໟࡳ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿ㸧
ࠕSomething Greatࠖ
ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ㸦ᅾࡾ᪉㸧ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᏑᅾࠖࡣே㛫ࠕ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ᡃࠎே㛫ࡗ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆ࡃ࠸ࡀᨾ᭱ࡶ㐲࠸ࡇࡢࠕSomething Greatࠖࡣࠊࠕ㏻㊰ࠖࡓࡿ⚄♫࡛ឤᚓ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ୍᪉ࠊࡑࡇࡽᚭᗏⓗࠕ㊥㞳ࠖࢆ᥇ࡿࡇ࡛ࡶ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᛮࢃࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊᏱᐂ㣕⾜ኈࡣࠊ
ࡲ࡛⮬ศࡀໟࡲࢀ࡚࠸ࡓᆅ⌫ࡽ㣕ࡧฟࡋࠊࡑࢀࢆᐈほⓗぢࡿࡇ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⚄⛎య㦂ࠖࢆᚓࡿࡇࡀከ
࠸ࠋࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣮࢘ࣥ㸦James Brown Irwin 1930㹼1991 ᖺࠊᏱᐂ㣕⾜ኈࠊ㏥ᙺᚋࡣ∾ᖌ㸧ࡣࠊࠕࡇࢀ
ぢ࡞ࠊ⨾ࡋ࠸⎍࡞ࡶࡢࢆ⚄௨እసࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖゝ࠸ࠊ࢚ࢻ࣭ࢠࣉࢫࣥ㸦Edward Gibson 1936
㹼ࠊᏱᐂ㣕⾜ኈ㸧ࡣࠕࡇࢀࡣ≉➹ࡍࡁࡇࡔᛮ࠺ࢇࡔࡀࠊᏱᐂయ㦂ࡢ⤖ᯝࠊ↓⚄ㄽ⪅࡞ࡗࡓ࠸࠺ே㛫ࡣ
୍ேࡶ࠸࡞࠸ࢇࡔࡼࠖゝ࠺ࠋࣛࢵࢭ࣭ࣝL࣭ࢩࣗ࣡࢝Ɇࢺ㸦Russell Louis "Rusty" Schweickart 1935㹼ࠊᏱ
ᐂ㣕⾜ኈ㸧ࡣࡇ࠺ㄒࡿࠋࠕ⚾ࡣ↓㔜ຊࡢ୰ࢆ 10 ᪥㛫᪑ࢆࡋࡓࠋ⨾ࡋ࠸ᆅ⌫ࡢ࿘ࡾࢆᅇࡾࠊ1  7000 ࣐ࣝୗࡢ
ᬒほࡀࡓ࠼ࡎጼࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡢࢆࡇࡢ┠࡛ぢࡓࠋࡇࡢᙉⅯ࡞య㦂ࡢ࠾ࡆ࡛ࠊ⚾ࡣᆅ⌫ࡢ᪂ࡓ࡞㛵ಀ┠ぬࡵ
ࡓࠋ㺃㺃㺃㸦୰␎㸧㺃㺃㺃ࡑࢀࡣᆅ⌫ࡢᅽಽⓗ࡞⨾ࡋࡉ࡛࠶ࡿࠋ᫂ࡿ࠸㩭ࡸ࡞Ⰽྜ࠸‶ࡕࡓᆅ⌫ࠊ↓㝈ᗈࡀࡿ
⁽㯮ࡢ㜌ࠋࡑࡢ㩭ࡸ࡞ᑐẚࢆぢ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊ✺↛ᝅࡗࡓࠋ⏕ࡁࡋ⏕ࡅࡿࡶࡢࡣࡍ࡚ࠊࡇࡢᆅ⌫࠸࠺ẕ
࡞ࡿᫍษࡗ࡚ࡶษࢀ࡞࠸㛵ಀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡢ⧅ࡀࡾࢆᛮ࠸ࠊ⏽ᩗࡢᛕࡳࡓࡉࢀ
ࡓࠖࠋࡘࡲࡾࠊᙼࡽࡣ Something Great ࡽࠕ㊥㞳ࠖࢆ᥇ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㏫ࡑࢀࢆ③Ⅿឤᚓࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ
ࡼࡦࢁ
㸦ᅉࡳࠊ᪥ᮏேึࡢᏱᐂ㣕⾜ኈ࡛࠶ࡿ⛅ᒣ㇏ᐶ㸦1942㹼㸧ࡣᏱᐂࡽᡠࡗ࡚᮶ࡓᚋࠊ㏥⫋ࡋ㎰ᴗࢆጞࡵ࡚࠸
ࡿ㸧ࠋ
16
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ࡧࡅࡿࠖ
ࠋ
ࠕே㛫ࠖࡣࡑࡢኌ⟅࠼ࡿࠋ㏫ࠕே㛫ࠖࡣࠕᏑᅾࠖ♳ᛕࡍࡿࠋࡲࡓࠕᏑᅾࠖࡣࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ࠕே㛫ࠖ⪥ࢆഴࡅࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࠊᅗ࠾࠸࡚ࡣࠊ୧⪅ࡣࠕ⯉ࠖࡢࡼ࠺࡞㝯㉳≀ࢆ
ᥥ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡀΰࡌࡾྜ࠺㒊ศࡇࡑࡀࠕ⚄♫ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕSomething GreatࠖࡣࠕᏑᅾࠖ
࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤࠕே㛫ࠖࡢᡭᇈࡢ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡘࡲࡾࡑࡇࡽศࡋࡓᚋ⪃࠼ฟࡉࢀࡓࠕᏑ
ᅾࠖ
㸦ே㛫ⓗ⤫୍㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶࡣࡸேᬛࡀཬࡤ࡞࠸ࠕ᰿※㸦ⓗ⤫୍㸧
ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⛉Ꮫⓗ
ࠕศᯒࠖࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᡃࠎࡣࡑࢀࢆࡇࡢ㌟ྵࡳࡘࡘࠊࡲࡓࡑࢀࢆᇶ┙ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

࠾ࢃࡾ̿⚄㐨ࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࡇ̿
 ࠕSomething GreatࠖɆɆࡑࢀࡣᖖ᪤ᅾࡿࠋᡃࠎே㛫ࡣࠊࡑࢀࢆࡇࡢ㌟ᐟࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀໟ
ࡲࢀ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᅾࡾ᪉ࡇࡑࠊࡲࡓᮏ᮶ⓗ࣭᰿※ⓗࠕ⤎ࠖ
ࠊ
ࠕࡴࡍࡧࠖ
ࠊ
ࠕ⤖ࡧࡘࡁ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇࡽὶࢀ࡚ࡃࡿ࠸࡞ࡿຊࡣࠊ≉⚄♫࠸࠺ࠕ㏻㊰㸦The Way from KAMI ࠶ࡿ࠸
ࡣ The Way to KAMI㸧
ࠖ㸻ࠕ⤖ࡧ┠࡛ࠖឤᚓࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛ᐇࡣࡑࡇࡽᚭᗏⓗࠕ㊥㞳ࠖࢆ᥇ࡿࡇ
࡛ࡶࠊࡑࢀࡣ③Ⅿ▱ࡽࢀᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⚄♫࡛ឤᚓࡉࢀࡿࡶࡢࡼࡾࡶࠊࡼࡾᙉⅯ࡛ᅽಽⓗ
࡞ࡶࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠶ࡲࡾࡶࠕ㏆ࡃࠖᅾࡾ㐣ࡂࡿࡀᨾࠊ࠶ࡲࡾࡶࠕ㐲ࡃࠖᅾࡿࠕSomething
ࠊࠊ
Greatࠖࡽᚭᗏⓗࠕ㊥㞳ࠖࢆ᥇ࡿࡇࡣ㏻ᖖ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋᡃࠎࡣࡑࡇࡽ↓⌮▮⌮✺ࡁ
ᨺࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕSomething Greatࠖࡽࡢࠕㄒࡾࡅࠖࡀ࠶ࡲࡾࡶࡁࡃࠊࡑࢀࢆே㛫ࡀཷ
ࡅࡵࡁࢀ࡞࠸ࠊே㛫ࡣࠕSomething Greatࠖࢆࡑࡢ㌟ྵࡳ࡞ࡀࡽࠕSomething Greatࠖࡽ✺
ࡁᨺࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ3.11 ࡣࡲࡉࡑࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶࡛࠶ࡗࡓࠋ✺ࡁᨺࡉࢀࡓᡃࠎࡣࠊᨵࡵ࡚ࡑࡢࠕᏑ
ᅾࠖẼࡉࢀࡓࠋ
ࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖẼࡉࢀࡓࠋྠேேࠊே⛉Ꮫᢏ⾡ࡢࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖ
ࠊࠊ
ࠊࠊ
ࡶẼࡉࢀࡓࠋ
ࠕ⏕ࡣఱࠖ
ࠊ
ࠕ⮬↛ࡣఱࠖ
ࠊ᪤▱ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ᐇࡣఱࡶ▱ࡽ࡞ࡗࡓ
ࡢᮏ㉁┤㠃ࡋࡓᡃࠎࡣࠊࠊఱࢆࡍࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᡃࠎࡣࡑࢀࡽࢆඞ᭹ࡍࡁࠕ⟅࠼ࠖࢆぢฟ
ࡏࡿࡔࢁ࠺ࠋྰࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ⟅࠼ࠖࢆồࡵࡿࠕᵓ࠼ࠖࡀࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ┣ಙࡑࡢᭀ㉮ࢆ⏕ࡴࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡑࢀࡽࡣඞ᭹ࡍࡁᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡣࡎࡔࠋࡑࢀࡽࡣඹ⏕ࡁࡿࡁᡃࠎࡑࡢࡶࡢ࡞
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ወࡋࡃࡶே㛫ࡣࠕㄒࡾࡅࠖࠕᛂࠖࡍࡿ≉ᛶࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡢື≀ࡣࡑࡢࠕㄒࡾࡅࠖ
ࢆཷᐜࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡣࠊື≀࠾࠸࡚ࡣࠕㄒࡾࡅࠖࡉ࠼Ꮡᅾࡋ࡞࠸ゝ࠼ࡿ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕᛂ࡛ࠖࡁࡿே㛫ࡣࠕSomething Greatࠖࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉඹࡑࡢᜍࢁࡋࡉࡶ▱ࡾᚓ
ࡿ㸦ࡋࡋᙜ↛ࡑࡢࡀࠊே㛫ࡀࡢ⏕≀ࡼࡾඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ┤⤖ࡣࡋ࡞࠸㸧
ࠋࡇࡢࠕ⏽ᛧࡢᛕ㸦ឤ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
Ⴣࠊᓫᩗࡢᛕ㸧
ࠖࢆᣢࡘே㛫ࡀ᥇ࡿࡁ㐨ࠊࡑࢀࡣࠕSomething Greatࠖࢆᑐ㇟ࡋ࡚ඞ᭹ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
ࡲࡲ

࡞ࡃࠊᛮᝳࡋࠊࡑࢀඹ⏕ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕSomething Greatࠖ 㝶 ⏕ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ⚄㐨㸦
ࢇ࡞ࡀࡽ

㝶 ⚄ ࡢ㐨㸧ࡣࠊࡇࡢ㔜せᛶࢆᡃࠎ㟼ࠊࡋࡋຊᙉࡃᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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௨ୖ


ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ᒸ⏣ⰾᖾࠊ
ࠕኳᆅ㐀࣭ཎึࡢ⚄ࠎࠖ
ࠊ
ࠗἲ㍯ ➨ 72 ᕳ 1 ྕ࠘
ࠊ2005 ᖺ
࣭㙊⏣ᮾ⦅ⴭࠊ
ࠗ⚄㐨⏝ㄒࡢᇶ♏▱㆑࠘
ࠊゅᕝ㑅᭩ࠊ1999 ᖺ
࣭㙊⏣ᮾࠊ
ࠗ⚄㐨ࡢࢫࣆࣜࢳࣗࣜࢸ࠘
ࠊసရ♫ࠊ2003 ᖺ
ࡁࡘࡁ

࣭ᑠἨඵ㞼ࠊ
ࠗᯂ⠏ Ɇ᪥ᮏ᭱ྂࡢ⚄♫Ɇ࠘
ࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊᖹ࿊୍ヂࠊ1955 ᖺ
࣭ᕝཎᰤᓠࠊ
ࠗࣁࢹࢵ࣮࢞ࡢᛮᝳ࠘
ࠊ⌮♫ࠊ1981 ᖺ
࣭ᓥ⏣₩ࠊ
ࠕᅜྛᆅ࡛♭ࡽࢀࡿⴭྡ࡞⚄ࠎࠖ
ࠊ
ࠗἲ㍯ ➨ 72 ᕳ 1 ྕ࠘
ࠊ2005 ᖺ
࣭Ⳣ⏣ṇࠊ
ࠗ㠃ⓑ࠸ࡼࡃࢃࡿ⚄㐨ࡢࡍ࡚࠘
ࠊ᪥ᮏᩥⱁ♫ࠊ2004 ᖺ
࣭Ṋගㄔࠊ
ࠗ᪥ᮏே࡞ࡽ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸⚄㐨࠘
ࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ2003 ᖺ
࣭Hearn, Lafcadio, GLIMPSES OF UNFAMILIAR JAPAN volume 1: KITZUKI : THE MOST

ANCIENT SHRINE OF JAPAN, 1894㸭Yushodo Booksellers Ltd. 1981
࣭Heidegger, Martin, Sein und Zeit, 1927㸭㑥ヂ㸸ཎభ࣭Ώ㎶㑻ࠊ
ࠗᏑᅾ㛫࠘
ࠊ୰ኸබㄽ♫ࠊ2003
ᖺ
࣭Heidegger, Martin, Identität und Differenz, 1957㸭㑥ヂ㸸Ụ⢭ᚿ㑻ࠊ
ࠗྠ୍ᛶᕪ␗ᛶ࠘
ࠊ⌮
♫ࠊ1960 ᖺ
࣭Benjamin, Walter Bendix Schönflies, Das Passagen-Werke, 1928㹼1940㸭㑥ヂ㸸ᮧோྖࠊ
ࠗࣃ
ࢧ࣮ࢪࣗㄽ࠘1 ᕳࠊᒾἼ⌧௦ᩥᗜࠊ2003 ᖺ
࣭୕ᶫࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢ⚄ࠎࠖࠊ
ࠗἲ㍯ ➨ 72 ᕳ 1 ྕ࠘
ࠊ2005 ᖺ
࣭༡᪉⇃ᴋⴭࠊ㣤↷ᖹᰯゞࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟 3࠘
ࠊᖹซ♫ࠊ1971 ᖺ
࣭༡᪉⇃ᴋⴭࠊ㣤↷ᖹᰯゞࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟 7࠘
ࠊᖹซ♫ࠊ1971 ᖺ
࣭ᮧୖ㞝ࠊ
ࠗ⛉Ꮫ⪅ࡢ㈐௵Ɇᮍ▱࡞ࡿࡶࡢ࠺ྥࡁྜ࠺Ɇ࠘
ࠊPHP ◊✲ᡤࠊ2012 ᖺ
࣭ᮏᒃᐉ㛗ⴭࠊ1787 ᖺ㸭ᮧᒸႹᰯゞࠊ
ࠗ⋢ࡃࡋࡆࠊ⛎ᮏ⋢ࡃࡋࡆ࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1934 ᖺ
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ᩓᴦࡽ⯙ᴦ
̿ⱁ⬟ఏᢎࡢどⅬࡽ̿
⋤ 㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᩓᴦ ⯙ᴦ ࠕ⹒㝠⋤ࠖ ࠕᢤ㢌ࠖ ᪥୰ⱁ⬟ྐ

ࡣࡌࡵ
୰ᅜࡢ၈௦࠾࠸࡚ࠊᐑᘐࡢ㤫ᐗࡣᩓᴦ࠸࠺ⱁ⬟ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᩓᴦࡣ၈௦௨๓࡛ࡣⓒ
ᡙࡤࢀࠊࡑࡢෆᐜࡣᙜ⌋ࡋ࠸ື≀࡛࠶ࡗࡓ㇟ࢆぢࡏࡿࡶࡢࡸࠊ㦯㤿ࡢ⓶ࢆࡃ࡞ࡢᗁ⾡
ࡀྵࡲࢀࡿࠊㄪᡙࡢゝⴥ࡛ᨻࢆ㢼่ࡍࡿࡶࡢࡸࠊḷ⯙ࢆࡶࡗ࡚ᨾࢆ₇ࡌࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀ
ࡿࠋ୰ᅜྂ᮶ࡢ⚍♭⏝࠸ࡽࢀࡿ㡢ᴦ␗࡞ࡾࠊᩓᴦࡣ㐟⯆ⓗࠊፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡢࡕ
᪥ᮏఏ᮶ࡋࠊఏ⩦ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓᩓᴦࡣࠊᗢẸࡢ㛫ᗈࡀࡿࡶࠊᅵ╔ࡢⱁ⬟⼥ྜࡋࠊ
⬟ᴦࡢ㉳※ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⊷ᴦࡶ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࢁࡀࠊ୰ᅜ࡛ᩓᴦࡋ࡚ఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ⹒㝠⋤ධ㝕᭤ࠖ(௨ୗࠕ⹒㝠⋤ࠖ␎ࡍ)ࠕᢤ㢌ࠖ
ࡣ᪥ᮏఏ᮶ᚋࠊ᪥ᮏ㞞ᴦ྾ࡉࢀࠊ⯙ᴦࡢ᭤┠ࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀࠊྂ௦ࡽ⚍♭ࡸἲ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿ♩㡢ᴦࡢᛶ㉁ࢆ᭷ࡋࡘࡘࠊࡢࡕ㈗᪘ࡢ㤫ᐗ⏝࠸ࡽࢀࡿ㡢ᴦࡋ࡚ᛶ᱁ࡶᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࢆ୰ᚰࠊ᪥ᮏࡢ୰ୡึᮇ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ୰ᅜࡢ⯙㋀㡢ᴦࡀ᪥
ᮏዴఱఏ࠼ࡽࢀࠊ᪥ᮏࡢ㈗᪘♫ࡸᩍ♩ཷᐜࡉࢀࡓࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ

㸯㸬၈௦ࡢᩓᴦࡋ࡚ࡢࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖ
୰ᅜࡢ၈௦ఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣࠊṔྐୖࡢᐇᅾே≀ࡢ㧗㛗ᜤ⏤᮶ࡍࡿࠋ㧗㛗ᜤࡣ༡
ᮅ௦ࡢᩧࡢⓚ᪘࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⛠ྕࡀ⹒㝠⋤࡛࠶ࡿࠋ
ࠗྐ࠘1ᕳ༑࣭ิఏᅄ༑࣭ᩧ᐀ᐊㅖ⋤ୗ
ࡢグ㏙ࡼࡿࠊ㧗㛗ᜤࡣ㢦ࡀඃࡋࡃᚰࡀᙉ࠸ࠊኌࡶጼࡶ⨾ࡋ࠸ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㧗㛗ᜤࡣᩛ
ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺௬㠃ࢆࡘࡅ࡚ᡓሙ❧ࡗࡓࠋⰢᒣࡢᡓ࠸࡛ぢࡋࡓ⹒㝠⋤ࡢⱥጼࢆࣔࢳ࣮
ࣇࠊᩧࡢරኈࡓࡕࡀࠕ⹒㝠⋤ࠖࢆసࡗࡓࠊ࠸࠺ࠋ
ࡑࡢᚋࠊࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢᩧࡽ၈௦ࡲ࡛ࡢఏᢎ≧ἣࡣ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࡀࠊ၈௦࡛ࡣᐑᘐ㡢ᴦ྾ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇࡣࠗ㏻࠘ࡢグ㏙ࡼࡗ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
ࠗ㏻࠘ࡣ 766 ᖺࡽ 801 ᖺࡅ࡚⦅⧩ࡉࢀ

1

(၈)ᮤᘏᑑࠗྐ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1974 ᖺ)ࠋ
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ࡓ୰ᅜṔྐୖࡢึࡵ࡚ࡢᨻ᭩࡛࠶ࡾࠊ㯤ᖇࡽ၈௦ࡢ⋞᐀ࡲ࡛ࡢἲ௧ไᗘࡸࡑࡢἢ㠉ࡘ࠸࡚グࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ၈௦㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࡶࡗࡶヲࡋ࠸ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ
ࠗ㏻࠘2ࡢᕳ୍ⓒᅄ༑භ࣭ᴦභ࡛ࡣࠗྐ࠘ࡢෆᐜࢆ㋃くࡋࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺᭩
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㠃ฟᩧࠋ⹒㝠⋤㛗ᜤᡯṊ⪋ㇺ⨾ࠊᖖⴭ㠃௨ᑐᩛࠋაᧁ࿘ᖌ㔠ቇᇛୗࠊຬෙ୕㌷ࠊᩧேኊ
அࠊⅭṈ⯙௨ຠᣦ㯡ᧁ่அᐜࠊㅝஅ⹒㝠⋤ධ㝕᭤ࠋ

⹒㝠⋤ㄝヰࡑࢀࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖ㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ㠃ࡣᩧ⏕ࡲࢀࡓࠋᩧ
⹒㝠⋤㛗ᜤࡣṊ⾡㛗ࡅࠊ㢦❧ࡕࡣ⨾ࡋࡃࠊࡇࡢࡓࡵᖖ௬㠃ࢆࡘࡅ࡚ᩛᡓࡗࡓࠋ㔠ቇᇛࡢୗ࡛࿘
ࡢ㌷㝲ࢆᨷᧁࡋࠊᙼࡢຬࡲࡋࡉࡣ୕㌷ෙࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᩧேࡣࡇࢀ࡛ຬẼࢆᚓࠊ⯙ࢆసࡋࠊ
ᙼࡢᡓ࠸ࡢᵝᏊࢆ⌧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆࠕ⹒㝠⋤ධ㝕᭤ࠖྡࡅࡓࠋ
ࡇࡢグ㏙ࡢࠕᖖⴭ㠃௨ᑐᩛࠖࡼࢀࡤࠊᖖ௬㠃ࢆࡘࡅ࡚ᡓ࠸㉱ࡃ⹒㝠⋤ࡢጼࡣ၈௦࠾࠸࡚
ࡣࡍ࡛ᐃ╔ࡋࠊ௬㠃ࡀ⹒㝠⋤ࡢࢩ࡛ࣥ࣎ࣝ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ⯙ேࡀ௬㠃
ࢆࡘࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡞ࡾࠊ⹒㝠⋤ㄝヰࢆどぬⓗ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ၈௦ࡢẁᏳ
⠇ࡀⴭࡋࡓࠗᴦᗓ㞧㘓࠘3࡛ࡣࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࢆ₇ࡌࡿேࡀࠕ⾰⣸⭜㔠ᇳ㠴ࠖ
ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⣸ࡢ⾰㔠Ⰽࡢ
ᖏࠊ㠴ࢆᣢࡘጼ࠸࠺ฟ࡛❧ࡕ࡛࠶ࡿ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ⯙ேࡀᙺ⪅࡞ࡾࠊ௬㠃ࡸᖏࠊ㠴
࡞ࡀ≀ㄒࢆ㝿❧ࡓࡏࡿ⯙ྎ⾰ࡢ୍㒊ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠸ࢃࡤࠊࠕ⹒㝠⋤ࠖࡀ≀ㄒᛶࢆ
᭷ࡍࡿᴦ⯙ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ၈௦ࡢᇽୖ࡛₇ዌࡍࡿᴦ⯙ᇽୗ࡛₇ዌࡍࡿᴦ⯙ࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠕᆘ❧㒊ఄࠖ␗࡞ࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≀ㄒᛶࢆ᭷ࡍࡿ≉ᚩࡣྠࡌࡃࠗ㏻࠘グࡉࢀࡿࠕᢤ㢌ࠖࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕᢤ㢌ࠖࡢ⏤᮶ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  ᢤ㢌ฟすᇦࠋ⬌ேⅭ⊛⋇ᡤᄂࠊᏊồ⋇ẅஅࠊⅭṈ⯙௨㇟அஓࠋ

ᢤ㢌ࡣすᇦ⏕ࡲࢀࡓࠋ⬌ࡢேࡀ⊛⋇㣗ࡽࢀࠊࡑࡢᏊ౪ࡀ⊛⋇ࢆ᥈ࡋồࡵࠊࡘ࠸ẅࡋࡓࠋࡇ
ࡢヰࢆ㇟ࡗ࡚సࡽࢀࡓ⯙ࡀᢤ㢌࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㏻࠘ࡢࡇࡢグ㏙ࡢ➽ࢆಖࡕࡘࡘࠊࠕᢤ㢌ࠖࡢ⏤᮶ࡸ₇ዌ≧ἣࡘ࠸࡚ࡼࡾヲ⣽ᥥ࠸ࡓࡢࡣୖ
グࡋࡓࠗᴦᗓ㞧㘓࡛࠘࠶ࡿࠋ
ࠗᴦᗓ㞧㘓࠘ࡢ㰘ᯫ㒊ࡣࡇࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㖊㢌ࠊ᫇᭷ே∗Ⅽᡤയࠊ㐙ୖᒣᑜ∗ᒈࠋᒣ᭷ඵᢡࠊᨾ᭤ඵཾࠋᡙ⪅⿕㧥⣲⾰ࠋ㠃సၷࠊ㐼
႙அ≧ஓࠋ

2
3

(၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)ࠋ
(၈)ẁᏳ⠇ࠗᴦᗓ㞧㘓࠘(୰ᅜᩥᏛཧ⪃㈨ᩱ➨ 1 ㍴ 6ࠊྂᩥᏛฟ∧♫ࠊ1957 ᖺ)P24
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᫇࠶ࡿேࡣ∗ࡀẅࡉࢀࠊ∗ࡢஸ㧁ࢆ᥈ࡋᒣࢆⓏࡗࡓࠋࡑࡢᒣࡣඵྜ┠ࡲ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀᅉࢇ
ࡔ᭤ࡣඵẁࡀ࠶ࡿࠋ₇ࡌࡿேࡣᩓࡽࡋ㧥࡛ⓑⰍࡢ᭹ࢆ⧳࠺ࠋἽࡁ㢦ࢆࡳࡏࡿࡢࡣࠊぶṚูࡋࡓᏊ౪
ࡢጼࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺ࠋ㖊㢌ࡣᢤ㢌ྠᵝ࠾ࡑࡽࡃᅜྡࠊᆅྡࠊࡲࡓࡣேྡ࡞ࡼ
ࡿ㡢ヂ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ 4ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࠋࡇࡢグ㏙ࡼࡿࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡣ᭤ࡀ࠶ࡾࠊ
⯙ࡀ࠶ࡾࠊᝒࡋࡴᏊ౪ࡢᚰቃࢆ࠶ࡾ࠶ࡾ⾲⌧ࡍࡿἽࡁ㢦ࡸࠊ႙ࢆ᭹ࡍ㇟ᚩࡋ࡚ࡢⓑⰍࡢ᭹࡛ఏࢃ
ࡿ≀ㄒᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡢࡼ࠺࡞ᴦ⯙ࢆࡶࡗ࡚≀ㄒᛶࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢࡣࠊࠗ㏻࡛࠘ࡣࠕ㋃ᦂ
ፉࠖࠕ❍♜Ꮚࠖࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㋃ᦂፉࠖ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡣู✏ㆡࡿࡀࠊࡑࡢᡂ❧ࡶᨾࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࠕ❍♜Ꮚࠖࡢ₇┠ࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊேᙧ࡛ḷ⯙ࢆ₇ࡌࡿ୍✀ࡢேᙧ
┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᅄࡘࡢ₇┠ࡣࠊᐑᘐ㤫ᐗᴦࡢ୍ࡘࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࠕᩓᴦࠖࡢ㡯┠ࡢ
ࡶศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽࠕḷ⯙ᡙࠊ᭷㠃ࠊᢤ㢌ࠊ㋃ᦂፉࠊ❍♜Ꮚ➼ᡙࠖ᭩ࢀࠊḷ⯙ᡙࡣ㠃ࠊ
ᢤ㢌ࠊ㋃ᦂፉ❍♜Ꮚ࡞ࡢᡙࡀ࠶ࡿࠊ࠸࠺ࠋ
ᩓᴦࡣࠊ㝳௦௨๓ⓒᡙࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ၈௦ࡢᆘ❧㒊ఄࡢࡼ࠺࡞⦅ᡂࡉࢀࡓṇࡋ࠸㡢ᴦ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕತඃḷ⯙㞧ዌࠖࡢ㢮࡛࠶ࡿ 5ࠋ
ࠕತඃḷ⯙㞧ዌࠖࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ௵༙ር(1897㹼1992)ࡣ
⋤ᅜ⥔(1877㹼1927)ࡢᣦ 6ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖࠊತඃࡣྎモ୰ᚰࡢ⾲⌧ᙧᘧࠊḷ⯙ࡣᆘ❧㒊ఄ␗࡞
ࡾࠊẸ㛫㡢ᴦࢆ⏝࠸ࡿ₇ዌᙧᘧࠊ㞧ዌࡣ୧⪅ࡀ⼥ྜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿᣦࡋ࡚࠸ࡿ 7ࠋ
ࠕⓒᡙࠖࡢึฟࡣ㝞ᑑࡀ㏙ࡋࡓࠗ୕ᅜᚿ࠘ࡢࠗ㨯᭩࠘ࡳࡽࢀࠊ㨯ࡢᩥᖇࡢఄᴦⓒᡙࢆタ
ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿ 8ࠋࡢࡕࠊ㨯ࡢኴ᐀ࡢⓒᡙࢆቑಟࡋࠊ᭤ࡋ࡚ࡋࡓ 9ࠋࡲࡓࠊ࿘ࡢ᫂ᖇࡣ
Ṋᡂᖺ(560)ṇ᭶୍᪥ࡢᮅ⣸ᴟẊ࡛ㅖ⮧᥋ぢࡋࠊึࡵ࡚ⓒᡙࢆ⏝࠸ࡓࡇࡸࠊᐉᖇࡢ(ᅾ 559
㹼580)ከࡃࡢ㞧ఄࢆᐑ୰ྊࡋฟࡋࠊⓒᡙࢆቑಟࡋࡓࡇࡀࠗ㝳᭩࠘(ᚿ➨࣭㡢ᴦ୰)ࡢグ㏙ࡼ
ࡿศࡿ

10ࠋ㝳௦࡞ࡿࠊ↺ᖇࡢᴗᖺ(606)ࡽࠊኴᖖᑎ࡛ⓒᡙࡢᩍ⩦ࢆጞࡵࠊẖᖺࡢṇ᭶

₇ࡌࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ

11ࠋ

ⓒᡙࡓࡿᩓᴦࡣẸ㛫ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓୡⓗ࡞ⱁ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᐑᘐࡶ₇ዌࡉࢀࡿ⫼ᬒࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗ
ࡢࠗᪧ၈᭩࠘(ᚿ➨࣭㡢ᴦ) 12ࡢグ㏙ࡽ❚ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢෆᐜࡣほᐈࡢ⯆ࢆᘬࡃ㠀ᖖどぬ
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

4

⋤ᅜ⥔ࡣࠗᏵඖᡙ᭤⪃࠘(୰ᅜᡙฟ∧♫ࠊ1999 ᖺ)ࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ㖊㢌ࠖࡢㄒ※ࢆࠗྐ࠘ࡢすᇦఏグࡉࢀࡿᢤ
㇋ᅜ⏤᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
5 ࠕᩓᴦࠊ㠀㒊ఃஅኌࠊತඃḷ⯙㞧ዌࠖ
ࠋ
6 ⋤ᅜ⥔ࡣࠗᏵඖᡙ᭤⪃࠘(୰ᅜᡙฟ∧♫ࠊ1999ࠊP.P 2㹼3)࡛ࠊತඃࡀඖ᮶㡢ᴦࢆ⫋ົࡋࠊḷ⯙ࡸㄪᡙ
ࡢゝⴥ࡛ᨻࢆ㢼่ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ₎௦௨㝆ࡣ࠾ࡾᨾࢆ₇ࡌࠊᩧࡢࡼࡾḷ⯙ྜࢃࡏ୍࡚ࡘࡢ
ࢆ₇ࡌࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
7 ௵༙ርࠗ၈ᡙᘝ࠘(ୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ1984 ᖺ)P.P241㹼242ࠋ
8ࠕタఄᴦⓒᡙࠖ(ᩥᖇ⣖➨)ࠋ
9 (ᩧ)㨯ࠗ㨯᭩࠘
࣭ᚿ➨༑ᅄ࣭ᴦࠕኴ᐀ึࠊཪቑಟஅࠊྜ᭤ࠖ
ࠋ
10ࠕ᫂ᖇṊᡂᖺࠊṇ᭶᭾᪦ࠊ⩌⮧ன⣸ᯉẊࠊጞ⏝ⓒᡙࠋ ୰␎ ཬᐉᖇ༶ࠊ⪋ᗈྊ㞧ఄࠊቔಟⓒᡙࠖࠋ
11 ࠗ㏻࠘ᴦභࠊ
ࠗ၈せ࠘ᕳ୕༑୕࣭ᩓᴦࡢ᮲ࡼࡿࠋ
12 (ᚋ)ࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)P1073ࠋ
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 ᩓᴦ㞧ᡙከᗁ⾡ࠊᗁ⾡ⓙฟすᇦࠊኳ➊ᑬ⏒ࠋ(୰␎)Ᏻᖇࠊኳ➊⊩ఄࠊ⬟⮬᩿ᡭ㊊ࠊ
โ๕⭠⫶ࠊ⮬Ṕ௦᭷அࠋ(୰␎)╻᐀ࠊ፠⨶㛛⊩ᴦࠊ⯙ேಽ⾜ࠊ⪋௨㊊⯙ᴟ㖰ย㗓ࠊ
ಽ᳜ᆅࠊప┠ᑵลࠊ௨Ṕ⮓୰ࠊཪ᳜⫼ୗࠊ྿⠥⠝⪅❧⭡ୖࠊ⤊᭤⪋↓യࠋ

ᩓᴦ㞧ᡙࡣయᗁ⾡ࡀከ࠸ࠋᗁ⾡ࡣࡳ࡞すᇦࡼࡾ⏕ࡲࢀࠊ≉ኳ➊ࡣ⏒ࡔࡋ࠸ࠋᚋ₎ࡢᏳᖇࡢ
ࠊኳ➊ࡼࡾᴦேࢆ⊩ࡌࠊࡑࡢᴦேࡣ⮬ศ࡛ᡭ㊊ࢆษࡿࡇࡸ⫶⭠ࢆ࠼ࡄࡾฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ
ࡣṔ௦ࡳࡽࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ၈௦ࡢ╻᐀ࡢࠊ፠⨶㛛ࡀᴦ⯙ࢆ⊩ࡌࠊࡑࡢ⯙ேࡣᚋࢁྥࡁṌࡁࠊ
㠀ᖖ◊ࡀࢀࡓ㗦࠸ล≀ࡢୖ࡛⯙࠺ࠋࡲࡓࠊ⯙ேࡣ㏫ࡉࡲ࡞ࡾࠊล┠ࢆ㏆࡙ࡅࠊลࡀ㢦ࢆ㈏࠸ࡓࠋ
ࡉࡽࠊ⯙ேࡣ⫼୰ࢆୗࡋࠊ⠥⠝ࢆ྿ࡃ⪅ࡀࡑࡢ࠾⭡ᗙࡾࠊ᭤ࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡶ⯙ேࡣ↓യ࡛࠶ࡗࡓࠋ
↓ㄽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᗁ⾡ࡸᗁ⾡ࡀక࠺ᴦ⯙ࡣᩓᴦࡢ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡢࡼ࠺࡞୍⯡
ⓗ࡞ேࠎఏၐࡉࢀࡿㄝヰࢆ⾲⌧ࡍࡿⱁ⬟ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᏵࡢ㝞ᬚࡀࠕ⹒㝠⋤ࠖࡘ࠸࡚ࠊࠗᴦ
᭩࡛࠘ࠕ㠀㞞㡴அኌஓࠖ13ᣦࡋࡓࡼ࠺ࠊᩓᴦࡣ㞞ࡓࡿ㡢ᴦ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ♩ࠖⓗせ⣲ࢆ⏝࠸࡞࠸
ୖࠊྠࡌࡃ㤫ᐗᴦ࡛࠶ࡿࠕᆘ❧㒊ఄࠖẚ࡚ࡶࠊࡉࡽᗢẸⓗ࡛ࡓࡿⰍྜ࠸ࡀᙉ࠸࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡶࡑࡶࠊ
ࠗ㏻࠘ࡸࠗᪧ၈᭩࡛࠘グࡋࡓࠕḷ⯙ᡙࠖࡢࠕᡙࠖࡣࠊࡶࡣṊჾࡢ୍✀ࡢྡ๓࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ

14ࠊ₎௦ࡼࡾḷ⯙㞧ᢏࡢពྜ࠸ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓ 15ࠋ
ࠕᡙࠖ⏝࠸ࡽࢀࡿḷ⯙ࡣ༢࡞ࡿḷ

⯙࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ㯤ᱵᡙ࡞ࡢ୰ᅜྂⓗ₇ࡢᙧᘧɆᡙ᭤Ɇ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ≀ㄒᛶࢆ᭷
ࡍࡿ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤ⋤ᅜ⥔ࡀࠗᡙ᭤⪃ཎ࠘ࡢ୰࡛ḷ⯙ࢆ௨࡚≀ㄒࢆ₇ࡎࡿⱁ⬟ࡣᡙ᭤࡛࠶ࡿ

16

࠸࠺ᣦࡢ୰ࡢḷ⯙ඹ㏻ࡋࠊ≀ㄒ㝶ࡍࡿḷ⯙࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≀ㄒᛶࢆᣢࡘᗢẸࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓḷ⯙ࡋ࡚ࠊ၈௦ࡢẸ㛫ᐑᘐ
ࡶ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ₇ዌࡢᐇែࡣᩥ⊩㈨ᩱࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊᵝᏊࡣ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊୖグࡋࡓྐᩱࡢࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ၈௦ࡢ㣽ࡀ⦅⧩ࡋࡓ➹グᑠㄝࡢࠗ㝳
၈ヰ࠘ᓲ௧ḯࡀ၈௦ࡢᩍᆓไᗘ㐓⪺ࢆグࡋࡓࠗᩍᆓグ࠘ࡢグ㏙ࡸࠊ၈௦ࡢ௦ᅜ㛗බࡢ⚄㐨☃

17

ࡢグ㏙࡞ࡀࡳࡽࢀࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ₇ዌࡀ၈௦ࡢᐑᘐࡶ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆᇉ㛫ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕᢤ㢌ࠖࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣࠕ⹒㝠⋤ࠖᩘከࡃ࡞࠸ࡀࠊ၈௦ࡢリேᙇ⚂ࡀ᭩࠸ࡓ௨ୗࡢࠕᐜඣ㖊
㢌ࠖ 18ࡽࡑࡢᵝᏊࢆ❚࠼ࡿࠋ
 
  த㉮㔠㌴ྏ㠝∵ ➗ኌ၏ㄝ༓⛅ ୧㎶ゅᏊ⨺㛛㔛 ⊰Ꮫᐜඣᘝ㖊㢌

(Ᏽ)㝞ᬚࠗᴦ᭩࠘ᕳ➨୍ⓒඵ༑භ࣭ᴦᅗㄽ࣭㒊ࠋᅜᅗ᭩㤋ᡤⶶᏵหᮏࢆཧ↷ࠋ
(₎)チៅࠗㄝᩥゎᏐ࠘(ྀ᭩㞟ᡂึ⦅ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ1985 ᖺ)P421ࠋ
15 ᗈᮾᗈす†༡Ἑ༡㎡※ಟゞ⤌⦅ࠗ㎡※࠘(ၟົ༳᭩㤋ࠊ1980 ᖺ)P1194ࠊ⨶➉㢼⦅ࠗ₎ㄒモ ➨ 5 ᕳ࠘(₎
ㄒモฟ∧♫ࠊ1990 ᖺ)P252ࠊ⋤ຊ⦅ࠗྂ₎ㄒᏐ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ2000 ᖺ)P344 ࡼࡿࠋ
16 ࠕᡙ᭤ㅝ௨ḷ⯙₇ᨾஓࠖ
ࠋ⋤ᅜ⥔ࠕᡙ᭤⪃※ࠖࠗ⋤ᅜ⥔ᩥ㞟 ➨ 1 ᕳ࠘(୰ᅜᩥྐฟ∧♫ࠊ1997 ᖺ)P425ࠋ
17ࠗḯᐃ၈ᩥ࠘ᕳ㘓ࡉࢀࡿࠋ☃ᩥࡼࡿࠊ๎ኳṊྡྷࡀᐗࢆ㛤࠸ࡓࠊⓚ᪘ࡢᏊ౪ࡓࡕࡀᢨ㟢ࡋࡓ
ⱁ⬟ࡢ୰ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡀධࡗ࡚࠸ࡓࡇࡣࢃࡿࠋ
18 ୰⳹᭩ᒁ⦅㍴㒊Ⅼᰯࠗ၈リ ቑゞᮏ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1999 ᖺ)ᕳ 511 㘓ࠋ
13
14
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 ⓚᖇࡢㄌ⏕᪥࡛࠶ࡿ༓⛅⠇ࠊᕰ㛫ࡢேࠎ࡛ࡉ࠼ᐜඣࢆ┿ఝࡋࠊ㖊㢌ࢆ₇ࡌࡓࠋࠕ㖊㢌ࠖࡣ๓㏙ࡋ
ࡓࡼ࠺ࠕᢤ㢌ࠖࡢ㡢ヂࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ⾲グ࡛࠶ࡿࡀࠊᐜඣࡣ၈௦ࡢᐑᘐᴦே࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕᢤ㢌ࠖࡶࡇࡢࡼ࠺၈௦࠾࠸࡚ࠊẸ㛫ࡶᐑᘐࡶ࡞ࡌࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖ࡞ࡢᩓᴦࡣྂ᮶൲ᐙࡼࡗ࡚ᑛ㔜ࡉࢀࡓ♩⠇⤖ࡧࡘࡁࠊேᚰࢆឤࡋࠊ
Ⰻࡁ᪉ྥᑟࡃࠕṇኌࠖࠊ࠸ࢃࡺࡿṇࡋ࠸㡢ᴦࡣ㉁ࡀ␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩓᴦࡣᩧࡽ၈௦ࡲ࡛
ᐑᘐ࡛ࡢ₇ዌࡀఱᗘ⚗Ṇࡉࢀࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊୖグࡢࡼ࠺ᐑᘐዲࡲࢀ࡚₇ዌࡉࢀࡓഃ㠃ࡶ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⋞᐀ⓚᖇࡣᩓᴦࢆ⚗Ṇࡍࡿສ௧ࢆᅇⓎᕸࡍࡿ

19

ࠊᩓᴦࡢẸ㛫ࡢᾐ㏱ࡶ㠀ᖖ

῝ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋࡋࠊᏳྐࡢࡼࡗ࡚ᐑᘐᴦேࡀᅄᩓࡋࠊᩓᴦࢆྵࡴᐑᘐ㡢ᴦࡀᚎࠎᗫࢀ࡚࠸ࡃࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋᅄᩓࡋࡓᴦேࡼࡗ࡚Ẹ㛫ᩓᴦࡢ⦾ᰤࡢᅵྎࡀ⠏ࢀࠊࡢࡕࡢᏵඖࡢࠕࠖ௦ࡀ၈௦ࡢࠕḷ
⯙ᡙࠖ௦ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ
⋤ᮅ௦ࠊᴦேࡢᅄᩓ࠾ࡼࡧⱁ⬟ᙧែࡢኚ࡞ࡼࡗ࡚ࠊࡘ࡚၈௦ᩥࡢ௦⾲ࡶ࡞ࡗࡓᐑᘐ
㡢ᴦࡣఏᢎࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣᏵ௦ࡲ࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓ

20ࡀࠊḟ➨ᾘ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢁࡀࠊ

၈௦ὶࡀ㢖⦾࡛࠶ࡗࡓ᪥ᮏࡣ၈௦ࡢᐑᘐ㡢ᴦࢆ྾ࡋࠊ✚ᴟⓗ᪥ᮏࡢᐑᘐ㡢ᴦɆ㞞ᴦɆྲྀࡾ
ධࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢ㞞ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓ၈௦ࡢᐑᘐ㡢ᴦࡢෆᐜࡣࠊ୰ᅜࡢ♽ඛ⚍♭⏝࠸ࡽࢀࡿ㞞ࡓࡿ
♩㡢ᴦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩓᴦࢆྵࡴ㤫ᐗᴦ࡛࠶ࡿࠋ
ḟࠊࡘ࡚୰ᅜ࡛ᗢẸࡼࡾ⏕ࡲࢀࠊᐑᘐࡶ┒ࢇ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡓ≀ㄒᛶࢆ᭷ࡍࡿࠕḷ⯙ᡙࠖࡢ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡀࠊ㢼ᅵࡀ␗࡞ࡿྂ௦᪥ᮏ࠾࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ఏᢎࡉࢀࠊࡲࡓࡢࡼ࠺࡞≉
ᚩࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

㸰㸬⯙ᴦࠕ⹒㝠⋤ࠖ⯙ᴦࠕᢤ㢌ࠖ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡀṇྐࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠊ
ࠗ᪥ᮏ୕௦ᐇ㘓࠘ 21 ᕳ➨ᅄ༑୍࣭㝧ᡂኳⓚ࣭ඖ
භᖺ୕᭶༑᪥ᕫᕭࡢ᮲࡛࠶ࡿࠋ
ඖභᖺ(882)୕᭶ࠊⓚኴྡྷࡢᅄ༑ṓࢆ⚃࠺ᐗࠊᙜඵṓ࡛࠶ࡗࡓ㈆ᩘぶ⋤ࡀࠕ㝠⋤ࠖࢆ⯙ࡗࡓࠋ
ࠕ㝠⋤ࠖࡣ⯙ᴦࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ␎⛠࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢグ㏙ࡼࡿࠊᖹᏳ௦ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡀ㈗᪘ࡢ㛫
࡛ぶࡋࡲࢀࠊ㤫ᐗᴦ⏝࠸ࡽࢀࡓࡇࢆ▱ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋࡇࡢ₇ࡌࡽࢀࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡘ࠸࡚ࡣ᭩ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏ୕ᴦ᭩ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠗᩍカᢒ࠘ࡣᖹᏳ
௦ࡼࡾఏᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓ㞞ᴦ᭤ࡢ⏤᮶₇ዌ࡞ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙࡚࠾ࡾࠊࠕ⹒㝠⋤ࠖࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛

19

ࠕ㛤ඖඖᖺ༑᭶᪥ࠊສ⮞᭶ஒᐮࠊእⶽᡤฟࠊᾐᡂࠊᅉᚠᕬஂࠋ⮬ᕬᚋࠊ↓ၥⶽ₎ࠊ༶ᐅ⚗᩿ࠖࠋ(㛤ඖ
ᖺ)ࠕ༑᭶භ᪥ສᩓᴦᕠᮧࠊ≉ᐅ⚗᩿ࠋዴ᭷≢⪅ࠊᖼᐜṆேཬᮧṇࠊỴ୕༑ࠋᡤ⏤ᐁ㝃⪃ዌࠊᩓᴦே㐱
㏦㔜ᙺࠖࠋ
ࠗ၈せ࠘ᕳ୕༑ᅄ(୰⳹᭩ᒁࠊ1955 ᖺ)P629ࠋ
20 ༡Ᏽࡢ⋤ⅎࡀ㏙ࡋࡓࠗ☐㭜ₔᚿ࠘ᕳᅄࡢグ㏙ࡼࡿࠋ
21 ⤒῭㞧ㄅ♫⦅ࠗ᪥ᮏ୕௦ᐇ㘓࠘(ᅜྐ⣔➨ 4 ᕳࠊ1916 ᖺ)P.P671ࠋ
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࠶ࡿࠋ
 ࠗᩍカᢒ࠘ࡣዉⰋ⯆⚟ᑎᡤᒓࡋࡓ㞞ᴦᐙࡢ≻㏆┿(1177㹼1242)ࡼࡗ࡚㏙ࡉࢀࡿࠋ≻㏆┿ࡣࠕ⹒
㝠⋤ࠖࢆྵࡴᕥ᪉⯙ࢆᢸᙜࡋࡓ≻Ặࡢฟ㌟࡛࠶ࡾࠊࠗᩍカᢒ࠘ࡢ୰࡛₇ዌᐇ㝿ᦠࢃࡗࡓᴦᐙఏ
࠼ࡿ㞞ᴦࡢཱྀఏࢆ㞟ᡂࡋࡓࠋ
ࠗᩍカᢒ࠘ᕳ୍

22ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㠃᭷ᵝࠋ୍⪅Ṋ㒊ᵝࠊ㯮┱ඵ᪉Ⲩᗎஅ⏝அࠋ୍⪅㛗ᜤ௬㠃ᵝᑠ㠃பࠊගᏘᐙ┦ఏᐆ≀ஓࠋ
  Ṉ᭤ࣀ⏤᮶ࣁࠊ㏻ࢺ⏦ᩥࢱࣝࣁࠊᅜᩧࢽࠊ⹒㝠⋤㛗ᜤࢺ⏦ࢣࣝேࠊᅜࢩࢷ࣓ࣥ࢞ࢱ࣓ࢽࠊ
㌷ࢽฟ⤥ࣇࢽࠊ௳⋤ࢼࣛࣅࢼ࢟ᡯᬛṊຬࢽࢩࢸᙧ࢘ࢶࢡࢩࢡࣤࣁࢩࢣࣞࣂࠊ㌷ࣤࣂࢭࢬࢩࢸࠊ೫
ࢽᑗ㌷࣑ࣤࢱࢸ࣐ࢶ࣒ࣛࠊࢺࣀ࣑ࢩࢣࣞࣂࠊᵝࣤᚰᚓ⤥ࢸࠊ௬㠃ࢆ╔ࢩࢸᚋࢽࢩࢸࠊ࿘ᖌ㔠ቇ
ᇛୗࢽ࢘ࢶࠋࢧࢸୡࢥࢰࣜࢸຬࠊ୕㌷ࢽ࢝ࣈࣛࢩ࣓ࢸࠊṈ⯙ࣤసࠋᣦ㯡ᧁ่ࣀ࢝ࢱࢳࢥࣞࣤ⩦ࠋ
ࢥࣞࣤࣔࢳࢸࢯࣈࢽࠊኳୗὈᖹᅜᅵࣘࢱ࢝ஓࠋࢸࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ධ㝕᭤ࠖࢺபࠋ

ࠗ㏻࠘ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ⏤᮶ࢆㄝ࠸ࡓグ㏙࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕࢥࣞࣤࣔࢳࢸࢯࣈࢽࠊኳ
ୗὈᖹᅜᅵࣘࢱ࢝ஓࠖࠊࡇࡢ⯙ࢆ⯙࠺ኳୗὈᖹᅜᅵ㇏㤨ࡢ㢪࠸ࡀྔ࠺ࠊ࠸࠺ෆᐜࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௬㠃ࡀ㏻ࡾ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣ᪥ᮏࡢఏᢎ࡛ࡋࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍ࡘ┠ࡣṊ㒊ࡢࡼ࠺࡞㯮┱ࡢ
ጼ࡛࠶ࡿࠋṊ㒊ࡣ࠾ࡑࡽࡃ᪥ᮏṊᑛࡢྡࢆఏ࠼ࡿࡓࡵタࡅࡽࢀࡓྡ௦ࡋ࡚ఏᢎࡍࡿࠊ௧ไ๓ࡢ
㌷ⓗ㒊Ẹࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺⪃࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ㢦ࡢ≉ᚩࡣ࠶ࡁࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ㯮┱࡛࠶ࡿࡇ
ࡣᑡ࡞ࡃࡶ⌧⾜ࡍࡿࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ௬㠃␗࡞ࡿࠋࡘ┠ࡢ㛗ᜤ௬㠃ࡣ࠾ࡑࡽࡃ⌧⾜ࡍࡿ⯙ᴦࠕ⹒㝠
⋤ࠖࡢᜍࢁࡋ࠸௬㠃࡛࠶ࡿࠋὀࡢࠕᑠ㠃ࠖࡣࠗ㏻࠘ࡢࠕ㠃ࠖࡣᑐ↷ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡢ㛵
ಀࡣ᮰ࡢఏᢎࢆ♧၀ࡍࡿ⯆῝࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡇࡢⅬࢆ㝖ࡅࡤࠊ
ࠗᩍカᢒ࠘ࡣࠗ㏻࠘ࡢෆᐜࢆࡰ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ
ࠗ㏻࡛࠘ࡣࠕ⹒㝠
⋤ࠖࡢ⏤᮶㛵ࡍࡿ㠀ᖖ⡆₩࡞グ㏙࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊࠗᩍカᢒ࠘ࡣᐇ㝿ࡢ₇ዌࡲࡘࢃࡿヰ࡞
ࡀヲ⣽グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ⯙ලࡢࠕᱧࠖࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

ࠕ㝠⋤ࠖࣀᱧࣁ⹒㝠⋤ධ㝕ࣀࠊ㠴ࣀጼஓࠋ⪋ࣤΏᡃᮅஅᚋࠊኳᖹᐆஅẚࠊ㧗㔝ኳⓚᚚࢽࠊ
௨ສᐃ⿕ᨵᙜ᭤அྂグࠋ⟠ࣀ᪂ไஅෆஓࠋ୍⪅ࠊᱧࣤ⿕⦰୍ᑻᑍࠋ⪅ࠊྍ╔⹛༙⮎ࠋ୕
⪅ࠊṆᗘᄰ␎ᐃ⏝୕ᗘࠋ(୰␎) ᅄ⪅ࠊྂࣁ྿ඛྂᴦኌࠋࣁ⏝᪂ᴦኌࠋ(୰␎) ⪅ࠊྂ
ࣁධ⯙ධ྿Ἃ㝀ㄪࠎᏊࠋࣁ⏝ࠕᦶࠖᛴ྿ࠋ

 ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢᱧࡣ⹒㝠⋤ࡀᡓሙ❧ࡘࡢ㠴ࡢጼࢆ㇟ࡗࡓ⯙ල࡛࠶ࡿࠋᮏᮅΏࡗࡓᚋࠊኳᖹᐆ

ᯘᒇ㎮୕㑻ᰯὀࠗᩍカᢒ࠘(ࠗྂ௦୰ୡⱁ⾡ㄽ࠘ࠊ᪥ᮏᛮ⣔ 23ࠊ1973 ᖺ)ᕳ➨୍ࠕᎠᐙ┦ఏ⯙᭤≀ㄒ බ
᭤ࠖࡢࠕ⨶㝠⋤ࠖࡢ᮲ࢆཧ↷ࠋ

22
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ࡢࠊ㧗㔝ኳⓚ(Ꮥㅬኳⓚ)ࡣສ௧ࢆ௨࡚ᙜ᭤ࡢྂ࠸ไᗘࢆ⟠ᡤᨵࡵࡓࠋ୍ࡘ┠ࠊᱧࢆ୍ᑻᑍ⦰
ࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡘ┠ࠊ⹛༙⮎ࢆ╔࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୕ࡘ┠ࠊᗘࡢᄰࢆ୕ᗘ␎ࡍࡿࠋᅄࡘ┠ࠊඛ
྿ࡃኌࢆྂᴦኌࡽ᪂ᴦኚ࠼ࡿࠋࡘ┠ࠊ⯙ேࡀධሙࡍࡿ྿ࡃἋ㝀ㄪࡢㄪᏊࢆࠊ
ࠕ
ᦶࠖࡢᛴࡢㄪᏊኚ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢ㠴ࡘ࠸࡚ࠊ๓⠇࡛ᑡࡋゐࢀࡓࡀࠊࠗᴦᗓ㞧㘓࠘ࡣࡍ࡛၈௦ࡢᙺ⪅ࡀ⣸ࡢ⾰㔠Ⰽࡢᖏ
㠴ࢆᣢࡘጼ࡛࠶ࡿ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ⏤᮶㛵ࡋ࡚ࡣࠗ㏻࠘ࢆ㋃くࡋ
ࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᱧ㛵ࡍࡿグ㏙ྜࢃࡏ࡚ࡳࡿࠊࠕ⹒㝠⋤ࠖࡀఏ᮶ᙜึࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢ㈗᪘ࡸ
ᴦᐙࡢ㛫࡛ࡣ၈௦ࡢఏᢎࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊᏕㅬኳⓚ(ᅾ 749㹼758)ࡣࡑ
ࢀࢆ᪥ᮏࡢᐑ୰࡞ࡌࡴࡼ࠺ᨵಟࡋࡓࠋ
ᨵಟ⟠ᡤࡢ୕ࡘ┠ࡢᄰࡣ⌧⾜ࡍࡿ㞞ᴦࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊྂ௦࡛ࡣ⯙ᴦ࡛⯙ேࡀ₎ᩥࡢリྃࢆᮁャ
ࡍࡿࡇࢆᄰࡪࠋࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗᩍカᢒ࡛࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  ᄰ୕ᗘࠋ᫇ᗘࣜࢣࣞࢻࣔࠊୡࢽࣁࣔࢳࢬࠋ(୰␎)≻ගஅὶእࠊ
⯙ே▱அࠋ
  モபࠋ
  ୍ㄝபࠊ࿃⨩⬌ேࠋྂぢዴ᮶ࠋᡃᅜᏲㆤࠋ⩻᪥Ⅽᴦࠋ
  ୍ㄝࠊᡃ➼⬌ேࠋチ㑏ᇛᴦࠋ▼㋃Ἶࣀዴࠋ➨ᗘࠋග๎ㄝࠋᙜ⏝அࠋ
  ୍ㄝࠊ㜿ຊ⬌ඣࠋྤẼዴ㟁ึᗘࠋᡃ᥇㡬㞾ࠋ㋃▼ዴἾࠋග㏆ㄝࠋ

 ᄰࡣ୕ᗘࢆ⾜࠺ࠋࡋࡋࠊࠗᩍカᢒ࠘ࡀᡂ❧ࡋࡓ㡭ࡣࡍ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᄰࡣ≻Ặ
ࡢᎠὶࡋ▱ࡽ࡞࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ┠ࡘࡃࡢࡣࠕ⬌ேࠖࠊ
ࠕ⬌ඣࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ≉
ᗘ┠ࡢᄰࡣᚋࢁࡢὀࡼࡿྂ௦⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓモ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ᭱ึࡢゝⴥࡣࠕᡃ➼⬌ேࠖ
࠸࠺⮬⛠࡛࠶ࡿࠋᡃࡽ⬌ேࡣࠊ㑏ᇛࡢ㡢ᴦࢆዌ࡛ࠊ▼ࢆ㋃ࡵࡤἾࡢዴࡃ࡞ࡾࠋ
ࠕ⬌ேࠖ
ࠊ
ࠕ⬌ඣࠖࡣ୰ཎ

23࠸ࡿ₎Ẹ᪘ࡽࡳࡓ㠀୰ཎᆅᇦ⏕ᴗࢆႠࡴ㠀₎Ẹ᪘ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

⹒㝠⋤ࡢᅜ࡛࠶ࡗࡓᩧࢆᘓ❧ࡋࡓ㧗Ặࡣ₎Ẹ᪘࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜࡢᩧࡣ㠀₎Ẹ᪘ࡀໃఫࢇ࡛࠸
ࡓከẸ᪘ᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊ୰ཎᩥእᅜᩥࡢ⼥ྜࡀ㐍ࡴ௦ࠊࡲࡓࡣᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋᩧࡢ࡞Ẹ
᪘ࡢ୍ࡘࡢᩉີ᪘ࡣࠊᩉີ᪘ࡀఏ࠼ࡓࡉࢀࡿ᭷ྡ࡞Ẹㅴࠕᩉີḷࠖ 24ࡽࡶ❚ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ୰ᅜ
ྂ௦ࡢ᪉ࢆ⏕άᆅᇦࡍࡿ㐟∾Ẹ᪘࡛࠶ࡗࡓ

25ࠋࡇࡢᄰࡢモࡣ୰ᅜࡼࡾఏ᮶ࡋࡓ᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸

ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶࠊ⹒㝠⋤ࡢⱥጼࢆ┠ࡋ࡚ࠊḷㅴࠕ⹒㝠⋤ࠖࢆసࡗࡓරኈࡓࡕࡀ㠀₎Ẹ᪘ࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕ⬌ே࡛ࠖ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚సࡽࢀࡓࡇࡣᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
23

୰ཎࡣ୰ᅜྂ௦ᩥࡢ୰ᚰ࡛ࠊ₎Ẹ᪘Ⓨᒎࡢ᰿ᣐ࡞ࡗࡓᆅᇦࠊ㯤Ἑ୰ୗὶᇦࡢᖹཎࢆᣦࡍࠋ୰ཎᩥࡣ୰
ཎᆅᇦࢆᇶ♏ࡍࡿ≀㉁ᩥ⢭⚄ᩥࡢ⥲⛠ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
24 ḷモ㸸ᮅີᕝ㝜ᒣୗ ኳఝ✴ᘊ⡲ᅄ㔝 ኳ㔝ⲉⲉ 㢼྿ⲡపぢ∵⨺
25 㤿ᛅ⌮ࠕ
ࠗ⹒㝠⋤ධ㝕᭤࠘㔘ࠖ
㸦ࠗᩥ≀⛅࠘ࠊ1995 ᖺ➨ 1 ᮇࠊ⥲➨ 27 ᮇ㸧࡛ࡣࠊᩉີ᪘Ἃ㝀᪘ࡢ㛵ಀࠊ
ᩉີ᪘ࡢ㡢ᴦἋ㝀ㄪ㡢ᴦࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㏙ࡽࢀࠊ⌧⾜ࡍࡿἋ㝀ㄪࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ㉳※ࢆ᥈ࡿࡢ୍ࡘࡢᡭࡀ
ࡾࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
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 ࡇࡢࡼ࠺ࠊዉⰋ௦ࡢఏᢎࢆཷࡅ⥅ࡂࠊᖹᏳ௦ࡽ୰ୡึᮇ᪥ᮏఏ࠼࡚࠸ࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣ
୰ᅜࡢグ㏙ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡣ୰ᅜࡽఏ᮶ࡋࡓࡶࡢࢆ㬼࿐ࡳࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏⓗᨵኚࡋࠊᕤኵࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚ࠕᢤ㢌ࠖࡶࠕ⹒㝠⋤ࠖྠࡌࡼ࠺ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࠋྠࡌࡃࠗᩍカᢒ࠘ࡢ
グ㏙ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ࠗᩍカᢒ࠘ᕳ➨ᅄࡣࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡘ࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ṉ᭤ኳ➊ࣀᴦࢼࣜࠋἼ⨶㛛ఏ᮶㝶୍ஓࠋ⯙స⪅㠀ヲஅࠋ୍ㄝபࠊἋ㛛ဴఏஅࠊ⨨၈ᣍᥦᑎபࠎࠋ
၈ྡྷ᎖ጊㇺபࠎࠋᮍヲࠋྂ⪁ㄒபࠊ၈ࣀྡྷࠊ≀ࢿࢱ࣑ࣤࢩ⤥ࢸࠊ㨣ࢺࢼࣞࣜࢣࣝࣤࠊ௨ᐉ᪨ᴥࢽ
⡲ࣛࣞࢱࣜࢣࣝ࢞ࠊ◚ฟ⤥ࢸ⯙⤥ጼࣤᶍࢺࢩࢸసṈ⯙ࠋ⪋↓స⪅ࠋᑬᑂபࠎࠋ↓ྡྷᚚྡࠋ

 ࡇࡢ᭤ࡣኳ➊ᴦ࡛࠶ࡾࠊ፠⨶㛛ࡢ᮶ᮅࡼࡗ࡚ఏ᮶ࡍࡿࠋ⯙ࡢస⪅ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ୍ㄝࡣࠊἋ㛛
ဴࡼࡗ࡚ఏ᮶ࡋࠊ၈ᣍᥦᑎ⨨ࢀࡓ࠸࠺ࠋ၈௦ࡢྡྷࡢ᎖ጊࡢ㢦ࢆ⾲ࡍゝࢃࢀࡿࡀࠊ࡛᫂
࠶ࡿࠋྂ⪁ࡀゝ࠺ࡣࠊ၈௦ࡢྡྷࡣ᎖ጊࡢ࠶ࡲࡾ㨣࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᴥ⡲ࡿࡼ࠺⚗㊊௧ࡀฟࡉࢀ
ࡓࡀࠊ௧ࢆ◚ࡗ࡚ฟࡓ⯙ࡗࡓጼࢆᶍࡗ࡚సࡗࡓࡢࡀࡇࡢ⯙࡛࠶ࡿࠋస⪅ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡶࡗ
ࡶࡇࡢㄝࡣᑂ࡛࠶ࡿபࠎࠋྡྷࡢྡ๓ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ፠⨶㛛ࡣኳᖹᐆ 4 ᖺ(752)ࡢᮾᑎ㛤║౪㣴㛤║ᑟᖌࢆࡵ

26ࠊࡢࡕൔṇ࡞ࡗࡓ

ኳ➊ൔࡢᥦ㑄㑣࡛࠶ࡿࠋࠗ⥆᪥ᮏ⣖࠘⪷Ṋኳⓚ࣭ኳᖹඵᖺ༑᭶ࡢ᮲፠⨶㛛ൔṇ㛵ࡍࡿグ㏙ࡀࡳ
ࡽࢀࠊ፠⨶㛛ൔṇࡣᐇᅾே≀࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋἋ㛛ဴ㛵ࡍࡿṇྐࡢグ㏙ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ㙊
௦ࡢㄝヰ㞟ࠗඖ㔘᭩࠘ࡼࢀࡤࠊဴࡣ፠⨶㛛ൔṇࡶ୰ᅜࢆ⤒࡚ࡽኳᖹ 8 ᖺ(736)
᮶ᮅࡋࡓᯘ㑚ൔ࡛࠶ࡿ

27ࠋ⌧⾜ࡍࡿ㞞ᴦࡢ୰ࠕᯘ㑚ᴦࠖ࠸࠺ࣥࢻ⣔ᴦ⯙ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢఏ᮶ࡣ

፠⨶㛛ൔṇဴࡼࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
၈௦ࡢྡྷࡢ᎖ጊࡢ㢦ࡼࡾࠊࠕᢤ㢌ࠖ࠸࠺⯙ࡀసࡽࢀࡓㄝヰࡣࠊ୰ᅜࡢྐ⡠ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ၈
௦ࡢድࠊ᎖ጊࠊ⚗㊊⯙࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛၏୍㐃ࡉࢀࡿࡶࡢࡣࠊᏵ௦ࡢఏグᑠㄝࠗᱵድఏ࠘࡞
グࡉࢀࡿᱵድࡓࡿỤ㔗ⴍ㛵ࡍࡿㄝヰ࡛࠶ࡿࠋᱵድࡣ၈௦ࡢ⋞᐀ⓚᖇࡢድ࡛࠶ࡾࠊࡶࡗࡶᚓព
࡛࠶ࡗࡓ㦫㬨⯙࠸࠺⯙㋀ࢆࡁࡗࡅᑋឡࢆཷࡅࡓࠋࡇࢁࡀࠊ㈗ድᑋឡࢆதࡗࡓ⤖ᯝࠊ㝧
࠶ࡿୖ㝧ᮾᐑ⛣ࡉࢀࠊࡑࡢⱞࢆ⾲ࡍࠗᴥᮾ㈿࠘ࡀᾦࢆദࡍྡసࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ፠⨶㛛ൔ
ṇဴࡀ୰ᅜࢆ⤒࡚᮶ᮅࡋࡓ 736 ᖺࡣ⋞᐀ⓚᖇࡀᅾࡋࡓᖺ௦(712~756)࡛࠶ࡾࠊேࡀ⋞᐀ⓚᖇ
ࡢ㡭ࡢ≀ㄒ࡞ࢆ▱ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊᱵድࡸ㦫㬨⯙ࠕᢤ㢌ࠖࡣ┤᥋㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋᙜࡢ᪥
ᮏ࠾࠸࡚ࡶ၈௦ࡢድࡢఏㄝࠕᢤ㢌ࠖࡢ⏤᮶ࢆồࡵࡿㄝࡀᐃ࡛࡞࠸ࡇࡣὀࡢࠕᮍヲࠖࡼࡗ
࡚▱ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ፠⨶㛛ൔṇဴࡀ୰ᅜࡢ᭩≀ṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄝヰࢆ᮶ᮅࡶఏ࠼ࡓࡢࠊ

26 ࠗᮾᑎせ㘓࠘(ᅜ᭩ᡣࠊ1944 ᖺ)ᕳࡢグ㏙ࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ፠⨶㛛ൔṇࡓࡿᥦ㑄㑣㛵ࡍࡿグ㏙ࡀࠗ⥆
᪥ᮏ⣖࠘⪷Ṋኳⓚ࣭ኳᖹඵᖺ༑᭶ࡢ᮲ࡳࡽࢀࠊ፠⨶㛛ൔṇࡣᐇᅾே≀ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ
27 ࠗඖ㔘᭩࠘(᪂ゞቑ⿵ᅜྐ⣔➨ 31 ᕳࠊྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1930 ᖺ)ࡢ༡ኳ➊ᥦࡢ᮲ᯘ㑚ᅜဴࡢ᮲ࡼࡿࠋ
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ேࡢΏ᮶ൔࡢ᮶ᮅࡇࡌࡘࡅࡓᴦᐙࡢཱྀఏ࡞ࡢࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ
ࠗᩍカᢒ࠘ࡢࠕᢤ㢌ࠖ
㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ፠⨶㛛ൔṇဴࡢ᮶ᮅࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊ᭩ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࠗᩍカᢒ࠘ࡣࠕᢤ㢌ࠖࡢ₇ዌࡢᵝᏊࡘ࠸࡚᭩ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᖹᏳ௦ᡂ❧ࡋࡓ⯙ᴦࡸ㞧ᴦ
࡞ࢆᥥ࠸ࡓ⤮ᕳࠗಙすྂᴦᅗ࠘ 28ࡣࠊᙜࡢ⯙ேࡢጼࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࠶ࡾ࠶ࡾ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇࡢ⤮୍࡛␒༳㇟ⓗ࡞ࡇࢁࡣ࠾ࡑࡽࡃ㧥࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕᢤ㢌ࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ၏୍㧥㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ๓
⠇࡛ᣲࡆࡓࠗᴦᗓ㞧㘓࡛࠘࠶ࡿࠋ⯙ேࡣࠕ⿕㧥⣲⾰ࠖ
ࠊࡘࡲࡾᩓࡽࡋ㧥࡛ⓑ࠸⾰ࢆ⧳࠺ࠋࡑࡢୖࠊ⯙ே
ࡢ㢦ࡣ༙ศ㧥㞃ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⭎ࡢ➽⫗ࡀᙉㄪࡉࢀࠊ᎖ጊࡍࡿྡྷࡼࡾࡶࠊࡇࡢຊᙉࡑ࠺࡞ᵝᏊࡣࠗ㏻
࠘ㄝࢀࡓㆶࢆᯝࡓࡋࡓࠕ⬌ேࠖࠊࡘࡲࡾすᇦࡢேࡀ㐃ࡉࢀࡿࠋᖹᏳ௦₇ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࠕᢤ㢌ࠖࡣᐇࡣࡇࡢࡼ࠺ࠊ၈௦ࡢఏᢎࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢグ㏙࡛ศࡿࡼ࠺ࠊ
ࠗᩍカᢒ࠘ࡢⴭ⪅ࡸᙜࡢᴦᐙࡣ୰ᅜࡢ᭩≀ࠗ㏻
࠘ヲࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡢグ㏙ࡣࠗ㏻࠘ࢆ㋃ࡲ࠼ࡎࠊఏᢎࡢ㔜Ⅼࡀఏ᮶⪅ࡉࢀࡿΏ᮶
ൔ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩࡣࠊ
ࠗᩍカᢒ࠘ࡶ᪥ᮏ୕ᴦ᭩ࡤࢀࡿࠗయ※㕒࠘ࠗᴦᐙ㘓࠘
ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࠋࡇࢀࡣ፠⨶㛛ൔṇࡀ᮶ᮅᚋࠊ౪㣴ࡢᑟᖌࡵࡓྐᐇࡸࠊᏳᑎࢆᣐⅬ
ᴦ⯙ࡢఏ⩦ࢆ⾜ࡗࡓဴ㛵ࡍࡿゝ࠸ఏ࠼㛵ಀࡍࡿ࠺ࡣᐃ࡛࡞࠸ࡀࠊ୧⪅ࡀእ᮶ᴦ⯙ࡢఏ
᮶࠾ࡅࡿ㠀ᖖ㔜せ࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
 ࡉ࡚ࠊ௨ୗࡼࡾࠗᩍカᢒ࠘グࡉࢀࡓ⯙ᴦࠕ⹒㝠⋤ࠖ⯙ᴦࠕᢤ㢌ࠖࡢᐇ㝿ࡢ₇ዌ≧ἣ࠾ࡼࡧࡑ
ࡢᛶ㉁ࡘ࠸࡚ࠊㅖ᭩ࡢグ㏙ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

㸱㸬⯙ᴦࠕ⹒㝠⋤ࠖ⯙ᴦࠕᢤ㢌ࠖࡢᛶ㉁

28

ṇ᐀ᩔኵ⦅ࠗಙすྂᴦᅗ࠘(᪥ᮏྂ㞟ห⾜ࠊ1929 ᖺ)ᡤࡢᅗࢆᘬ⏝ࠋ
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୰ᅜ၈௦ࡢᩓᴦࡼࡾ᪥ᮏఏ᮶ࡋࠊ㞞ᴦࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ⯙ᴦ࡞ࡗࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡢᛶ㉁ࡘ
࠸࡚ࠊᐇ㝿₇ࡌࡓሙ㠃ࢆグࡋࡓ᭩≀ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡣࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࡣᖹᏳ௦ࡢᮅぺ⾜ᖾࠊ┦᧞⠇
࡞ࡢᐑ୰⾜ࡸࠊᇽ౪㣴ࠊᚚඵㅮ࡞ࡢἲ⾜ࢃࢀࡓ⯙ᴦࢆ᭩ࡁ␃ࡵࡓ᭩≀࡛࠶ࡿࠋ
 ἲ⾜ࢃࢀࡓ⯙ᴦࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᛂ୕ᖺ ᕥ 㭬ᄰ ṓᴦ ⛙⋤ ⋢ᶞ ᩓᡭ ႐ᴦ ኴᖹᴦ 㝠⋤
     ྑ ྂ㫽⸽ ᪂㫽⸽ ≻ᱚ ⥤ษ ᖐᚨ ᆅஂ  㓒㓉ᴦ ⣡⸽
Ọಖ୕ᖺ ᕥ ṓᴦ ⸽ྜ㤶 ᩓᡭ ኴᖹᴦ ᡴẦᴦ 㝠⋤
     ྑ ᆅஂ  ᪂㫽⸽ ᖐᚨ ᯘဪ  ≻ᱚ ⣡⸽
(୰␎)
ᖺ ᕥ ṓᴦ 㝠⋤
     ྑ ᆅஂ  ⣡⸽
㛗ᢎᅄᖺ ᕥ ṓᴦ 㭬ᄰ ᩓᡭ ᢤ㢌  㝠⋤
     ྑ ᆅஂ  ᪂㫽⸽ ᖐᚨ ᪂㠕㠱 ⣡⸽
(ᚋ␎)

ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᛂ୕ᖺ(963)ࡽஂᏳᖺ(1149)ࡲ࡛ࡢ 45 ᅇࡢ౪㣴(ሪ౪㣴࣭ᇽ౪㣴࣭⤒౪
㣴࣭᭭ⲷ⨶౪㣴)⏝࠸ࡽࢀࡓ⯙ᴦࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ⥺ࢆࡋࡓࠕ㝠⋤ࠖࡣ๓⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺
࡞ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ␎⛠࡛࠶ࡿ(௨ୗࠊㄽ㏙ࡢ㝿ࡣࠕ⹒㝠⋤ࠖ⾲グࡍࡿ)ࠋ45 ᅇࡢ౪㣴ࡢ࠺ࡕࠊ43 ᅇ
ࡶࠕ⹒㝠⋤ࠖࢆ⏝࠸ࡓࡢᑐࡋࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࢆ⏝࠸ࡓࡢࡣ㛗ᢎᅄᖺࡢࠕ⹒㝠⋤ࠖࡶ₇ዌࡉࢀࡓ 1 ᅇ
ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᮅぺ⾜ᖾ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ

ᗣᖹ୕ᖺ ᕥ 㭬ᄰ 㟷ᾏἼ ᥇᱓⪁ 㝠⋤
     ྑ ᪂㫽⸽ ≻ᱚ  ᪂㠕㠱 ⣡⸽
ᐶᖺ ᕥ ṓᴦ ⸽ྜ 㝠⋤
     ྑ ᆅஂ  ᯘဪ ⣡⸽
(୰␎)
Ọஂᅄᖺ ᕥ ㈡Ẋ 㭬ᄰ ᢤ㢌 㑏ᇛᴦ
     ྑ ≻ᱚ ᪂㫽⸽ ᪂㠕㠱 ⌺ᓶ
㛗ᢎᅄᖺ ᕥ ṓᴦ 㭬ᄰ ⬌㣧㓇 ᢤ㢌 ᡴẦᴦ ᩓᡭ 㝠⋤ 
     ྑ ᆅஂ  ᪂㫽⸽ ᪂㠕㠱 ⌺ᓶ ≻ᱚ  ㈗ᚨ ⣡⸽
(ᚋ␎)
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グࡉࢀࠊᗣᖹ୕ᖺ(1060)ࡽோᖹඖᖺ(1151)ࡲ࡛ࡢ 49 ᅇࡢᮅぺ⾜ᖾࡢ࠺ࡕࠊ45 ᅇࡣࠕ⹒㝠⋤ࠖࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡓࡀࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ 2 ᅇࡋࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࠊᚚ㈡ࡘ࠸࡚ࡣᗣᅄᖺ(1102)
ࡽᏳඖᖺ(1176)ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣḞࡉࡎ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖ
ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢁࡀࠊ┦᧞⠇࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ≧ἣࡀᑡࡋ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋୗグᣲࡆࡓࡢࡣࠊࠗ⯙ᴦせ㘓࠘グࡉ
ࢀࡿ┦᧞⠇⏝࠸ࡽࢀࡓ⯙ᴦࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

ᢎᖹභᖺ ྊྜ ᕥ ᢤ㢌
   ྑ
ᢤฟ ᕥ ⸽ྜ  ṓᴦ ⛅ᴦ ᩓᡭ ኴᖹᴦ 㝠⋤  ⊷ᴦ
        ྑ ྂ㫽⸽ ⥤ษ  ᩜᡭ  ㈗ᚨ ᪂㠕㠱 ⣡⸽ ᱖᱾
(୰␎)
ᐶᘯ୕ᖺ ྊྜ ᕥ ᢤ㢌
        ྑ ⣡⸽
     ᢤฟ ᕥ ⸽ྜ ṓᴦ ᩓᡭ 㑏ᇛᴦ ⊷ᴦ
        ྑ ྂ㫽⸽ ⥤ษ ㈗ᚨ ≻≟  ᱖ᱰ
(ᚋ␎)

┦᧞⠇ࡢ୍᪥┠ࡣࠕྊྜࠖゝ࠸ࠊṇᘧ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺᪥࡛࠶ࡾࠊ᪥┠ࡣࠕᢤฟࠖゝ࠺๓᪥ࡢඃ
⪅ࡀྲྀ⤌ࢆ⾜࠺᪥࡛࠶ࡿࠋྊྜࡣ┦᧞⠇࡛♩ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘ⾜ࡉࢀࠊࡑࢀ⏝࠸ࡽࢀࡿᴦ⯙
ࡣ♩㡢ᴦࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࢀᑐࡋࠊᢤฟࡣፗᴦⓗ࡞Ⰽᙬࡀᙉࡃࠊࡑࢀ⏝࠸ࡽࢀࡿᴦ⯙ࡶፗ
ᴦⓗせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࡢグ㏙ࡼࡿࠊᘏ㛗භᖺ(928)ࡽಖඖ୕ᖺ(1158 ᖺ)ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ 19 ᅇࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕᢤ
㢌ࠖࡣ 17 ᅇࢃࡓࡗ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ17 ᅇࡣࡍ࡚ྊྜ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡣศࡿࠋࡲࡓࠊୖグᐶ
ᘯ୕ᖺࡢグ㘓ࡢࡼ࠺ࠊྊྜࡢ⯙ᴦࡣࠊᕥ᪉ࠕᢤ㢌ࠖࠊྑ᪉ࠕ⣡⸽ࠖ࠸ࡗࡓᵝᘧࢆ⏝࠸ࡿሙ
ྜࡀᩘከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ┦᧞ࡢᕥ᪉ࡀࡘࠊᕥ᪉⯙ᴦࡋ࡚ࡣࠕᢤ㢌ࠖࡀ₇ዌࡉࢀࠊྑ᪉ࡀ
ࡘࠊྑ᪉⯙ᴦࡋ࡚ࡣࠕ⣡⸽ࠖࡀ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᢎᖹභᖺࡢグ㘓ࡢࡼ࠺࡞ྊྜࡢ⯙
ᴦᕥ᪉ࠕᢤ㢌ࠖࡔࡅࡀグࡉࢀࡿሙྜࡶከࡃぢࡽࢀࡿࡀ

29ࠊ࠸ࡎࢀࡏࡼࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡣ┦᧞ࡢᕥ᪉ࡀ

㈇ࡗࡓ㇟ᚩࡋ࡚₇ࡌࡽࢀࠊ㈇ᴦࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡢ₇ዌࡣ 4 ᅇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ 4 ᅇࡣࡍ࡚ᢤฟ⏝࠸ࡽࢀࡓࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ᢎᖹභᖺࡢグ㘓ࡽࡶศࡿࡼ࠺ࠊᢤฟࡣ」ᩘࡢ⯙ᴦࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ୍ࡘࡀࠕ⹒㝠⋤࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

29

ࡇࡢሙྜࠊᕥ᪉ࡔࡅࡢඃ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣᢤฟࡢ⯙ᴦࡋ࡚ࠊፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࢀࡽࠊᢎᖹභᖺᐶᘯ୕ᖺࡢグ㘓ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᢤฟࡣࡋࡤࡋࡤࠕ⊷ᴦࠖ࠸ࡗࡓ⯙
ᴦࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ┦᧞⠇⏝࠸ࡽࢀࡿ⊷ᴦࡣࠊ⬟ໃᮅḟࡀࠗ⬟ᴦ※ὶ⪃࡛࠘㏙ࡓࡼ࠺ࠊ
ࠕ⯙ᴦ⣔⤫ᒓࡍࡿᩓᴦࠖ 30࡛࠶ࡾࠊ၈ᩓᴦ㢮ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ

31ࠋ

ࡇࢁ࡛ࠊ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࡛࠘ࡣࠕ⊷ᴦࠖࢆࠕᢤ㢌ࠖ༊ูࡋ࡚グࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠕ⊷ᴦࠖࠕ⹒㝠⋤ࠖ
ࡣࡑࢀࡒࢀෆᐜࡀഛࢃࢀࡿ⯙ᴦ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡢ㛫ࡣໟྵ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇࢆពࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࠊ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊ୧⪅ࡶᐑᘐ⾜ἲ
⏝࠸ࡽࢀࡓࡇࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ┦᧞⠇࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᢤ㢌ࠖࡣྊྜ⾜ࢃࢀࡓ♩ⓗ࡞⯙
ᴦ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⯙ᴦ࡛࠶ࡿࠋ౪㣴㢖⦾⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖ
ࡢᛶ㉁ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗỤᐙḟ➨࠘࡞グࡉࢀࡓἲࡢḟ➨ࡼࡗ࡚❚࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᖹᏳ௦ᚋᮇࡢබཀࠊỤᡣࡀⴭࡋࡓ᭷⫋ᨾᐇ᭩ࠗỤᐙḟ➨࠘ 32ࡶࠊᐑᘐࡢ⾜ࡸ┦᧞⠇⏝
࠸ࡽࢀࡓᴦ⯙㛵ࡍࡿグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࡛࠘☜ㄆࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡣ┦᧞⠇ࡢྊྜ
ࡢᕥ᪉₇ዌࡉࢀࡿ♩ⓗ࡞⯙ᴦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠗỤᐙḟ➨࠘グࡉࢀࡓỌಖ୕ᖺ(1083)ࡢἲᑎሪ౪㣴ࡢḟ➨ࡼࢀࡤࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣှ࣭
ᩓ⳹࣭Კ㡢࣭㘏᮫ࡢᅄ⟠ἲせ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚₇ࡌࡽࢀࡿ౪㣴⯙ࡣ␗࡞ࡾࠊࡀ⤊ᚋ⾜ࢃࢀࡓ
⯙ᴦ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡣࠊ
ࠗᮾᑎせ㘓࠘グࡉࢀࡓᚚ㢌౪㣴ࡢḟ➨ࡸࠗᅄኳ⋤ᑎᖺ୰ἲグ࠘33
グࡉࢀࡓ⪷㟋ࡢḟ➨ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙ࡣࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࢆ⿵࠸ࠊࠕ⹒㝠
⋤ࠖࡀἲ⨨ࢀࡓ㛫ⓗ⨨ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡢ࠶⏝࠸ࡽࢀࡿᴦ⯙ࡣࠕධㄪࡢ⯙ࠖࡤ
ࢀࠊవ⯆ⓗᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ

34ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣἲ࠸ࡗࡓ㠀ᖖ♩ⓗ✵㛫࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㏑

㝠㢖ࠖ࡞ࡢ౪㣴⯙ᑐࡋ

35ࠊࡼࡾፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

๓⠇࡛ᣲࡆࡓࠗᩍカᢒ࠘ࡋ࡚ࡶࠊ
ࠗ⯙ᴦせ㘓࠘ࡸࠗỤᐙḟ➨࠘࡞ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇグࡉࢀࡓࠕ⹒
㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡣᕥ᪉၈ᴦࡋ࡚グࡉࢀࠊఏᢎࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋእ᮶ᴦ⯙ࢆᕥྑ୧㒊ไᐃࡵࠊ7
ୡ⣖ࡽ 8 ୡ⣖ࡢ㛫᪥ᮏఏ᮶ࡋࡓ၈௦ᐑᘐ㤫ᐗᴦࡸᯘ㑚ᴦ⛠ࡉࢀࡿᴦ⯙ࡀᕥ᪉၈ᴦࡋࡓࡢ
ࡣࠊᖹᏳึᮇࡢ 9 ୡ⣖⾜ࢃࢀࡓᴦไᨵ㠉ࡼࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᴦไᨵ㠉ࡼࡗ࡚ࠊእ᮶ᴦ⯙ࡣࡉࡽ᪥
ᮏࡢ㈗᪘♫࡞ࡌࡲࢀࠊ᪥ᮏⓗᨵಟࡉࢀࡓࡳ࡞ࡉࢀ

36ࠊ௨㝆ࡢఏᢎࡣࡇ࠺ࡋࡓᨵಟࡉࢀࡓෆᐜ

ᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖ㛵ࡍࡿㅖ᭩ࡢ᫂☜࡞グ㏙ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ

30

⬟ໃᮅḟࠗ⬟ᴦ※ὶ⪃࠘(ᒾἼ᭩ᗑࠊ1938 ᖺ)P6ࠋ
ୖᥖࠗ⬟ᴦ※ὶ⪃࠘P8ࠋ
32 ỤᡣࠗỤᐙḟ➨࠘(᪥ᮏྂ㞟➨ 4 ᮇࠊ1931 ᖺ)ࠋ
33 ᅄኳ⋤ᑎྐᩱ⦅⧩ᐊࠗᅄኳ⋤ᑎྐᩱ࠘(ᅄኳ⋤ᑎࠊ1993)ᡤࡉࢀࡿࠗᅄኳ⋤ᑎᖺ୰ἲグ࠘ࢆཧ↷ࠋ
34ࠕධㄪࡢ⯙ࠖࡢᩍ♩࠾ࡅࡿవ⯆ⓗ࡞ᛶ᱁ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠ㔝ຌ㱟ࠕ㞞ᴦἲࠖ(ⱁ⬟ྐ◊✲⦅ࠗ㞞ᴦ̿
̿⋤ᮅࡢᐑᘐⱁ⬟࠘᪥ᮏࡢྂⱁ⬟㸰ࠊᖹซ♫ࠊ1970 ᖺࠊᡤ)ࢆཧ↷ࠋ
35 ⯙ᴦࠕ㏑㝠㢖ࠖࡢఏ᮶ᩍ♩࠾ࡅࡿ₇ዌࡢᐇែࡘ࠸࡚ࠊ⋤ࠕྂ௦᪥ᮏ࠾ࡅࡿ⯙ᴦࡢዌ₇≉㉁̿
ࠕ㏑㝠㢖ࠖࢆ୰ᚰ̿ࠖࠗẚ㍑ᩥ◊✲࠘(98 ྕࠊ2011 ᖺ 9 ᭶)⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
36⏣㎶ᑦ㞝ࠗ᪥ᮏ㡢ᴦྐ࠘(㞝ᒣ㛶ࠊ1932 ᖺ)P7ࠋ
31
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࠾ࢃࡾ
ᢡཱྀಙኵࡣࠗ᪥ᮏⱁ⬟ྐභㅮ࠘ࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿືసࡀᅛᐃࡋࠊ⩦័࡞ࡗࡓ࠶ࠊࡑࡢ⩦័ࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ┠ⓗࡀྲྀࡾฟࡉࢀࠊࡉࡽࡑࡢ┠ⓗྜ࠺ࡼ࠺ⱁ⬟ࡢᙧࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࠊⱁ⬟
ࡢⓎ⏕┠ⓗࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿ

37ࠋ

ࡇࡢᢡཱྀࡢᣦࢆ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡢఏᢎ⨨ࡁ࠼࡚⪃࠼ࡓሙྜࡶࠊྠ
ᵝ࡞ࡇࡀゝ࠼ࡼ࠺ࠋ୰ᅜ࡛ࡣᗢẸࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓ≀ㄒᛶࢆ᭷ࡍࡿࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡣⱁ⬟
ࡋ࡚ᐑᘐࡢ㤫ᐗᴦ྾ࡉࢀࠊᩓᴦࡋ࡚ఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⚍♭㡢ᴦࡣ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕ⹒㝠
⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡀ᪥ᮏఏ᮶ࡋࡓࡢࡕࠊᐑᘐ㡢ᴦ྾ࡉࢀࠊ⯙ᴦࡋ࡚᪥ᮏࡢୖᒙ♫ࡢᾐ㏱
ࡀ㐍ࡴࡘࢀࠊᐑᘐ⾜ࡸἲ࡞ࡌࡴࡼ࠺ᨵಟࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ₇ዌࡢሙ㠃ࡋ࡚ࡣࠊ
୰ᅜ࡛ࡣ୧⪅ࡣࡑࢀࡢᕪ␗ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ㈗᪘♫ࡢࡓࡵᨵಟࡉࢀࠊ
ᵝᘧࡉࢀࡓ⯙ᴦࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡣ␗࡞ࡿᛶ᱁ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖࡣ♩ⓗ࡞✵㛫Ɇἲ
Ɇ㢖⦾⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ୰࠾࠸࡚ࡣፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘࠋ୍᪉ࠊ
ࠕᢤ㢌ࠖࡣ┦᧞⠇࠸ࡗ
ࡓ♩ⓗ࡞✵㛫࠾࠸࡚ࡣ♩ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡇࢀࡣᩓᴦࡀ㤫ᐗᴦࡢࡳチࡉࢀࡿྂ௦୰ᅜࡢ
≧ἣࡣ␗࡞ࡿࠋ
୰ᅜࡼࡾⓎ⚈ࡋࡓⱁ⬟ࠕ⹒㝠⋤ࠖࠕᢤ㢌ࠖࡀᾏࢆΏࡗ࡚ࠊᩥ΅ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓྂ௦᪥ᮏ
࠸࠺⯙ྎ࡛㢼ᅵ┦ᛂࡋ࠸Ⓨᒎࢆ♧ࡋࡓࡢࡣࠊእ᮶ᩥࢆᄮࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿྂ௦᪥ᮏࡢ✚ᴟⓗ࡞ጼ
ໃࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
 ᩥὶࠊࡲࡓࡣ΅ࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊⓎ⚈※ࡀྠ୍࡛࠶ࡿሙྜࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛Ⓨ
ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓᩥࢆࡑࡢ※ὶࡽᯞศࢀࡋࡓᨭὶࡓ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿ
ᩥⓗཷᐜᗘࡣⓎᒎࡢᅵተ࡞ࡿࠋࡑࡢⓎᒎࡢᅵተࢆศᯒࡍࡿࡇࡣࠊᚋࠊᮾࢪࡢⱁ⬟ᩥ
ὶྐࡢ◊✲࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ

グ
 ᮏ✏࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⹒㝠⋤ࠖ㛵ࡍࡿෆᐜࡣ 2014 ᖺฟ∧ࡉࢀࡿࠗẚ㍑ᩥᏛࡢᆅᖹࢆᣅࡃ࠘ᢞ
✏ࡋࡓࠕᝒࡢⓚᏊ࣭✵ࢆ㉸࠼ࡓ᪕ᚊɆ⹒㝠⋤ࠕ⹒㝠⋤ධ㝕᭤ࠖɆࠖࡢ୍㒊ࢆࡶຍ➹ࡋࡓࠋ
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ᖹ ᡂ 26 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨ 9 ྕ ᡤ ㄽ ᩥ
I   ―TIEPh ➨ 1 ࣘࢽࢵࢺ ⮬↛ほ᥈究ࣘࢽࢵࢺ―

ࡇࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊ⮬↛ほࡸ᐀ᩍࡢከᵝᛶࢆྫྷࡋࡘࡘࠊᮾὒᛮࡢࡶࡘ⌧௦ⓗព
⩏ࢆᥦ♧ࡍࡿάືࡀ㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࠎࡣࠊᩥ⊩◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍᛮࡸ୰ᅜᛮࡳࡽࢀࡿᮾὒࡢఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほ
ࡢ◊✲ࢆ᥈✲ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁࡑࡢᡂᯝࢆ✚ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⌧௦♫ࡢᯫᶫ
࡞ࡿ㏆௦ࡢ᪥ᮏ♫࠾ࡅࡿ⮬↛ほࡢ◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᪥ᮏ㏆௦࠾࠸࡚ࠊᮾ
ὒࡢఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほࠊすὒࡢ㏆௦ⓗ࡞⮬↛ほࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ฟ࠸ࢆࡋࠊࡢࡼ
࠺ኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࡢࠋ༢⣧࡞㡯ᑐ❧࡛ࡣ῭ࡲ࡞࠸㔜ᒙⓗ࡞ᙳ㡪㛵ಀࢆ ᫂ṇᮇ
ࡢᩥࡣぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮾὒⓗ࡞ၥ㢟ࡀすὒⓗ࡞ไᗘࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ㏆௦
᪥ ᮏ  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊဴ Ꮫ ᛮ   Ṇ ࡲ ࡽ ࡎ ᩥ Ꮫ  ࡽ Ẹ  Ꮫ ࡲ ࡛  ᑕ ⛬ ࢆ ᗈ ࡆ ࡚ ㄽ ࡌ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠊ
ྂ⌧௦ࢆࡘ࡞ࡄ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ⇃㔝ࢆࣇ
࣮ࣝࢻࡋ࡚ࠊ༡᪉⇃ᴋࡢᛮࡽࠊ୰ୖḟࡢᩥᏛࡽࠊࡑࡢ⮬↛ほࢆ⪃ᐹࡍࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ ࡽ  ࠊ⌧ ௦ ᪥ ᮏ ࡢ ࢚ ࢥ ࣭ ࣇ  ࣟ ࢯ ࣇ  ࡢ ☜ ❧ ࢆ ㏣ ✲ ࡍ ࡿ ヨ ࡳ  ࡋ ࡚ ࠊ
ࠕ⮬↛࠸ࡢ
ࡕࡢᑛࡉࢆ⪃࠼ࡿࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊࡇࡢᩘᖺ㛫ேᩥ⛉Ꮫ♫⛉Ꮫศ㔝࡛ࡢᏛ㝿ⓗ࡞ඹ
ྠ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡣ㏆ࡃ᭩⡠ࡋ࡚ห⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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ึᮇ᪥ᮏဴᏛ࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࠖࡢၥ㢟
┦ᴦ ຮ㸦ᩥᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸す࿘ࠊ␗ྠᡂᩥࠊ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠊ⣧⢋⤒㦂ࠊ⮬↛ࡢ⤫୍ຊ

ᗎ
ࠕ⮬↛ࠖࡣࠊ⪁ᏊࡸⲮᏊࡢ࡞ࡢྂ࠸⏤᮶࣭⏝ࢆᣢࡘゝⴥ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶ✵ᾏࡸぶ㮭
ࡼࡿ⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ⏝ㄒࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓゝⴥ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ᫂௦ nature ࡢ⩻ヂㄒ
ࡋ࡚ࠕ⮬↛ࠖࡀ࡚ࡽࢀ࡚௨᮶ 1ࠊ᪥⮳ࡿࡲ࡛ࡇࡢゝⴥࡣࡁࢃࡵ࡚ከ⩏ⓗࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶
ࡿ࠸ࡣࠊnature ࠸࠺すὒㄒࡢព୰ᅜ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࠖࡢఏ⤫ⓗពࡀΰᅾࡋ㘒⥈ࡋ࡚࠸
ࡿ 2ࠋ
すḢ࡛ nature ࡤࢀࡓࡶࡢࢇࡍࡿぢ᪉ࠊࡍ࡞ࢃࡕすὒⓗ⮬↛ほࡢ᥋ゐࡢṔྐⓗ⤒㐣ࢆࡓ
ࢀࡤࠊࢨࣅ࢚ࣝጞࡲࡿᐉᩍᖌࡓࡕࡢᕸᩍάືࡲ࡛㐳ࡾ࠺ࡿ 3ࠋᙼࡽࡣ࠸ࢃࡤ᪥ᮏேࡢ⮬↛ᑐ
ࡍࡿぢ᪉ࡢ㌿ࢆᅗࡿࡇࡽᕸᩍࢆ㛤ጞࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋỤᡞ௦ධࡿ൲Ꮫ⪅ᐉᩍᖌࡓࡕࡢ㛫
ࡢㄽதࡸ᪂ⓑ▼ࡼࡿࢩࢻࢵࢳࡢྲྀࡾㄪ㸦ࠗすὒ⣖⪺࠘
㸧࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿす
ὒⓗ⮬↛ࡢཷᐜࡢ᪉ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣすὒࡢ⮬↛⛉Ꮫࡢ᪉ἲࡸᡂᯝࢆࠕὒᏛࠖࡋ࡚ཷࡅධࢀ
ࡘࡘࡶࠊࡑࡢ⫼ᬒ࠶ࡿ⢭⚄ᩥࡢཷࡅධࢀࡣᣄࡴ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࠋࡓ࠼ࡤࠕே㛫ࡢᚨ⾜ᛶ㉁ࡢ
㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࠊྂ⪷㈼ࡢᩍ࠼ࢆ᥇ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ᒣ∦⽑᱈ࡢゝⴥࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ጼໃࡢ୍
➃ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢഴྥࡣᖥᮎࡲ࡛ᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤబஂ㛫㇟ᒣࡢࠕᮾὒ㐨ᚨ
すὒⱁ⾡ࠖ 4࠸࠺ࡼ࠺࡞ᑐ↷ⓗ࡞ᩥࡢ≉ᛶ⌮ゎࡣࡑࡢᆺ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞๓ྐࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࠊᖥᮎࡽ᫂௦ࡅ࡚ࡢすὒᩥࡢཷࡅධࢀࡢ㝿すὒࡢ⢭
⚄ᩥࡑࡢࡶࡢࠊࡑࡢෆྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⮬↛ほࡢࡼ࠺ྥࡁ࠶࠸ཷᐜࡋࡓࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ
ࡀࠊࡇࡢ௦ࡢ᪂ࡓ࡞ᛮᙧᡂࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛↓ど࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢゎ᫂ࡢ➨୍Ṍࡣすὒ
ⓗᏛࡢ㉳※࡛࠶ࡗࡓ philosophy㸦ࣇࣟࢯࣇ㸧ࡢཷᐜࡢ᪉ࡢゎ᫂ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢཷᐜࡣࠊᙜ↛ࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏேࡗ࡚ࡢ⢭⚄ⓗ⣲㣴࡛࠶ࡿ൲ᏛࡸᩍࡢᑐỴࢆྵࡳࠊࡑࡢෆࡣᙜ↛ࠕ⮬↛ࠖ⌮ゎ
ࢆࡵࡄࡿᑐỴࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ᫂ᮇ࠾ࡅࡿࣇࣟࢯࣇࡢཷᐜక࠺すὒⓗ⮬↛ほࡢཷࡅධࢀࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
nature㸦⹒ㄒ natuur㸧ࡀࠕ⮬↛ࠖヂࡉࢀࡓึฟࡣࠗἼ␃㯞ゎ࠘㸦1796㸧
ᰗ∗❶ࠗ⩻ヂㄒᡂ❧࠘ᒾἼ᪂᭩ࠊ1982 ᖺࠊ128 㡫
3 ᮧୖ㝧୍㑻ࠗ᪥ᮏே㏆௦⛉Ꮫ࠘᪂᭙♫ࠊ1980 ᖺࠊ22 㡫ࠋ
ࠕྖ⚍ࡓࡕࡣࠊ᪥ᮏேࡢ⮬↛ほࢆቯࡋࠊࡑࡢୖ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃⓗ࡞⮬↛ほࢆ⛣᳜ࡋࠊࡑࡇࡽࠊ᐀ᩍࡋ࡚ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᖐ౫ࢆồࡵࡓࠋࠖ
4 ᮧୖ๓ᥖ᭩ࠊ21㹼32 㡫
1
2
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ࡔࡗࡓࢆࠊ࠸ࡃࡘࡢࢆࡾ㏉ࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡲࡎࣇࣟࢯࣇࢆ᭱ࡶ᪩࠸ᮇཷᐜࡋࠊ
ࡇࡢᏛࢆࠕဴᏛࠖ⩻ヂࡋࡓす࿘ὀ┠ࡍࡿࠋࡑࢀࡣᙼࡀ൲Ꮫ⪅ࡋ࡚ࠕဴᏛࠖฟ࠸ࠊࡑࢀࡢ
ᑐᓖ࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞௦ࡢᏛࡢయ⣔ࢆᵓࡋࡓே≀ࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋすࡣ⮬↛⛉Ꮫ⠊ࢆྲྀࡗࡓࢥࣥࢺ
ࡢᐇド⩏ဴᏛᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྠࠊ⛉Ꮫ▱ࢆே㛫ࡢ⢭⚄ⓗ࠶ࡾ᪉፹ࡍࡿ࠸࠺ㄢ㢟ࢆタᐃ
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊすὒ࠾ࡅࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ⮬↛⌮ゎࠊࡘࡲࡾே㛫ᮏᛶ human nature ࡢࢃࡾ
࠾ࡅࡿ nature ࠸࠺ၥ㢟ゐࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊࡑࡢᚋᮾிᏛᣍࢀࡓእᅜேᩍᖌ
ࡓࡕࡸࠊ␃Ꮫ⤒㦂ࢆᣢࡘ᪥ᮏேᩍᖌࡼࡿㅮ⩏ࡢཷㅮ⪅ࡓࡕࡼࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓึᮇ᪥ᮏဴᏛࡶཷ
ࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋୖဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡽす⏣ᗄከ㑻ࡢࠗၿࡢ◊✲࠘⮳ࡿࡲ࡛ࡢࡑࡢᚋ
ࡢဴᏛࡢᒎ㛤ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ⮬↛ࠖࡀࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡋ࡚ᾋୖࡋ࠺ࡿࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

㸯㸬す࿘ࡗ࡚ࡢࠕဴᏛࠖࠕ⮬↛ࠖ
す࿘ࡗ࡚ࠊnature ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡀ࠸࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ࠼ࡓࠋࡇࡢ⪃ᐹࡢ๓ᥦࡋ࡚ࠊࡲࡎⲶ
⏕ᚂᚙഴಽࡍࡿⱝࡁ൲Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓすࡀすὒࡢ philosophy ࢆཷᐜࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆࡾ㏉ࡿࠋ
すࡀ philosophy 㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢࡣࠊᙼࡀỤᡞᖥᗓࡢⶽ᭩ㄪᡤົࡋ࡚࠸ࡓ㡭㐳ࡿࠋࡑࡢᙜ
ᯇᒸ㚋ḟ㑻ᐄ᭩⡆࡛ࠕࣄࣟࢯࣄࠖ
㸦philosophy㸧ࢆࠕすὒஅᛶ⌮அᏛࠖ5⤂ࡋࠊࡲࡓྠ࡛࠶ࡗ
ࡓὠ⏣┿㐨ࡢⴭࠕᛶ⌮ㄽࠖࡢ㊙ᩥ㸦ᩥஂඖᖺࠊ1861 ᖺ㸧࠾࠸࡚ࡣࠕᕼဴᏛࠖヂࡋࡓࠋࡇࡢ㈼ဴࡓ
ࡿࡇࢆᕼ࠺࠸࠺ពࡢヂㄒࡣࠊphilosophy ࡢㄒ※࡛࠶ࡿࢠࣜࢩㄒ philosophia(▱ࡢឡዲ)ࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
すࡣ ࡑࡢᚋ࢜ࣛࣥ ࢲ␃Ꮫࡢᶵ ࢆᚓࡿࡀࠊࡑ ࡢ㝿␃Ꮫඛࡢ ࣛࢹࣥᏛ ᢸᙜ⪅ࡢᡭ ⣬࡛
Philosophie ࡢಟᏛࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ 6ࠋࡑࡢᡂᯝࡣ␃Ꮫ୰᭩ࢀࡓᛮࢃࢀࡿ୍ᩥࠊ
ࠗ㛤㢟㛛࠘ᇉ
㛫ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ philosophy ࡣࠕᩫ㩃⸽ẚࠖ㡢ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠕྂࡼࡾ
࡚ኳࢆᩗࡋ⚄࠺ࡿࠖᏛ࡛࠶ࡿࠕ├⩏ࠖ
㸦theology ⚄Ꮫ㸧ᑐẚࡉࢀ࡚࠸ࡿ 7ࠋࡘࡲࡾࠕᩫ㩃⸽
ẚࠖࡣࠊಙ௮ᇶ࡙ࡃ▱࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ᫂ࡼࡾㄔධࡾࠊඛࡎ᫂ࡋ࡚ᚋࡇࢀࢆಙࡌࠊಙࡌ࡚ᚋࡇࢀࢆ⾜
࠺ࠖࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜࡢすࡗ࡚ࠕᩫ㩃⸽ẚࠖ⮬ศࡢዊࡌ࡚ࡁࡓ
൲Ꮫࡣពᅗ࠾࠸࡚ྠ୍࡛࠶ࡗࡓࠋすࡣࠕᮾᅵࡇࢀࢆ൲ㅝ࠸ࠊすᕞࡇࢀࢆᩫ㮮⸽ẚㅝ࠺ࠊⓙኳ
㐨ࢆ᫂ࡽࡋேᴟࢆ❧ࡘࡿࡶࡢࠊࡑࡢᐇࡣ୍࡞ࡾࠖ8㏙ࡿࠋࡓࡔࡋࠊㅖㄝࡀᑐ❧ࡋ࡚ࡋࡸࡍ
࠸Ⅼ࡛ࡶ୧⪅ࡣఝ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᢈุࡶࡅຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡢᡴ◚㛵ࡋ࡚ࡣࠊすࡣ⤒㦂ⓗ᪉ἲ
㸦࢚ࣥࣆࣜࡢ᪉㸧ࢆ⏝࠸ࡿ࣮࢜ࢠࣗࢫࢺ࣭ࢥࣥࢺࡢᐇド⩏㸦
ࠕ࣏ࢫࢸࣅࢬ࣒ࠖ
㸧ᡭࡾࢆぢฟ
ࡍࠋࡘࡲࡾ⤒㦂⛉Ꮫⓗ᪉ἲࡢᑟධࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋすࡣእ࡞ࡿ⮬↛⌧㇟ࡋ࡚ࡢࠕẼࠖࡢ᥈✲࡛࠶ࡿࠕẼ
5

ஂಖㅬ⦅ࠗす࿘㞟࠘➨୍ᕳࠊ᐀㧗᭩ᡣࠊ୕ᖺࠊඵ㡫㸦௨ୗࠗ㞟࠘␎グ㸧
ࠗ㞟࠘➨ᕳࠊ701 㡫
7 す࿘㞟➨୍ᕳࠊ22 㡫㸦
ࠗ㛤㢟㛛࠘㝃㍕ࡢ㸧ࠋࡇࡢ᭩ࡁୗࡋࡣᑠἨ௮ࡼࡿ㸦
ࠗす࿘Ḣ⡿ᛮࡢฟ࠸࠘୕
ᕊ᭩ᡣࠊ1989 ᖺࠊ49 㡫௨ୗ㸧ࠋ
8 す࿘㞟➨୍ᕳࠊ19 㡫㸦
ࠗ㛤㢟㛛࠘ᮏᩥෑ㢌㸧ࠋ
6
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⛉ࠖࠊே㛫ࡢᚰࡸୡ⏺ࡢἲ๎࡛࠶ࡿࠕ⌮ࠖࡢ᥈✲࡛࠶ࡿࠕ⌮⛉ࠖࢆ༊ูࡋࠊ
ࠕẼ⛉ࡢᡂຌᅉࡾ࡚ࠊ
⌮⛉ࡢ⸾ዟࢆ㛤ࡃࠖ 9ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠋすࡣࡇࡢ᪉ἲࢆ൲Ꮫࡢ㠉᪂ࡢᡭ❧࡚ࡋ࡚ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢࠕ᪉ἲࠖࡀᨵࡵ࡚ࠕဴᏛࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛ㄒࡽࢀࡓࡢࡀࠗ
ࠗⓒ୍᪂ㄽ࠘㸦1874㸧 10࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㛤㢟㛛࠘࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓࠕࣄࣟࢯࣄࠖࡣࠊࡇࡢⴭ࠾࠸࡚ࠕⓒᩍ୍⮴ࠖࡢ᪉ἲࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕᩍࠖࡣࠕேࣀேࢱࣝ㐨ࣤᩍࣇࣝࠖ11ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣࣛࢸࣥㄒࡢࠕࡶࡍࠖ
㸦mos㸧
ⱥㄒࡢࠕࡶࢀࡿࠖ(moral)ࢻࢶㄒࡢࠕࡋࡘࡘࠖ
㸦Sitte㸧࡞ᙜࡓࡿすࡣゝ࠺

12ࠋࡑࡋ࡚ࠕⓒᩍࠖ

ࡣࠊ⚄㐨ࠊ൲ᩍࠊᩍ࡞ࠕேࢱࣝ㐨ࣤᩍࣇࣝࠖᵝࠎ࡞ࠕᩍ࡛ࠖ࠶ࡿࠋすࡀ⪃࠼ࡿࠕⓒᩍ୍⮴ࠖ
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㅖࠕᩍࠖྵࡲࢀࡿᵝࠎ࡞ࠕ㐨⌮ࠖࢆࡁࡕࢇ༊ูࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡋࠊࡑ
ࢀࡽࡢ┠ⓗ࠾ࡅࡿࠕ୍⮴ࠖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐜ᫆࡞ࡽࡊࡿㄢ㢟ゎỴࡢ➨୍ࡢ㛵㛛ࡣࠊ
ࠕᩍࠖࡢᮏ᮶ࡢᏲഛ⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗⓒ୍᪂ㄽ࠘ࡢ๓༙ࠕᕳஅୖࠖࡣࠕᩍࠖࡢ♧ࡍࠕே
ࣀ㐨ࠖࡢෆࠕே࣓ࣤࣝࠖࡇ࡛࠶ࡿࠕᨻࠖࡸࠕἲࠖࢆྵࡵΰྠࡋࡓࠕᚋ൲ࠖ
㸦ᏵᏛ㸧ࢆᢈุྫྷࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠕᕳஅୗࠖ࠾࠸࡚すࡣࠕᩍࠖ࠾ࡅࡿࠕ㐨⌮ࠖࡢ༊ูࢆၥ㢟ࡍࡿࠋ
ࠕேࣀேࢱࣝ
㐨ࠖࢆ♧ࡍ㐨⌮ࡶࠊࠕኳ↛⮬↛ࣀ⌮࡛ࠖ࠶ࡿࠕ≀
≀⌮ࠖࠕே㛫ୖࣂ࢝ࣜࢽ⾜ࢼࣁࣞࣝ⌮ࠖࡋ࡚ࡢ
13ࠋ
すࡣࠕ≀⌮ࠖࡀே㛫ࡢពࡢࡲࡲࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠕࠊ

ࠕᚰ
ᚰ⌮ࠖࡀ༊ูࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿ

ࣉࣜ࢜ࣜࢺபࢶࢸඛኳࣀ⌮࡛ࠖ࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠕᚰ⌮ࠖࡣே㛫ࡢពᚿࡼࡗ࡚ぢฟࡉࢀࡿࠕࠊ࣏ࢫ
ࢸࣜ࢜ࣜࢺபࢶࢸᚋኳࣀ⌮ࠖ 14࡞ࡢࡔゝ࠺ࠋࡓࡔࡋࡇࡢࠕᚰ⌮ࠖࠕ≀⌮ࠖࡢ༊ูࡣࠊே㛫ࡢᚰ
㛵ࢃࡿࡇ≀⌮ⓗ⮬↛ࡢ↓㛵ಀࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୧⪅ࢆΰྠࡋ࡚ࠕᚰຊ࡛ࠖࠕኳ↛≀⌮ୖ
ࡢຊࠖࢆኚࡉࡏ࠺ࡿࡼ࠺⪃࠼ࡿࡢࡣㄗࡾࡔࡀ

15ࠊ⮬↛⌧㇟ࡢᐇドⓗ⌮ゎࡀࠕᩍࠖ㛵ࢃࡿࠕ㐨⌮ࠖ

ࡢ⌮ゎࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡗ࡚ࡶ࠸ࡿすࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ╔┠ᇶ࡙ࡁࠕ
ࠕほ⾜ࣀ㛛ࠖࢆศࡅ࡚
ㄽࡌࡿ࠸࠺ᥦࢆࡋ࡚࠸ࡿ

16ࠋすࡣ⾜Ⅽᐇ㊶ࢃࡿ▱ࢆồࡵࡿ㐨ࢆࠕ⾜㛛ࠖࡪࡀࠊࡑࢀࡣ

ே㛫ࡢࠕᛶ⌮ࠖ
㸦ᮏᛶ㸧ᇶ࡙ࡃ㝈ࡾࠊ
ࠕ≀⌮ࠖࡢ▱ࡣ༊ูࡉࢀࡿࠋࡔࡀࡑࡢࠕᛶ⌮ࠖࢆᐈほⓗぢ
ࡿࠕほ㛛ࠖࡢ⪃ᐹ㝿ࡋ࡚ࡣࠕ≀⌮ࠖࢆཧ⪃ࡍࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊே㛫ࡶࠕኳᆅ㛫ࣀ୍≀ࠖ
ࠊ
ࡘࡲࡾ⮬↛ⓗᏑᅾࡔࡽ࡛࠶ࡿ

17ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࠕ
ࠕほ⾜ࣀ㛛ࠖࢆ⤫୍ࡍࡿ᪉ἲࡀࠕ
ࠕဴᏛࠖ࡞ࡢࡔ

9

ྠୖࠊ23 㡫ࠋ
ྠୖࠊ155 㡫ཧ↷ࠋ᳃㬑እࠗす࿘ఏ࠘ࡉࢀࡓࠕす࿘ᡤⴭ᭩┠ࠖி㒔௦ࡢ᭩࡛࠶ࡿ᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋᒣ
ᮏぬ㤿ࡼࡗ࡚බหࡉࢀࡓࡀⴭ⪅⮬㌟ࡢࠕ✏ᮏࠖࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ1867 ᖺᚨᕝఙ㝶⾜ࡋࡓி㒔࡛᭩ࢀࡓ
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
11 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ234 㡫
12 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ236 㡫
13 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ277 㡫
14 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ278 㡫
15 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ287 㡫
16 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ288 㡫
17 すࡀ≉ཧ↷ࡍࡁࠕ≀⌮ࠖࡢᏛ⪃࠼ࡿࡢࡣࠕ㐀ྐࣀᏛࠖ
㸦natural history㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠕ㔠▼ࠊⲡᮌࠊ
ே⋇ࠖࡢ㐨⌮ࠊ
ࠕᆅ㉁Ꮫ㸦ࢮ࢜࢞ࣛࣄ࣮㸧ࠖ
㸦᪥࡛ࡣࠕᆅ⌮Ꮫࠖࡔࢁ࠺㸧
ࠊྂయᏛ㸦ࣃࣞࣥࢺࣟࢪ࣮㸧
ࠖࠊ
ࠕࣥࢺࣟ
࣍ࣟࢪ࣮ࠊヂࡋ࡚ேᛶᏛࠖࢆྵࡴゝ࠺ࠋேᛶᏛࡣࡉࡽࠕẚ㍑ࣀゎ๗⾡ࣚࣜ⏕⌮Ꮫ㸦ࣄࢩࣚࣟࢪ࣮㸧
ࠊᛶ⌮Ꮫ㸦ࣆ
ࢩࢥࣟࢪ࣮㸧
ࠊே✀Ꮫ㸦࢚ࢫࣀࣟࢪ࣮㸧
ࠊ⚄⌮Ꮫ㸦ࢸ࢜ࣟࢪ࣮㸧
ࠊၿ⨾Ꮫ㸦࢚ࢫࢸࢸ࣮࢟㸧
ࠊཪṔྐ➼ࣤ⤫ㄽࢬࣝᏛ
10
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すࡣゝ࠺ࠋ

⦻ࢸ⟠ᵝࢼࢥࢺࣤཧ⪃ࢩࢸᚰ⌮ࢽᚩࢩࠊኳ㐨ே㐨ࣤㄽ᫂ࢩࢸࠊවࢸᩍࣀ᪉ἲࣤ❧ࢶࣝࣤࣄࣟࢯ
ࣄ࣮ࠊヂࢩࢸဴᏛࢺྡࢣࠊすὒࢽྂࢡࣚࣜㄽࣀࣝࢥࢺࢹࢦࢨࣝࠋ 18

ࡘࡲࡾすࡣࣇࣟࢯࣇ㸦ဴᏛ㸧ࢆࠕ≀⌮ࠖⓗ⪃ᐹࡢᡂᯝࢆࠕᚰ⌮ࠖ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠕⓒᩍ୍⮴ࠖ
ࡢ᪉ἲ࡞ࡾ࠺ࡿᏛࡋ࡚⌮ゎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋすࡗ࡚ࠕဴᏛࠖࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕ൲ᏛࠖࠕὒᏛࠖ
࠸࠺ᙧ࡛ศ❧ࡋ࡚࠸ࡓ▱ⓗఏ⤫ࢆ⤫ྜࡋ࠺ࡿ▱ⓗႠⅭ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ㑇
㑇✏ࠗⓒᏛ㐃⎔࠘࠾࠸࡚ࠕࣄࣟࢯࣄ࣮ࡣㅖᏛࡢ⤫㎄ࡋ࡚ࠊᅜẸࡢᅜ⋤ࡅࡿࡢዴ
ࡃࠊㅖᏛⓙࣄࣟࢯࣄ࣮⮳ࡾ୍࡚⮴ࡢ⤫㎄ᖐࡏࡉࡿࡽࡍࠖ 19ࠊࡘࡲࡾᵝࠎ࡞Ꮫࢆ⤫ᣓࡍࡿࠕㅖ
ᏛࡢୖࡓࡿᏛࠖ⥲ᣓࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࠕࣄࣟࢯࣄ࣮ࠖࡀࠗⓒᏛ㐃⎔࠘ࡢෆ࡛ࠕṦูᏛ㸦Particular
Science㸧
ࠖ୰ࡢࠕᚰ⌮ᏛୖࣀᏛ㸦Intellectual Science㸧
ࠖ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡋ࡚ࡶ

20ࠊࡑࢀࡣࠕ≀

⌮ࠖ༊ูࡉࢀࡿู㒊㛛࠸࠺ࡼࡾࠕ≀⌮ࢆᙺࡍࡿࠖ21Ꮫ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࠕࣄ
ࣟࢯࣄ࣮ࠖࡢᏛⓗෆᐇࠊ༶ࡕࡢࡼ࠺ࠕ୍⮴ࡢ⤫㎄ࠖࢆᯝࡓࡍࡢ࠸࠺ࡇࡣࠊ
ࠕࣄࣟࢯࣄࠖෆ㒊
ࡢྛ㒊㛛ࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡼࡾ᫂☜࡞ࡶࡢ࡞ࡿࠋ
すࡼࢀࡤࠕࣄࣟࢯࣄ࣮ࠖࡣභ✀༊ูࡉࢀࡿࠋ➨୍ࡢࠕLogic㸦฿▱Ꮫ㸧
ࠖࡣࠕซࡑ≀ᑵ࡚㯮
ⓑࢆㄽࡍࡿࠊዴఱ࡞ࡿ⌮౫࡚㯮ࡁࠊዴఱ࡞ࡿ⌮౫࡚ⓑࡁᛮᝳࡍࡿᡤࡢᚊἲࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ≀⌮
ᚰ⌮ࢃࡽࡎᛮᝳࡀᚑ࠺ࡁἲ๎ࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ➨ࡢࠕPsychology㸦ᛶ⌮Ꮫ㸧ࠖࡣࠕேᚰࡢ
ᐓࠖࡓࡿࠕ㨦ࠖࡢᏛࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ᪥ࡢᐇドⓗ࡞ᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᏛ࡛ࡣࠕ⋊▱
㸦Conscience㸧
ࠖࡀࠕ᭱ࡶ⫢⏝ࡢࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢస⏝ࡣࠕIntellect(▱㸧ࠖ
ࠕFeeling㸦ឤ㸧
ࠖ
ࠕWill㸦ព㸧
ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢෆࠕReason㸦ᛶࡢᬛ㸧ࠖࡀᒓࡍࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ

22ࠋࡇࡇ࡛ࠕ▱ពࠖࡼࡾࠕឤࠖ

ࢆከࡃᣢࡘ㫽⋇ẚࠕேࡣ⋇ᚰࡢୖ⢭⚄ࢆഛ࠼ࡓࡾࠖゝࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕ≀⌮ࠖࡸࠕᚰ⌮ࠖࢆ⪃
࠼ࡿே㛫ࡢࠕ▱ࠖⓗᮏᛶࡀ࡞ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽࡔࠋ➨୕ࡢࠕOntology㸦⌮㧓Ꮫ㸧ࠖࡣ≀ࡢ
ࠕ┿ᛶ㸦essential attribute㸧
ࠖࡋ࡚ࡢࠕ㧓㸦being㸧
ࠖࢆ᥈✲ࡍࡿᏛゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋすὒ࡛ࠕᙧ⪋
ୖᏛࠖ
ࠕᏑᅾㄽࠖࡤࢀࡓ⪃ᐹࢆࠊすࡣ๓⪅ࡢཎ⌮ᇶ࡙࠸࡚ࠕ≀ࠖࡢᮏᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡛⠏
ࢀࡿ▱ⓗ⪃ᐹ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᚋ༙ࡢ୕ࡘࡣࠕពࠖࡸࠕឤࠖ࠸࠺ほⓗཎ⌮ࢃࡿဴᏛ㒊㛛࡛࠶ࡿࠋ➨ᅄࡢ
ࠕEthics㸦ྡᩍᏛ㸧
ࠖࡣࠕពࠖ࠾ࡅࡿၿᝏࡢุ᩿ࢃࡿᏛࠊ➨ࡢࠕPolitical Philosophy ᡈࡣ
Philosophy of Low㸦ᨻ⌮ᏛࣀࠝဴᏛࠞ
ࠊἲဴᏛ)ࠖࡣࠕἲࠖ࠾ࡅࡿࠕṇ㑧ࠖࡢุ᩿㛵ࢃࡿᏛ࡛࠶ࡾࠊ

⾡ࠖࢆྵࡴࠋ
18 ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ289 㡫
19 ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ146 㡫
20 ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ111 㡫
21 ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ37 㡫
22 ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ150 㡫
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➨භࡢࠕAesthetics㸦ె㊃ㄽ㸧
ࠖࡣࠕ⨾ࠖ㛵ࢃࡿᏛ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢㄝ᫂㝿ࡋ࡚すࡀே㛫ࡢࠕ▱ࠖࡢ
యࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ

ซࡑ▱㸦know㸧ࡣᬛ(intellect)ࡼࡾ▱ࡾࠊ⾜(act)ࡣព(will)ࡼࡾ⾜ࡦࠊᛮ(feel)ࡣឤ(sensibility)ࡼ
ࡾᛮࡩࡶࡢ࡚ࠊṈභࢶࢆᛶ⌮࡚ศࡕࠊ┿(true)ࠊၿ(good)ࠊ⨾(beauty)ࡢ୕ࢶࢆ௨࡚ဴᏛࡢ
┠ⓗࡍࠋ▱ࡣ┿࡞ࡿࢆせࡋࠊ⾜ࡣၿࢆせࡋࠊᛮࡣ⨾ࢆせࡍࡿࡶࡢ࡚ࠊ▱ࢆ┿࡞ࡽࡋࡴࡿࡶࡢ
ࡣ฿▱Ꮫ(Logic)࠶ࡾࠊ⾜ࢆၿ࡞ࡍࡶࡢࡣྡᩍ(Ethics)࠶ࡾࠊᛮࢆ⨾ࡍࡿࡶࡢࡣె㊃ㄽ
(Aesthethics)࠶ࡿ࡞ࡾࠋ
㸦すࡀᛕ㢌⨨࠸ࡓⱥㄒࢆᩥ୰ᤄධࡋࡓ㸧 23

ࡇࡢᩥ࠾࠸࡚ࠕဴᏛࠖࡣ༢▱ⓗ┿⌮ពᚿ࠾ࡅࡿၿࡢᕼồࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕᛮ࠾ࡅࡿ⨾ࠖ
ࡢᕼồ࡛ࡶ࠶ࡿࡇࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇὀពࡋࡓ࠸ࠋ
ࠕᛶ⌮Ꮫࠖࡢㄝ᫂ࡢ㝿ࡣࠊ
ࠕឤ㸦Feeling㸧
ࠖ
ࡣࠕ▱ពࠖࡢ㛫⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊࠕ⮬↛▱㸦Instinct㸧ࠖࡋ࡚⋇ᚰ㏆࠸ࡶࡢࡉࢀ࡚
࠸ࡓ

24ࠋ
ࡇࢁࡀࡇࡇ࡛ࡣဴᏛࡢ┠ⓗࡓࡿࠕ⨾ࠖࢃࡿ⬟ຊࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡢࡇࡣࠕ≀⌮ࠖࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡶࡲࡓࠊ༢ࠕᬛࠖࡼࡗ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ࠕពࠖࡸࠕឤࠖࡼࡗ࡚ࡶ
⌮ゎࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ព㆑ࡣࡲࡉ 18 ୡ⣖ࢻࢶࡢࣂ࣒࢘࢞
ࣝࢸࣥࡼࡗ࡚ Aesthetics ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࠊ࢝ࣥࢺࡀᢈุⓗ⥅ᢎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋす⮬㌟ࡀࡇ
ࡲ࡛࢝ࣥࢺࢆゎࡋࡓ㛵ࡋ࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡾ᫂ࡢⅬࡀከ࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶ࢜ࣛࣥࢲ␃Ꮫ୰࢝ࣥࢺ
⏤᮶ࡍࡿ▱ⓗఏ⤫ぶࡋࢇࡔྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࢁ࠺

25ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢࠕె㊃ㄽ(Aesthethics)ࠖ

ࢇࡍࡿゝཬࡣࠊᙜす⮬㌟ࡀヂฟࡋ 1875 ᖺ㸦᫂ 8 ᖺ㸧ᩥ㒊┬ࡽࠗዖ⯡Ặⴭᚰ⌮Ꮫ࠘࠸࠺㢟
࡛ฟ∧ࡉࢀࡓ Joseph Haven
͆Mental Philosophy including Intellect, Sensibilities, and Will͇(1857)
ࡢ㛵㐃ࢆ࠺ࡀࢃࡏࡿ

26ࠋࡇࡢⴭࡣ๓༙࡛ࠕᬛ(intellect)ࠖࢆᢅ࠸ࠊᚋ༙࡛ࠕ(sensibility)ࠖࠕព

(Will)ࠖࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢヲ⣽ゐࢀࡿࡇࡣ᥍࠼ࡿࡀࠊࡑࡢㄞゎࡀᫎࡉࢀࡓྠᮇࡢ
ⴭస࡛࠶ࡿࠕ⨾ጁᏛㄝࠖࡢෆᐜゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࡇࡇ࡛┤᥋ࠕ⮬↛ࠖ⤒㦂ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⤖ᯝⓗࡣࠕ⮬↛ࠖࡢ࠶ࡿゎ㔘ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣁ࣮ࣥࢺ

 ࠕ⨾ጁᏛㄝࠖ࠸࡚すࡣ Aesthetics ࢆࠕ⨾ጁᏛࠖヂࡋࠊࡑࢀࢆࠕᡤㅝ ⨾ ⾡ ࢺ┦㏻ࢩࢸඖ
⌮ࣤ❓࣒ࣝ⪅ࢼࣜࠖ⤂ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊすࡢ㛵ᚰࡣࡴࡋࢁ⨾㓶ࡢุ᩿ࡸ⨾ⓗὙ⦎ࡀே㛫ᛶࡗ࡚
ᣢࡘព࠶ࡿࠋ
ࠕேࣀᛶୖࠖࡣࠕ㐨ᚨࣀᛶࠖࡸࠕṇ⩏ࣀឤぬࠖࡀ࠶ࡗ࡚ࠊၿᝏࢆ༊ูࡋṇ㑧ࢆぢศ
ࡅ࡚⮬ไࡋࡓࡾ⪅ࢆไṆࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡀࠊࡉࡽࠕ⨾㓶ࣤ⎮ࢫࣝඖ⣲ࠖࡶࠕ㔝ⶽࣀᇦࣤ㞳ࣝࠖ
㸦ᩥ
23

ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ168 㡫
ࠗ㞟࠘➨ᅄᕳࠊ150 㡫
25 ࢜ࣛࣥࢲ␃Ꮫᙜࠊὠ⏣┿㐨ࡀࠕࢥࣥࢺࡢᐇᏛࠖࢆዲࢇࡔࡢᑐࡋすࡣࠕ࢝ࣥࢺὴࡢဴᏛࠖࢆᏛࢇࡔࡇࡀ᳃
㬑እࠗす࿘ఏ࠘᫂୕༑ᖺ∧ࡼࡏࡓὠ⏣ࡢᗎㄽ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊⶈၨࠕす࿘࢝ࣥࢺဴ
Ꮫࠖ⚄ᡞἲᏛ㞧ㄅ➨ 33 ྕࠊ1983 ᖺ 6 ᭶ࢆཧ↷ࠋ
26 ࠗዖ⯡Ặᚰ⌮Ꮫ࠘ࡢෆᐜࡑࢀࡀす⮬㌟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣᑠἨ௮ࠗす࿘Ḣ⡿ᛮࡢฟ࠸࠘୕ᕊ
᭩ᡣࠊ1989 ᖺࠊ154 㡫ࠊ㛗㇂ᕝἨࠕ㏆௦ⓗᩥᏛㄽࡢᙧᡂࠖࠗᅧᩥᏛ࠘ 36 ᖺ 9 ᭶ྕࢆཧ↷ࠋ
24
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ⓗὙ⦎ࢆᚓࡿ㸧ࡇ࡛♫ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

27ࠊ࡞ࡐ࡞ࡽ㐨ᚨࡢồࡵࡿࠕၿࢼࣝ⪅ࠖࡣ࠾ࡢࡎ

ࡽࠕṇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢጼࡣࠕ⨾࡛ࠖ࠶ࡿࡽࡔゝ࠺ࠋ
ࡇࡢࠕ⨾ࠖࢆឤཷࡉࡏࡿせ⣲ឤཷࡍࡿ⬟ຊࢇࡍࡿ⪃ᐹࡀࡇࡢⴭࡢ୰ᯡ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿࠋࠕ⨾ጁ
Ꮫㄝ ࡛ࠖࡣࠊ
ࠕ⨾ጁᏛࣀඖ⣲ࠖ
㸦⨾ࢆឤࡌࡉࡏࡿせ⣲㸧ࢆࠕ≀Ꮡࢫࣝࣀඖ⣲ࠖࠕᡃᏑࢫࣝ
ࣀඖ⣲ࠖศࡅࠊ๓⪅ࡣࠕ≀ࣀ⨾㯇ࢽࢩࢸᡃ࢝ព㐺ࢫࣝᡤ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠕ⚺⋇ࠖࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ
ࡀࠊᚋ⪅ࠕ࿃ேࣀീຊࠖࡣே㛫≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿゝ࠺ࠋࡓ࠼ࡤࠊ⼖ࡀࠕྡ⏬ࣀ∻ࠖࢆぢ࡚ࡶ
⻤ࢆ྾࠾࠺ࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡀࠊࡍ࡛ゝⴥࢆゎࡍࡿࠕᑠඣࠖࡀࠕ㨣ࣀ⏬ࠖࢆぢ࡚ᛧࢀ࡚Ἵࡃࡇࡣࡶ
࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕീຊࠖࡣᡂ㛗ࡘࢀ࡚Ⓨ㐩ࢆ⥆ࡅࡸࡀ࡚ࠕ㐨ᚨୖࠖࠕ⨾ጁᏛୖ࡛ࠖ↓㝈ാ
ࡃࡼ࠺࡞ࡿゝ࠺

28ࠋ
ࠕ⨾ጁᏛ

୕࡛ࠖࡣࠊ
ࠕᐁࠖീຊࡢ⤖ྜࢆࠕ␗
␗ྠᡂᩥࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛

ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕซࢸኳᆅ㛫ⴙ≀ࣀᩥ❶ࣝࣁࠊ␗୰ྠࣜࠊྠ୰␗ࣝࣚࣜ㉳⏕ࢫࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࡇࡢୡ࠾ࡅࡿඃࢀࡓࡶࡢࡣࠊ␗࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕ୍ࡘࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ୍ࡘぢ࠼ࡿࡶࡢࡢෆከ
ᵝ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇࡽぢฟࡉࢀࡿゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿ

29ࠋࡓ࠼ࡤ⮬↛ࡢࠕᮌⴥࠊⰼᘚࠊ㫽ࡢ⩚᰿ࠖ࡞

ࢆぢ࡚ࡶࠊྠࡌࡼ࠺ࡔࡀࡼࡃぢࡿᐇከᵝ࡞ᙧែࡀ࠶ࡾࡘ⛛ᗎ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ⨾ࡋࡉࢆぢฟ
ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐨㊰ࠖࡣᖹᆠ࡛࠶ࡿࡇࡀࡼ࠸ࡉࢀࡿࡀࠊࡑ࠺࠸࠺㐨ࡀ୕༑㔛ࡶ⥆ࡅࡤ㣬ࡁ࡚ࡋࡲ
࠺ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕリḷࠖࡶྠࡌࡇ࡛ࠊ
ࠕྠࢩᖹ㸦ࣄࣙ࢘ࢯࢡࠊ㓄ิ㸧
ࠊ㉳ᢎ㌿ྜࢽࢸࣔࠊወㆰࣜࢸ㊃ྥ
ྛ␗ࢼࣞࣁឡࢫ࣊ࢩࢺࢫࠊྠ୰␗ࣝࣤḧࢫࣝᡤࢼࣜࠖ30ࠋ㡢ᴦࡢሙྜ࡛ࡶࠊ
ࠕྠ୍ࣀ㡢ㄪࠊྠ୍
ࡢ㛫Ḵࠖࡣ⫈ࡃሓ࠼࡞࠸ࠋ㡢ࡢ㧗పࠊ
ࠕ㛫Ḵࠖ
㸦ࣜࢬ࣒㸧ࡢᛴኚࠊ᭤ㄪࡀ࠶ࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚⫈ࡃሓ࠼
ࡿࡶࡢ࡞ࡿゝ࠺ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡣ☜ⱁ⾡⨾ࢆᛕ㢌⨨࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⮬↛⤒㦂ࡶࢃࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ␗ྠᡂᩥࠖࡣ⮬↛ἲ๎ࢆぢฟࡍࡢࡣ␗࡞ࡿ⮬↛ࡢࢃࡾࠊ༶ࡕࠕேࣀࠖᇶ࡙ࡃ⮬
↛ࡢࢃࡾ᪉࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋࡢࠕ⨾ጁᏛㄝ ᅄ࡛ࠖࡣࠊ
ࠕ⨾ጁᏛࣀࠖࢆᙧᐜࡍࡿゝⴥࡣࠕ㠃ⓑࢩࠊྍ➗ࢩࠖ࠸࠺ࡘࡔ
ࡅ࡛࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࢀࡽࡢࡳࡀࠕ႐ᛣယᴦឡᝏḧࣀࢼࢺࣀዴ࢟ᕫࣀᐖ
ᚓኻࢺ┦㛵ࢩࢸⓎࢫࣝ⪅࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⨾ࡢ↓㛵ᚰᛶ࢝ࣥࢺࡀゝࡗࡓㄽⅬࢃ
ࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ࠕ⨾ጁᏛୖࣀࠖࡣࠕ㠀ࣀእᅾࣝࠖ
ࠊ༶ࡕ≀ࡢⰋࡋᝏࡋࡢุ᩿ࡣูࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢᐖᚓኻᇶ࡙ࡃุ᩿ࢆ㞳ࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၿᝏṇ㑧࠸࠺㐨ᚨⓗἲⓗ
ほⅬࡽࡶ୍᪦㞳ࢀ࡚ࠊࡲࡉࠕྠ୰␗ࣜ␗୰ࢽྠࣜࠊつ๎ࣀ୰ኚࣜኚࣀ୰つ๎
ࣜࠖ≧ἣయࡢ⌧ࢀࢆឤࡌࡿࡇࡀࠊࡲࡉேⅭࢆ㞳ࢀࡓ࠸࠺ព࡛ࡢࠕ⮬↛ࠖ㏆࡙ࡃ㐨࡞
㸬㸬㸬㸬㸬
㸬㸬㸬
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡁゝࡗࡓࡼ࠺ࠊ
ࠕၿࢼࣝ⪅ࠖࡣ࠾ࡢࡎࡽࠕṇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢጼࡣࠕ⨾࡛ࠖ
࠶ࡿࡽࡔࠋ

27
28
29
30

ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ479 㡫
ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ483㹼484 㡫
ࠗ㞟࠘➨୍ᕳࠊ486 㡫
ྠୖ
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 ௨ୖࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊす࿘ࡢࠕဴᏛࠖཷᐜ࠾࠸࡚ࠊすὒⓗ⮬↛ほࡣࡑࡢᐇド⩏ⓗ⌮ゎࡽࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊ⌮ⓗほⅬࡸἲⓗほⅬࡢ፹ࢆࡶྵࡴ⢭⚄ⓗᗈࡀࡾ࠾࠸࡚ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋす࿘ࡢဴᏛ
ࡣ൲Ꮫⓗ⣲㣴ࢆࡶࡗࡓᙜࡢ▱㆑ேࡀᙜࡢすὒࡢဴᏛᛮ₻࠸ᑐᓖࡋࡓࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㝿
❧ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞すࡢဴᏛ⌮ゎࢆᛕ㢌⨨࠸࡚ࠊࡑࡢᚋ࢝ࢹ࣑ࢬ࣒ࡢሙ࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓึᮇ᪥ᮏဴ
Ꮫࡢෆ࡛ࠕ⮬↛ࠖၥ㢟ࡀࡢࡼ࠺⪃࠼ࡽࢀࡓࢆࡓࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

㸰㸬ୖဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡽࡳࡓࠕ⮬↛ࠖ⤒㦂
すࡢࠗⓒ୍᪂ㄽ࠘ࡀබหࡉࢀࡓࢃࡎ୕ᖺᚋࡢ᫂ 10 ᖺ㸦1877 ᖺ㸧㛤タࡉࢀࡓᮾிᏛࡢᩥᏛ
㒊࠾࠸࡚ࠕဴᏛࠖࡢㅮ⩏ࡀタ⨨ࡉࢀࠊᚋ᪥ᮏேึࡢဴᏛᩍᤵ࡞ࡿୖဴḟ㑻ࡀධᏛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࡑࡢᅄᖺᚋࡢ᫂ 14 ᖺ㸦1881 ᖺ㸧ࡣᩥᏛ㒊ဴᏛ⛉ࡀタ⨨ࡉࢀୖࡓࡔ୍ேࡀࡇࡢᏛ⛉
ࡢᡤᒓᏛ⏕࡞ࡿࠋᙼࡽྠᮇᏛࢇࡔ୕Ꮿ㞝㑻ࡸΎἑ‶அࡽࡶᐁᏛ࠾ࡅࡿ᭱ึᮇࡢဴᏛᏛᚐ
࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿဴᏛ◊✲ࡢึᮇࡢᢸ࠸ᡭ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙼ➼ࡀᏛࢇࡔࠕဴᏛࠖࡣࠊᮾிᏛࡀ
ᣍ⪸ࡋࡓࣇ࢙ࣀࣟࢧࢆࡣࡌࡵࡍࡿእᅜேᩍᖌከࡃࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊෆᐜⓗࡣす࿘ࡼࡿ
ဴᏛཷᐜከࡃࡢࢃࡾࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇࡢึᮇ᪥ᮏဴᏛ࠸࠺ࡁࡶࡢࡢ࠺ࡕ࡛ୖဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࢆ᭱ึࡢ㝿❧ࡗࡓဴᏛⓗ
❧ሙࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࡢࡣ⯪ᒣಙ୍࡛࠶ࡗࡓ

31ࠋࡑࡢᙳ㡪ࡣᙼࡢᚋ㍮࡛࠶ࡿୖࡸ୕Ꮿ㞷ᕊࠊࡉࡽ

ᙼࡢࡶ࡛Ꮫࢇࡔす⏣ᗄከ㑻ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿぢࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿ

32ࠋࡓࡔࡑࢀࡣࡇࡢဴᏛⓗ❧ሙ

ࡀ༑ศ☜❧ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ࡞ࡽࡎࠊࡑࡇ࡛ࡢၥ㢟ࡀゎỴࡋ࡞࠸ࡲࡲࡔࡗࡓࡽ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢၥ㢟
ࡣࠕᐇᅾࠖ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ୖဴḟ㑻ࡣࠕᡃୡ⏺ほࡢ୍ሻࠖ
㸦1894 ᖺࠊ᫂ 27 ᖺ㸧࠸࡚ࠊࡲࡎࠕᐇᅾㄽࠖࡣほ␗
࡞ࡗࡓᐈほⓗᐇᅾࢆㄆࡵࡿ❧ሙ࡛࠶ࡾࠊࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡣࠊࡇࡢᐈほⓗᐇᅾࡀ⤒㦂ⓗ⌧㇟ࠕྠ
య㞳ࠖ 33࡛࠶ࡿ┳ࡍ❧ሙㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡇࡢయሙࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊဴḟ㑻ࡀࡇࡢ
ࠕᐇᅾࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛ఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࢆៅ㔜⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࡢせ㡿ࠖ
㸦1897 ᖺࠊ᫂ 30 ᖺࠊ௨ୗࠕせ㡿ࠖ␎グ㸧ࡼࢀࡤࠕᐇᅾㄽࠖࡣ Realismus
ࡢヂ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣࠕ၏ᚰㄽ Idealismusࠖᑐ❧ࡍࡿ

34ࠋࡓࡔࡋࠊဴḟ㑻ࡣ

reality ࢆ༢࡞ࡿほᛕ

࡛ࡣ࡞࠸⌧ᐇᛶ࠸࠺᪥ⓗព࡛⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࢀ⮬యࡀㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸ࠕほᛕࠖ࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋᙼࡢ᭱ึࡢⴭస࡛࠶ࡿࠗ⌮᪂ㄝ࠘࠾࠸࡚ࡣࠕᐇయࠖヂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࢆ⪃࠼ేࡏࡿከ

31⯪ᒣಙ୍ࠗ᫂ဴᏛྐ◊✲࠘(1965)p.77

௨ୗཧ↷ࠋ
ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣᣋㄽࠕึᮇ᪥ᮏဴᏛ࠾ࡅࡿࠕᐇᅾࠖၥ㢟ࠖ
㸦ᮾὒᏛᮾὒᏛ◊✲ᡤ⦅ࠗᮾὒᏛ◊✲࠘➨ 51 ྕࠊ
ᖹᡂ 26 ᖺ㸧࡛ㄽࡌࡓࠋ
33ୖဴḟ㑻ࠕᡃୡ⏺ほࡢ୍ሻࠖ
ࠊဴᏛ㞧ㄅ➨ᕳࠊඵྕࠊ149 㡫ࠋ௨ୗࡢᘬ⏝ࡣࠗ᫂ဴᏛᛮ㞟࠘
㸦⟃ᦶ᭩ᡣࠊ
ᅄᖺ㸧ࡼࡿࠋࠕ୍ሻࠖ␎グࡢୖࠊྠ⨫ࡢ㡫ࢆᣦ♧ࡍࡿࠋ
34ୖဴḟ㑻ࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࡢせ㡿ࠖဴᏛ㞧ㄅ➨༑୕ᕳ➨ⓒ༑୕ྕ p.377f.ࠊ௨ୗࠕせ㡿ࠖ␎ࡍࠋ
32
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ᑡࡀࢃࡿࠋ

ᡃ࢞㌟ࢽ᥋㏆ࢫࣝซⓒࣀ≀ࣤほᐹࢫࣝࢽࠊᡃ࢞ᐁ⬟ࢽゐࣝࣝ⪅ࣁࠊṆṆᙧⰍࢺᛶ㉁ࢺࣀ࣑ࢽࢸ
᭦ࢽᐇయ㸦ࣜࣖࣝࢳ࣮㸧ࣤ▱ࣝࢥࢺࣤᚓࢫࠊ≀ࣀᐇయࣁᗃዟࢽࢩࢸࠊᖖࢽ⌧㇟ࣀ㠃ࢽᅾࣜࢸࠊ
ᡃࣞஅࣤ▱ࣝࣀᐁ⬟ࢼ࢟ࢼࣜࠊ
㸦ୗ⥺ࡣᘬ⏝⪅㸧 35

 ࡘࡲࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡀ┤᥋ほᐹ࡛ࡁࡿࡢࡣ≀ࡢࠕᙧⰍࢺᛶ㉁࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ⌧㇟ࡢෆዟ₯ࡴ≀
ࡢࠕᐇయࠖ
㸦reality㸧ࡣㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ reality ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡣࠊဴḟ㑻ࡀࡇࡢᮇㄽ
ཬࡍࡿࡇࡢከ࠸ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢࠗ➨୍ཎ⌮࠘ࡢ୰ࡢ⾡ㄒ the unknowable(ྍ▱⪅)㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ
ᛮࢃࢀࡿ

36ࠋဴḟ㑻ࡣࡇࢀࢆࢫࣆࣀࢨࡢࠕᮏయ㸦substantia㸧
ࠖࡸ࢝ࣥࢺࡢࠕ≀⮬యࠖྠࡢ᰿ᮏ

ᴫᛕゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕᐇᅾࠖࡼࡾࠕᐇయࠖࡢ᪉ࡀ㐺ษࡢࡼ࠺ࡶᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡏࡼဴḟ㑻
ࡀ reality ࠸࠺ㄒ࡛ఱࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࡋࡓࡢࡀၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࠕせ㡿ࠖࡢ➨❶࡛ࠕᐇᅾࡢほᛕࡣ⌧㇟ᑵࡁ࡚ᚭᗏࡏࡿ⪃ᐹࢆ࡞ࡋࠊ㑏ἐࡍࡿࡼࡾ୍㌿ࡋ࡚
฿㐩ࡍࡿࢆᚓࡁ࡞ࡾࠖ 37ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡔࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣࠕ⌧㇟ࠖ
ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᐇᅾࠖ
㸦reality㸧ࡢ┤ほ⮳ࡿ᪉ἲ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ୍ぢወጁ࡞ reality ࡢ⌮ゎ
ࡔࡀࠊ
ࡴࡋࢁࡇࢀࡣࢃࢀࢃࢀ real ࠸࠺ࡇࡢ⌮ゎࡢኚ᭦ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࡶ࠺ᑡࡋဴḟ㑻ࡀࡇࡇ࡛ࠕᐇᅾࠖࢆ࠸ᛮᝳࡋ࡚࠸ࡿࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ࡲࡎဴḟ㑻ࡀ⌧㇟㛵ࡍࡿࠕ⛉Ꮫⓗ◊✲ࠖࡢࡳ౫ᣐࡋࡓࠕࢥࣥࢺẶࡀྲྀࡿᡤࡢ⩏ࠖ༶ࡕᐇド
⩏ᢈุࡽ㆟ㄽࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࡇ␃ពࡋࡓ࠸ࠋဴḟ㑻ࡼࢀࡤࠊ⮬↛⛉Ꮫࡣ⌧㇟ࡢࡳࢆ◊✲ࡋࠊࡑ
ࡇࡽୡ⏺ࢆゎ㔘ࡍࡿࡀࠊဴᏛࡣࡑࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ࠕ୍ᒙ㧗࡞ࡿ╔║Ⅼࠖࡽୡ⏺ࡢ῝ῡ㏕ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ⮬↛⛉ᏛࡢࡳࡼࡿဴᏛ⛠ࡍᐇド⩏ࡣ୧⪅ࡢ⫋ศࢆΰྠࡋࡓࠕㅸぢࠖࡔゝ࠺ࡢ
࡛࠶ࡿ

38ࠋ

 ࡛ࡣဴᏛ⊂⮬ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕᐇᅾࠖࡢ᥋㏆ࡣ࠸ࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡢࠋࡇࡢㄽᩥ࠾࠸࡚ဴḟ㑻ࡣ
ࠕほୖࠖ
ࠕᐈほୖࠖ
ࠕㄽ⌮ୖࠖ࠸࠺୕ࡘࡢ᪉㠃ࡽࡢ᥋㏆ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋほୖࡣࠊእ⏺ࡢ⌧㇟
ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡽࡢࠕᐇᅾࠖ᥈✲࡛࠶ࡿࠋேࡣࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡀ༶ࠕ⢭⚄ࠖ⪃࠼ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ㒔ᗘࡢࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡣࠕ᩿⥆ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ୍㈏ࡋࡓࠕ⢭⚄ࠖࢆぢࡿࡢࡣࠊ
ࠕᖖఫࡢᚰⓗᐇᅾ
ࡢほᛕࡢ⿵ྜࠖࡼࡿဴḟ㑻ࡣゝ࠺ࠋ
ࠕே᱁ࡢᡂ❧ࠖࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㝈ࡾࠊࡲࡉࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡢ
㠃ࠕ⢭⚄ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕᚰⓗᐇᅾࠖࢆㄆࡵࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᡃࠎࡢ⤒㦂ࡍࡿࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡣࡑࡢ
ࠕ≉Ṧࡢ≧ែࠖ⪃࠼ࡿࡁ࡞ࡢࡔࠋࡇࡢࠕᚰⓗᐇᅾࠖࡢ᥋㏆ࡣࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡢᚰ⌮Ꮫⓗศᯒࡣ
ูࡢ᪉ࠊෆ㠃ⓗ⪃ᐹࡼࡿࠕ┤᥋⌮ドࠖࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠕ㢧ⴭ࡞ࡿ⢭⚄ⓗⓎ㐩ࠖࢆせࡍ㞴
ࠗ᫂ᩥ㞟➨༑୕ᕳ ᛮ⦅࠘ 4 ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊp.419
ࡇࡢ㛫ࡢ㛵ࡋ࡚ࡣᣋㄽࠕୖဴḟ㑻ࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡢ᪉ἲㄽⓗព⩏ࠖ
㸦ᮾὒᏛᮾὒᏛ◊✲ᡤ⦅ࠕᮾὒ
Ꮫ◊✲ࠖ➨ 50 ྕࠊᖹᡂ 25 ᖺ㸧ཧ↷ࡢࡇࠋ
37 ࠕせ㡿ࠖ
ࠊp.381
38 ࠕせ㡿ࠖ
ࠊp.386
35
36
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࡛ࡶ࠶ࡿဴḟ㑻ࡣゝ࠺

39ࠋ

ࡑࡇ࡛ḟࠕᐈほୖࠖࡽࡢ᥋㏆࠸࠺➨ࡢ㐨ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠕᐈほⓗᑐ㇟ࠖࡘ࠸࡚ࠕ⛉
Ꮫ⪅୍ᵝࡢ◊✲ࠖࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽࠕᕪูࡢ㑏ἐࡍࡿᡤࡼࡾ୍㌿ࡋ࡚ᐇᅾࡢほᛕ฿㐩ࡍࡿࠖ
࠸࠺┠ㄽぢ࡛࠶ࡿࠋဴḟ㑻ࡣࠕどぬࡢᑐ㇟ࠖࢆᣲࡆࡿࠋࠕどぬࡢᑐ㇟ࠖࡣࡍ࡚ࠕⰍᙬࠖࢆᣢࡘ
ࡀࠊࡑࡢⰍᙬࡢࠕᕪูࠖࡣࠕᖖఫኚ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠕࢽ࢘ࢺࣥẶࡢヨ㦂ἲࡼࡾⰍࡢᅗ㠃ࢆ
ᅇ㌿ࡍࢀࡤࠊⰍࡣᛛࡕ㑏ἐࡋ୍࡚⟠ࡢⓑⰍ࡞ࡿࠖ 40ࠋࡘࡲࡾࠊಶࠎࡢⰍࡣᐇࡣࠕ୍⟠ࡢⓑගࡼࡾ
ศᒱࡏࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡾࠊගࡢ⌧㇟ࡍࡂ࡞࠸ࠋⰍᙬࡏࡼ࠶ࡿ࠸ࡣ㡢㡪ࡏࡼࠊᡃࠎࡀࠕឤᐁࠖࡼࡗ
࡚ཷࡅྲྀࡿࡶࡢࡣࠕ⌧㇟ࡢ࠶ࡿ≧ែ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᇶ࡙ࡃࠕᐇᅾࠖࡢぬ▱ࡼࡗ࡚ಶࠎࡢ⌧㇟ࢆ୍
ࡘࡢ⌧㇟ࡋ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ࠶ࡽࡺࡿឤぬ⌧㇟ࢆࠕ୍ᒙ༢⣧࡞ࡿ≧ែࠖ㑏ඖࡋ࡚
࠸ࡅࡤࠊ
ࠕୡ⏺ࢆ↓㝈ࡢ㏻ᛶࠖ
㸦㸻ᬑ㐢ጇᙜᛶ㸧ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ㐙ࡣࠕ⮬↛୍ࠖ⯡ࡢᐈほ
ⓗᐇᅾ㐩ࡍࡿゝ࠺ࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊဴḟ㑻ࡣࡇࡢ᪉ἲࡢᅔ㞴ࢆࡶྠᣦࡍࡿࠋ⌧ᐇࡢ⮬↛⛉Ꮫࡣほᐹࡍࡿࠕ⌧㇟ࠖ
ࡢ᰿ᣐࢆᡂࡍከࡃࡢࠕ⌮ἲࠖࢆぢฟࡋࠊࡑࢀࡽࢆࡼࡾໟᣓⓗ࡞ἲ๎ᚑᒓࡉࡏ࡚ࠊࡑࡇࠕᐈほⓗᐇ
ᅾࠖࢆぢࡼ࠺ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࢇ࡞ᬑ㐢ⓗ࡞⌮ἲぢ࠼࡚ࡶࠕ⌧㇟⏺ࠖᅃࢃࢀ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶
ࡿࠋᙼࡽࡀồࡵࡿࠕᐈほⓗᐇᅾࠖࡣ⤖ᒁࡼࡾᗈỗ࡞⌮ἲໟᣓࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡣࠕᕪูࠖࡢୡ⏺␃ࡲࡿࡶࡢࡔࠋ
ࠕᕪูࡢ㑏ἐࠖࡢࡓࡵࡣࠕෆ㒊ࡅࡿ┤ほࠖ࠸࠺᭱ึࡢ
ၥ㢟ࡀ᭱ᚋࡢၥ㢟࡞ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚ࠊㄽᩥࡣࠕᮍࠖࡢࡲࡲ⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡿ

41ࠋ

௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡢᵓ࠾࠸࡚ဴḟ㑻ࡀồࡵࡓࠕᐇᅾࠖࡣ⤖ᒁఱࡔࡗࡓࡢࠋෆ
㠃ⓗ┬ᐹࡉࢀࡿࠕᚰⓗ⌧㇟࡛ࠖ࠶ࢀᐈほⓗศᯒࡉࢀࡿ≀⌮ⓗ࡞ࠕ⌧㇟࡛ࠖ࠶ࢀࠊࡑ࠺࠸࠺ࠕ⌧㇟ࠖ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
⤒㦂ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࣜࣜࢸ࣮࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋୡ⏺ࡀ㛤ࢀ࡚࠸
㸬
ࡿ࠸࠺ࣜࣜࢸ㸫ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ⮬↛ࡢ⛉Ꮫⓗ◊✲ࡣ⮬↛⌧㇟ࢆᵝࠎ࡞ᒁ㠃㸦ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ
ࣦ㸧ࡽศᯒࡋ࡚ࡑࢀࢆໟᣓࡍࡿࠕ⌮ἲࠖࢆぢฟࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺⌮ἲࡀࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠕ⮬↛ࠖࡑࡢ
ࡶࡢࢆࣜࣝឤࡌࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ▱ⓗศᯒࡣูࡢ⤒㦂࡛࠶ࡿࠋဴḟ㑻ࡣࡑࢀࢆࠕෆ㠃ⓗ┤
ほࠖㄒࡾࠊࡑࢀࡣࠕᚰⓗ⌧㇟ࠖࡀࠕ୍ᾘኻࡋ࡚↓ᕪูᖐࡍࡿࠖ⤒㦂࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡓ࠼ࡤ
ࠕ⋊ࡾ㟼ᆘࡋ࡚ఱ➼ࡢࢆࡶᛮᝳࡏࡊࡿࠖ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ♧၀ࡍࡿࡀ

42ࠊࡑࡢ⤒㦂ࢆㄒࡿࡑࢀ௨ୖ

ࡢᡭ❧࡚ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋဴḟ㑻ࡣᅄᖺᚋ᭩࠸ࡓࠕㄆ㆑ᐇᅾࡢ㛵ಀࠖ
㸦1901 ᖺࠊ᫂ 34 ᖺ,
௨ୗࠕㄆ㆑ࠖ␎グ㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࠕせ㡿ࠖㄽᩥ࡛ㄽࡌࡁࢀ࡞ࡗࡓࠕほୖࡢ᪉㠃ࠖࡽࡢࠕほⓗᐇ
ᅾࠖ┤ほࠊࡉࡽࡣࡑࢀࠕᐈほⓗᐇᅾࠖࡢ༊ู௨๓ࡢࠕ୍ዴⓗᐇᅾࠖࢆࠊ
ࠕほᐈほࠖࡢ༊ูࢆ⏕
ࡳฟࡍ᰿※ⓗ࡞ࠕάື Thätigkeitࠖ 43㸦p.146㸧ࢆᐃࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔ
ࡀࠊࢻࢶほᛕㄽࡢ㛵ಀࢆணࡉࡏࡿࡇࡢㄝ᫂ࡶࠊࡲࡔㄽ⌮ࡔࡗࡓࡶࡢࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
39
40
41
42
43

ࠕせ㡿ࠖ
ࠊP.396
ࠕせ㡿ࠖ
ࠊp.485
ࠕせ㡿ࠖ
ࠊp.510
ࠕせ㡿ࠖ
ࠊp.388
ࠕㄆ㆑ࠖ
ࠊp.146
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ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊဴḟ㑻ࡢࠕᐇᅾࠖ✲᫂ࡣࠊ
ࠕ≀⌮ࠖࠕᚰ⌮ࠖࡢ⤫୍ࢆồࡵࡿす࿘ࡢၥ࠸῝ࡃ
ࢃࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡣࠊ
ࠕ⮬↛⛉Ꮫࠖࡢ⮬↛᥈✲ࢆࡑࡢࡓࡵࡢ㐨➽ㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ
ࢆࢃࢀࢃࢀࡀ⏕ࡁࡿࠕᐇᅾࠖ⤒㦂⤫ྜࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠕ⮬↛ࠖࢆ༢
࡞ࡿᑐ㇟ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡶࡑࡇ᰿ᕪࡋࡓࡶࡢࡋ࡚⤒㦂ࡍࡿ㐨➽࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋࠊ᫂ᮎ᭩ࢀࡓす⏣ᗄከ㑻ࡢࠗၿࡢ◊✲࠘ࢆࠊࡇࡢࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࡢ㆟ㄽࡢࢃ
ࡾࡽ㎺ࡾ㏉ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸱㸬す⏣ᗄከ㑻ࡢࠕ⣧⢋⤒㦂ࠖㄽࡽࡳࡓࠕ⮬↛ࠖ⤒㦂
す⏣ᗄከ㑻ࠗၿࡢ◊✲࠘
㸦1911 ᖺ㸧ࡢ➨⦅ࠕᐇᅾࠖࡣࠊࡇࡢⴭస࡛᭱ึ᭩ࢀࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ
ࡣࠊす⏣⮬㌟ࡀㄒࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࢱࢺࣝࡀဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖࢆព㆑ࡋࡓࡶ
ࡢ࡞ࡢࡔࡍࡿ࡞ࡽࠊす⏣ࡣࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽࠖ᪂ࡓ࡞ᴂࢆᡴࡕ㎸ࢇࡔࡇ࡞ࡿࠋ
す⏣ࡣࠕᐇᅾࠖࡢ㆟ㄽඛ❧ࡗ࡚ࠕ┤᥋ࡢ▱㆑ࠖࢆㄽࡌࡿࠋ┿ࡢᐇᅾࢆồࡵࡿࡇࡣ㺀࠺ࡶ࠸
ࡼ࠺ࡢ࡞࠸┤᥋ࡢᐇ㺁ࡽጞࡵࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ㺀ᡃࠎࡢ┤ぬⓗ⤒㦂ࡢᐇ༶ࡕព㆑⌧㇟ࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑㺁ࡔゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿ

44ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ▱㆑ᇶ࡙࠸࡚ࡳࡿ࡞ࡽࠊ
ࠕᐇᅾࠖࡣࠕᡃࠎࡢព㆑⌧㇟

༶ࡕ┤᥋⤒㦂ࡢᐇࠖ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࡢᐇࠖࡣဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟ࠖࡣពࡀ㐪࠺ࠋ
ဴḟ㑻ࡢࠕ⌧㇟ࠖࡣࠊᚰⓗ࡛࠶ࢀእⓗ࡛࠶ࢀ┬ࡉࢀほᐹࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕᐇᅾࠖࡣࡑࢀ
ࡣูࡢࠕෆⓗ┤ほࠖࡼࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋす⏣ࡣ⌧㇟ᐇᅾࡢ⤒㦂ୖࡢ༊ูࡽฟⓎࡍࡿࡇࢆᣄ⤯
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ᭱ึࡢ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ㒔ᗘࡢࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࡢᐇࠖࡀ༑࡞ࠕᐇᅾ࡛ࠖ࠶ࡿ
࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋす⏣ࡣࡇࡢࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࠖࡀᒎ㛤ࡋቑࡍࡿࠊᚑࡗ࡚ࠕᐇᅾࠖࡶᒎ㛤ࡋᣑᙇࡍࡿ
⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㉥Ꮚࡗ࡚ࡶࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࠖࡀࠕᐇᅾࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂ࡢ᭦᪂ࡘࢀ࡚ᐇᅾ㸦ࣜ
ࣜࢸ࣮㸧ࡀࡼࡾᗈࡃࡁ࡞ࡶࡢᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࠖࡢᒎ㛤ࡣࠊ
ࠕព㆑ࡢయ⣔ࠖㄽ࠸࠺ᙧ࡛ㄽࡌࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕᐇᅾࠖࡢᒎ㛤࠸࠺
➨⦅ࡢ㆟ㄽࢆ⤊࠼ࡓࡢࡕࠊす⏣ࡣᨵࡵ࡚➨୍⦅ᙜࡓࡿ㒊ศࢆ᭩ࡁࠊࠕ⌧㇟༶ᐇᅾㄽ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ
ࠕ⣧⢋⤒㦂ࠖࢆ⮬ࡽࡢ❧ሙࡋ࡚⾲᫂ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⣧⢋࠸࠺ࡢࡣࠊࡶᛮ៖ศูࢆຍ࠼࡞࠸ࠊ
┿⤒㦂൷ࡢ≧ែࢆ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠖ45ࠋࡑࢀࡣࠊࡓ࠼ࡤࠕⰍࢆぢࠊ㡢ࢆ⪺ࡃ็㑣ࠖࡢ⤒㦂ࠊ
ࠕࡇࡢ
Ⰽࠊࡇࡢ㡢ࡣఱ࡛࠶ࡿ࠸࠺ุ᩿ࡍࡽຍࢃࡽ࡞࠸๓ࠖࡢ⤒㦂࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕᮍࡔࡶ࡞ࡃᐈࡶ࡞
࠸ࠊ▱㆑ࡑࡢᑐ㇟ࡀࡃྜ୍ࡋ࡚࠸ࡿࠖ 46ࠋす⏣ࡣࠕ⌧㇟ࠖࡢ┬ⓗศᯒࡽጞࡵࡿࠕ⌧㇟༶ᐇᅾ
ㄽࠖࢆ㑊ࡅࠊ
ࠕព㆑ࠖࡢ⮬Ⓨ⮬ᒎࡢయ⣔ࡋ࡚ࠕ▱ࠖࡢ⏕ᡂࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࠕព㆑ࡢయ⣔࠸࠺ࡢ
ࡣซ࡚ࡢ᭷ᶵ≀ࡢࡼ࠺ࠊ⤫୍ⓗᡈ⪅ࡀ⛛ᗎⓗศⓎᒎࡋࠊࡑࡢయࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ 47す

44
45
46
47

す⏣ᗄከ㑻ࠗၿࡢ◊✲࠘ᒾἼᩥᗜࠊ2012 ᖺᨵ∧ 1 ๅࠊp.66㸦௨ୗࠗၿ࠘␎グ㸧
ࠗၿ࠘ࠊp.17
ࠗၿ࠘ࠊp.13
ࠗၿ࠘ࠊp.18
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⏣ࡣゝ࠺ࠋす⏣ࡢࠕព㆑ࠖࡣࠕ⚾ࠖࡢព㆑ࢆ㉸࠼ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ⚾ࠖࡢព㆑ࡀࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞
ࠕព㆑࡛ࠖ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋす⏣ࡣࠕಶேⓗព㆑ࠖࡣࠕ♫ⓗព㆑ࠖࡢ୍㒊ࡔゝ࠺ࡀ

48ࠊࡉࡽす⏣

ࡀࠕ၏୍ᐇᅾࠖࢆၥ㢟ࡍࡿ㝈ࡾࠊす⏣⮬㌟ࡣ᫂☜ྡ࡙ࡅ࡞࠸ࡀࠊಶேⓗព㆑♫ⓗព㆑ࢆ㉸࠼
࡚ࢆໟྵࡍࡿព㆑ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᒎ㛤ࡢ୍㒊ࡀ๓⪅࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺

49ࠋ

ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞す⏣ࡢࠕ⣧⢋⤒㦂ࠖࡢ❧ሙࡽࡍࡿࠊ
ࠕ⮬↛ࠖࡣࡢࡼ࠺⌮ゎࡉࢀࡿࡢࠋᙜ
↛࡞ࡀࡽࠊ
ࠕ┤ぬⓗ⤒㦂ࡢᐇࠖࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ⮬↛⛉Ꮫ䛾䡞⣧ᶵᲔⓗㄝ᫂䡟䛻䛚䛔䛶⪃䛘
䜙䜜䜛䡞⣧≀㉁䡟䛸䛿䚸す⏣䛛䜙䛩䜛䛸䚸䡞༢䛻✵㛫㛫㐠ື䛸䛔䛖ዴ䛝⣧ᩘ㔞ⓗᛶ㉁䛾䜏䜢᭷䛩䜛⪅䡟䛷䛒䜚
䡞䛟ᢳ㇟ⓗᴫᛕ䡟䛷䛒䛳䛶䡞┤ぬⓗᐇ䡟䛷䛿䛺䛔䚹す⏣䛾⪃䛘䜛䡞┿䛾⮬↛䡟䛿䚸䜟䜜䜟䜜䛜᪥䚻ぶ䛧䛟ゐ
䜜䛶ឤ䛨䛶䛔䜛㏻䜚䛾ᐇ䚸䡞ື≀䛿ື≀䚸᳜≀䛿᳜≀䚸㔠▼䛿㔠▼䚸䛭䜜䛮䜜≉Ⰽ䛸ព⩏䜢ල䛘䛯ලయⓗ
ᐇ䡟䛺䛾䛷䛒䜛䚹䛭䜜䛿ศᯒ䛻䜘䛳䛶▱䜙䜜䜛⮬↛ἲ๎䛻ᚑ䛖ᶵᲔⓗ⮬↛䛷䛿䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛭䛖䛔
䛖┤ぬⓗᐇ䛾⤒㦂䛿䛂ព䛃䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛰䚹䛭䛖䛔䛖䛂⮬↛䛃䛾⤒㦂䛻䛴䛔䛶䚸す⏣䛿ḟ
䛾䜘䛖䛻㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
┿䛻ලయⓗᐇᅾ䛸䛧䛶䛾⮬↛䛿䚸䛟⤫୍స⏝䛺䛟䛧䛶ᡂ❧䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹⮬↛䜒䜔䛿䜚୍✀䛾⮬
ᕫ䜢ල䛘䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹୍ᮏ䛾᳜≀䚸୍༉䛾ື≀䜒䛭䛾Ⓨ⌧䛩䜛✀䚻䛾ᙧែኚ䛚䜘䜃㐠ື䛿䚸༢
䛻↓ព⩏䛺䜛≀㉁䛾⤖ྜ䛚䜘䜃ᶵᲔⓗ㐠ື䛷䛿䛺䛟䚸୍䚻䛭䛾య䛸㞳䛩䜉䛛䜙䛦䜛㛵ಀ䜢ᣢ䛳䛶ᒃ
䜛䛾䛷䚸䛴䜎䜚୍䛾⤫୍ⓗ⮬ᕫ䛾Ⓨ⌧䛸┳䛩䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹 㻡㻜㻌
㻌
⮬↛䛻䜒䛂⮬ᕫ䛃䛜䛒䜛䛸䛔䛖⌮ゎ䛿䚸ᨃேⓗ⾲⌧䛸ᛮ䜟䜜䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸䛂ព㆑䛾య⣔䛃䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛸
▩┪䛩䜛䜒䛾䛷䜒䛺䛔䚹 䡞⮬↛䛾⏕䛷䛒䜛⤫୍ຊ䛿༢䛻ᡃ䚻䛾ព䛻⏤䜚䛶సⅭ䛫䜛ᢳ㇟ⓗᴫᛕ䛷䛿䛺
䛟䚸䛛䛘䛳䛶ᡃ䚻䛾┤ぬ䛾ୖ䛻⌧䛨᮶䜛ᐇ䡟 㻡㻝䛰䛛䜙䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䚸䜟䜜䜟䜜䛜┠䛻䛧䛯䜚ゐ䜜䛶䛔䜛⮬↛
䛛䜙ឤ䛨䜛䛚䛾䛪䛛䜙ᒎ㛤䛩䜛⮬↛䛾⤫୍ຊ䛿䚸䛂ᡃ䚻䛾ほⓗ⤫୍䛃䛜䛭䜜䛻ᚑ䛖⤫୍ຊ䛸୍⮴䛩䜛䛛䜙䛸
䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛 㻡㻞䚹㻌
䜒䛱䜝䜣䛣䜜䜙䛾ㄝ᫂䛿䚸䛂⮬↛䛾⏕䛷䛒䜛⤫୍ຊ䛃䛺䛹䛾⾲⌧䛻䜏䜙䜜䜛䜘䛖䛻䚸᭕䛺ゝⴥ䛾䜲䝯䞊䝆
䛻㢗䛳䛯䜒䛾䛰䛸䛔䛖䜘䛖䛺ᢈุ䜢ච䜜䛺䛔䛰䜝䛖䚹す⏣䜒ဴḟ㑻䛸ྠ䛨䛟䛂ᐇᅾ䛃䜢ែ䛻༶䛧䛶ㄽ⌮ⓗ䛻ㄝ
᫂䛩䜛ᡭ❧䛶䜢䜎䛰ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䛸䜒ゝ䛘䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸㏫䛻䛂⮬↛䛻䜒⮬ᕫ䛜䛒䜛䛃䛸䛔䛖ゝ䛔᪉䛻᪂䛥
䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹䛂䛃䛻ッ䛘䜛䛰䛡䛾ゝⴥ䛿ဴᏛ䛷䛿䛺䛔䛜䚸䛂⮬↛䛃䛾⌮ゎ䛻䛿䚸䛭䛾䜘䛖䛺ⓗഃ㠃
䛾ゎ᫂䛜ᚲせ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䜒☜䛛䛷䛒䜚䚸䛭䛾ḟඖ䜢ㄒ䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛䛂ㄽ⌮䛃䜢䛭䛾ᚋ䛾す⏣䛿ồ䜑䛶䛔䛟䛣䛸
䛻䛺䛳䛯䚹
㻌
48
49
50
51
52

ࠗၿ࠘ࠊp.212
ࡇࡢ㆟ㄽࡣࠕ၏୍ᐇᅾࠖࡽᑟࢀ࠺ࡿࠋࠗၿ࠘
ࠊp.97~102 ཧ↷ࠋ
ࠗၿࡢ◊✲࠘ࠊ113 㡫
ࠗၿࡢ◊✲࠘ࠊ115 㡫
ࠗၿࡢ◊✲࠘ࠊ115 㡫
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㻌
⤖䜃䛻௦䛘䛶㻌
す࿘ࠊୖဴḟ㑻ࠊす⏣ᗄከ㑻࠸࠺୕ேࡢࠕဴᏛࠖඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫⓗㄆ㆑ࢆホ౯ࡋ࡞
ࡀࡽࡶࠊ᪂ࡓ࡞௦ࡢ♫ᙧᡂࡢᇶ♏࡞ࡿே㛫ᛶࡢၥ࠸ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ㝿すὒ࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢ⌮
ゎࡢᗈࡀࡾࡶゐࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᙼ➼ࡢၥ࠸ࡽᡃࠎࡀᏛࡿࡢࡣࠊ⮬↛ࡢၥ㢟ࡀே㛫ᛶ
㸦human nature㸧ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࠸ഃ㠃ࡔࢁ࠺ࠋすࡢࠕ⨾ጁᏛࠖࡢホ౯ࡣࠊࡑࢀࢆ➃ⓗ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋすࡣࠕ⨾ࠖࢆ⌮ⓗឤぬ⧅ࡀࡿࡶࡢࡋ࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ࢝ࣥࢺ௨᮶ࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ဴḟ㑻ࡢồࡵࡓࠕᐇᅾࠖࡣࠊ⤒㦂ⓗ▱࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࠖࡢၥ㢟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡋ
࡚ࠊす⏣ࡢࠕ⣧⢋⤒㦂ࠖㄽࡣࡇࡢࡇࢆ⌮ㄽࡍࡿ㘽ࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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⏣୰⚄♫ࡢᡭỈ㖊㸸༡᪉⇃ᴋࡢᮍᡂ⇍࡞ゝㄒ
⏣ᮧ ⩏ஓ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸༡᪉⇃ᴋࠊ༡᪉᭩ࠊᰗ⏣ᅜ⏨ࠊ▼⚄ၥ⟅ࠊ⏣୰⚄♫

 ḷᒣ┴す∹፝㒆ୖᐩ⏣⏫ࠊඖࡢᒾ⏣ᮧᒸࠕ⏣୰⚄♫ࠖ࠸࠺⚄♫ࡀ࠶ࡿࠋྡ๓ࡢ㏻ࡾࠊᐩ⏣ᕝ
ࡢࡾࡢᖹᆠ࡞ᅵᆅ⏣ࢇࡰࡀᗈࡀࡾࠊࡑࡢ୰୍ゅࡔࡅࡇࢇࡶࡾࢻ࣮࣒≧ࡢᮌ❧࠾࠾ࢃࢀࡓ
⚄♫ࡀ࠶ࡿ㸦⌧ᅾࡣࠊ࿘ᅖࡢ࠺ࡕ୍᪉ྥࡣⶈụ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋᑡࡋ㞳ࢀ࡚ࡳࡿࡑࡢጼࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾ
ࠕ⏣୰ࡢᮭ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

┿㸯㸸ᖺ༡᪉ࡀᙳࡉࡏࡓࠊ⏣୰⚄♫㐲ᮃ┿


 ㏆ᐤࡿࠊᮌ❧ࡣᶋࡀయ࡛ࠊ⸨ࡀࢶࢱࢆᘏࡤࡋ࡚እ࿘ࢆそࡗ࡚࠾ࡾ㸦ᅛ᭷ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ༡᪉ࡣ
≉ࠕ࢜࢝ࣇࢪࠖࢇࡔ㸧ࠊつᶍࡣᑠࡉ࠸࡞ࡀࡽࠊ⣖༡ᆺⓗ࡞↷ⴥᶞࡢࡘࡃࡿᯘࡢࡦ࡞ᙧࢆ࡞
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㫽ᒃࢆࡃࡄࡗ࡚ቃෆධࡿࠊ࿘ᅖࡢᮌ❧ࡼࡗ࡚ᙧ⦕ྲྀࡽࢀࡓቃෆࡢṇ㠃ዟᣏẊ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ๓ࡢᗈ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡿቃෆࡢ୰ኸࡣࠊ୕ᮏᖿࡀศࢀࡓࠊ㞝࠸࠺ࡼࡾⲮཝࡉࡢ
Ẽ㓄ࢆ⁻ࢃࡏࡿᶋࡢᕧᶞࡀ࠶ࡿࠋ㐲ࡃࡽࡣࠊ♫ྀࢆࢻ࣮࣒≧ࡳࡏ࡚࠸ࡓࠊࡑࡢᶞෙࢆ㯮ᰕࡢࡼ
࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࡇࡢᶋ࡛࠶ࡿࠋ
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┿㸰㸸⏣୰⚄♫ቃෆ


 ࡇࡢᶋࡣࠊ᰿ඖ㏆ᐤࡗ࡚ࡳࡿࠊ࠸ࡉࡉᛮ㆟࡞⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋᕧᶞࡢᖿࡽࡋ࠸ሀ࠸ᶞ⓶ࡢୖ
ⱏࡸᆅ⾰ࡀᗈࡀࡾࠊከᵝ࡞⏕ࡢඹ⏕యࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡩࡘ࠺ࡢᶋ࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࡢ᰿ᮏࡕࡃ୍࢝
ᡤࠊࡃࡰࡳࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࠋ

┿㸱㸸⏣୰⚄♫ࡢᶋࡢ᰿ᮏ㏆
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 ㏆ᐤࡿࠊࡑࡢࡃࡰࡳࡢ୰ࡣࠊࢀ࡚࠸࡚ࡶ෭ࡓࡃ◳࠸ࠊ⏕ࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸␗㉁ࡢゐឤࢆࡶࡘ
㒊ศࡀ࠶ࡿࠋ

┿㸲㸸ᶋࡢ᰿ᮏࡢࡃࡰࡳ

┿㸳㸸ᶋࡢ᰿ᮏࡢࡃࡰࡳ᥋
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 ᐇ㝿ࡑࡢሙ࠸࡚ぢ࡚ࡶࠊࡇࢀࡀఱ࡛࠶ࡿࡢࠊ⌮ゎࡋࠊ⣡ᚓࡍࡿࡢࡣࠊ࠸ࡉࡉ㛫ࢆせࡍ
ࡿࠋࡇࢀࡣᐇࡣࠊ▼࡛࠶ࡿࠋⰼᓵᒾ࡛࠶ࢁ࠺ࠊࡲࡔࡽ࡞ࠊ⢏ࡢࡁ࡞ఱ✀㢮ࡢ⢏Ꮚࡀධࡾࡌࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞ࡀࡃ㢼㞵ࡉࡽࡉࢀ࡚Ⰽࡣࡃࡍࡳࠊ࠶ࡲࡾุ↛ࡋ࡞࠸ࠋ┿࡛ࡈぴࡢ㏻ࡾࠊᕧᮌࡢኴ
࠸ᶞᖿࡢ᰿ඖࠊࢇࡢ୍㒊ࡔࡅࠊ▼㐀ࡾࡢ㒊ศࡀ࠶ࡿࠊࡢࡼ࠺࡞ࡉࡲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢇ࡞ᕧᶞ
ࡀࠊ⏣୰⚄♫ቃෆࡢ୰ኸᒧ❧ࡋ࡚ࠊࡇࡢ⚄♫ᯘࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍ࡘࡢᑠୡ⏺ࢆᨭ࠼ࡿࠊࡇࡢᵓ㐀ᰕࡢࡼ࠺࡞ᶋᶞ⮬యࡀࠊ」ᩘࡢᖿࡀ୍ᮏ⼥ྜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸦ࡑࢀࡣࠊࢀࡢ㛫ࢆせࡋࡓࡇࡔࢁ࠺㸧ࠊᶞᖿ㒊ศࡀ⫧ࡋࠊぢ࠼࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡍࡀࡓࡲ࡛⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊࡑࡇ࠶ࡗࡓࡢࡶࡢࢆࡾࡇࡳࠊ࿐ࡳ㎸ࡴ࠸࠺
ฟ᮶ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣࠊศ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍࡿࠊࡣ∦㫣ࡔࡅぢ࠼࡚࠸ࡿࡇࡢ▼ࡢ᩿∦ࡣࠊࡘ࡚
ࡇࡢᶋᶞࡢ᰿ඖ⨨ࡋ࡚࠸ࡓ▼㐀ࡾࡢᵓ㐀≀ࡢ୍㒊ࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡑ࠺ࡔࠋ┤ゅࠊ࠶ࡁࡽ
ே㛫ࡢᡭ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓࠊࢭࣥࢳࡢᖜࡢ┤᪉యࡀࠊேࡢ⭜ࡢ㧗ࡉ࠶ࡓࡾ࠶ࡿࠋࡶࡋ୰✵Ὕ
ࡀฟ᮶࡚࠸ࢀࡤ㸦㑣ᬛ♫ࡢࠊ㟷ᓊΏᑎࡢቃෆ࠶ࡿ⫾ෆᕠࡾࡢᶋᶞࡢࡼ࠺㸧ࠊᕧᶞࡢ᰿ඖࡢ࠺ࢁ
ࢆேࡀࡃࡄࡿࡇࡀศྍ⬟࡞ࡢᶋࡢࠊ୕ேࡾ࡛࠼ࡿ⫧ࡋࡓ㊊チ㒊ศ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇࡣ⚄♫ࡢቃෆࠊ㫽ᒃࡽᣏẊྥ࠺ᑟ⥺ࡢୖࠊ͐
 ࡣࡌࡵ࡚ࡇࡢࡇᛮ࠸⮳ࡗࡓࡁࠊ➹⪅ࡣ࠸ࡉࡉẼࡢ㐲ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ឤ៓ࢆ᠈࠼ࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃ
ࡇࡢ▼ࡢᵓ㐀≀ࡣࠊᡭỈ㖊࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⚄♫ධࡗࡓࡁࠊ᭱ึᡭཱྀࢆΎࡵࡿࡓࡵ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠊ
ᅄゅ࡞ᙧษࡾฟࡉࢀࡓேᕤ≀ࠊᬑ㏻࡞ࡽࠊᢪ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡁࡉࡀ࠶ࢁ࠺ࡶࡢࡀࠊࡘ࡚ࡣࡇࡢᶋᶞ
ࡢ᰿ඖ⨨ࢀ࡚࠸࡚ࠊᮏࡢᖿࡢ㛫ᣳࡲࡗ࡚࠸ࡓࡢࠊࡑࢀࡶࡓࡔᤞ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࠊࡑࢀ
ࡀ࠸ࡘࡋᖿࡀ⫧࠼ኴࡿࡶ࿐ࡳ㎸ࡲࢀࠊࡸࡀ࡚ࡩࡓࡶࡢᖿࡣ୍ᮏ⼥ྜࡋ࡚ࠊࡉࡽ㛫ࡀ
❧ࡘࡶእഃࢆࡍࡗࡾࡑࡢᶞ⓶࡛そ࠺ࡲ࡛ࡩࡃࢀ࠶ࡀࡗࡓ͐ࠋࡋࡋࡼࡑ┠ࡣࠊࡼ㏆
࡙࠸࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡑࢇ࡞ࡶࡢࡢᏑᅾࡣẼ㓄ࡍࡽఛ࠼࡞࠸ࠋ㸦ᩥᏐ㏻ࡾࡢព࡛㸧⮬↛࡞ேᕤ≀ࢆࠊ⮬
↛ࡢຊࢆ㇟ᚩࡍࡿࡼ࠺࡞⚄ᶞࡀࠊ㛫ࢆࡅ࡚ᚁ᭹ࡋࠊそ࠸㞃ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠋࡔࡀࠊࡑࢇ࡞ࡶࡢ
ࡀࡶࡀࡑࡇᇙࡶࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡼ㏆࡙࠸࡚ࡶࢇศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖグࡣࠊࡇࡢ⚄♫ࢆఱᗘ┠ゼၥࡋࡓᩘᖺ๓ࡢ⛅ࡢ࠶ࡿ᪥ࡢኤᬽࢀࠊࡋࡤࡋࡇࡢሙࡓࡓࡎࢇ
࡛࠸ࡓ㛫➹⪅ࡢ⬻ᛮ࠸ᥥࢀࡓࠊ✵࠸࠺ࡼࡾዶ࡛࠶ࡿࠋᐇࡑ࠺࡛࠶ࡿࡢࡣࠊ;⥺
ᙳ࡞ࡼࡗ᳨࡚ドࡀྍ⬟࡞ࡇࡔࡀࠊᶋ࠸࠺ᶞᮌࡀ⏕㛗ࡀࡣࡸࡃࠊࡾࢃࡅᖿࡀኴࡃ࡞ࡿᶞ✀࡛
࠶ࡿࡇࠊ」ᩘࡢᖿࡀ⼥ྜࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿኵ፬ᶋࡢࡉࡲ࡞ࡿࡢࡶࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡿࡢࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ
ࡦ୍ேࡢࡁࡉࡢᵓ㐀≀ࡀࠊᆅᇦࡢ⏘ᅵ♫ࠊࡉࡉࡸ࡞ࡾࡶ⚄⪷࡞ࡇࡢሙࢆ㢗ࡶࡋࡃᨭ࠼ࡿ
ࡇࡢᶞࡢ᰿ඖ࿐ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺✵ࡣࠊ࠺వᆅࡢ࡞࠸ࡇࡢࡼ࠺➹⪅ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ⏣୰⚄♫ࡣࠊ༡᪉⇃ᴋࡀᖺάⓎᒎ㛤ࡋࡓࠕ⚄♫ྜ♭ࠖᑐࡢゝㄽάືࡢ୰࡛ࠊ୕
ࢃࡓࡾྡ๓ࢆᣲࡆࡓࡶࡢ࡛ࠊᙼࡢ࠸ࢃࡤ࠾Ẽධࡾࡢ⚄♫ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࠸ࢃࡺࡿ⚄♫ྜ♭ᑐ㐠ືࡢㄽ㝕ࢆᙇࡿ㐣⛬࡛グࡉࢀࡓ༡᪉⇃ᴋࡢⴭసࡢ࡞࡛ࠊ㉁㔞᪉࠾࠸
࡚୰ᚰ┠ࡉࢀࡿࠊ㏻⛠ࠕ༡᪉᭩ࠖ㸦ᯇᮧ௵୕ᮾᩍᤵᐄ࡚ពぢ᭩㏻ᖺ㸧ࡢ࡞ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
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 Ṉ㎶ᰗ⏣ᅧ⏨Ặࡀᮏ㑥㢼ᬒࡢ≉㢼࠸ࡿ⏣୰⚄♫࠶ࡾࠊᬒ⤯ྍ㹙ె㹛ஓࠋ

 ⣖༡ࡢ⮬↛᳜⏕ࢆࡼࡃఏ࠼ࡿࠊಖࡍࡁ⚄♫ᯘࢆิᣲࡍࡿᩥ⬦࡛ࠊᙜࡢᒾ⏣ᮧᒸ࠶ࡿඵୖ⚄
♫⥆ࡅ࡚グࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠕṈ㎶ࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡀඛᣲࡆࡓᒸࡢ⏣୰⚄♫࡛࠶ࡿ
ࡇࡣ࠺వᆅࡀ࡞࠸ࠋᰗ⏣ࡀ≉ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠊ༡᪉ࡣࡇࡇ࡛᫂グࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢⅬࡣᐇ
ࡣࠊ⇃ᴋࡢㄗゎ࡞࠸ࡋㄗㄞᇶ࡙ࡃࡶࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࢃࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
 ᰗ⏣ࡢⴭసࡢ࡞࡛ࠊ⇃ᴋࡀࡇࡇ࡛ᛕ㢌⨨࠸࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠗ▼⚄ၥ⟅࠘㸦
ᖺ㸧ࡢ୰ࡢ࠶ࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᭩≀ࢆࠊ༡᪉ࡣᮍỴᅃࡋ࡚┘ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⊹୰࡛ㄞࢇࡔࠋࡑࢀࡣ
ࡲࡔࠊᰗ⏣ࡢὶࡀࡣࡌࡲࡿ๓ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ḷᒣ┴ᗇ㛵ಀࡢ῝࠸ࠕ⣖ఀᩍ⫱ࠖࡀ⾜ࡗࡓ┴ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢኟᮇㅮ⩦ࠊ㓉ࡗࡓࡲࡲ
ධ࠸࠺㦁ືࢆ㉳ࡇࡋࡓ༡᪉ࡀࠊᐙᏯධཬࡧᭀ⾜ࡢ࡛⩣᪥ᣊ᮰ࡉࢀࠊᖺ᭶᪥ࡽ᭶
᪥ࡲ࡛ࡢ᪥㛫┘ࡉࢀࡓ௳㸦⤖ᒁࠊ㓇ࡢୖࡢ⾜ࡋ࡚↓⨥ᨺච࡞ࡗࡓ㸧ࡣࠊ༡᪉ࡢఏグ୰࡛
ࡶẚ㍑ⓗࡼࡃ▱ࡽࢀࡓฟ᮶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᅾ⊹୰ᕪࡋධࢀࡽࢀࡓࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࢆࠊ༡᪉ࡀ᪥㛫࡛
ࡓࡕࡲࡕ㏻ㄞࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᯇᒃ❳ࡼࡗ࡚㛵㐃㈨ᩱࡀ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ᪥グ㸦
┘୰ᖒ㠃ࡘࡅ࡚࠸ࡓ࣓ࣔ㸧ࡼࢀࡤࠊ᪥⛅ᕝ㸦ṇḟ㑻ࠊ∹፝᪂ሗ♫ࡢᕤဨࡔࡗࡓࡽࡋ࠸ 㸧ࡀ
᮶ゼࡋࠊࠕ*UHYࠖࠕ▼⚄ၥ⟅ࠖࢆᕪࡋධࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ⩣᪥ࡣࠕ▼⚄ၥ⟅ㄞ␌ࡿࠖ࠶ࡿ ࠋ
ࡇࡇ࡛ࠕ*UHYࠖࡔࡅ࠶ࡿࡢࡣࡃ᫂ࡔࡀࠊ᭩⡠ࡔࡍࢀࡤࠊ⇃ᴋࡢⶶ᭩୰ࡣࣟࣂ࣮ࢺ࣭ࢣ࣭
ࢢࣦࣞࣝ㸦5REHUW.D\H*UHYLOOH㸧ࡢ⸴㢮㛵ࡍࡿⴭ᭩ᩘⅬࠊᙼࡢྡ๓ࢆෙࡋࡓ㞃
ⰼ᳜≀◊✲ㄅ *UHYLOOHD ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࢀࢆྲྀࡾᐤࡏࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡢࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋᮍỴ┘
࠾࠸࡚ࡶࠊ༡᪉ࡣࠊᙼࡽࡋࡃࡶࠊ⮬↛⛉ᏛẸᏛࡢ᪉ࡢㄞ᭩ࢆࡋࡓࡼ࠺ࡔࠋ
 ࡇࡢࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ึ∧ࡢ㹼࣮࣌ࢪ㸦ᒣ୰ඹྂᐄ࡚᭩⡆̿ࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࡣࠊᰗ⏣ࡢ ᭩⡆࡛
࠶ࡿ㸧࠾࠸࡚ᰗ⏣ࡣࠊࠕࡶࡾࠖ࠸࠺ࡇࡤࢆㄽࡌ࡚ࠊࡇࢀࡀࠕᶞᮌ⦾ⱱࡏࡿᑠ༊⏬ࡢᅵᆅࠖࢆࡉ
ࡍゝⴥ࡛࠶ࡾࠊ㧗ᒣ࡛࠶ࡿᚲ↛ᛶࡣ࡞࠸ࡶࡢࠊࠕᆅࢆ⏬ࡋ࡚⚄ࡢ㡿ᇦⅭࡋࠊᓫᩗࡢᴟⲡᮌᡭࢆ
ゐࢀࡊࡿࡼࡾࠊⓒᖺࢆฟࡎࡋ࡚Ꮩᓥࡢዴࡁᑠᶞᯘࢆ⌧ฟࠖࡋࡓࡼ࠺࡞ሙᡤࡀࠕࡶࡾࠖࡤࢀࡿࠊ
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀ⥆ࡅ࡚ࠊᰗ⏣ࡣ࠸࠺ࠋ


1

ᯇᒃ❳ࠕᰗ⏣ᅜ⏨༡᪉⇃ᴋࡢ༠ຊࡘ࠸࡚ࠖ㱟㇂Ꮫࠗᅜ㝿♫ᩥ◊✲ᡤ⣖せ࠘ ᖺSS
ࠋ࡞࠾ࠊ⇃ᴋᣊᘬࡢࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓㅮ⩦ࡣ  ᪥ࠊ༡᪉ࡀᣊᘬࡉࢀࡓࡢࡣ⩣  ᪥࡛ࠊᯇᒃࡢグ㏙ࡣ୍᪥
࡙ࡘᚋࡎࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2 㞧㈡㈆㑻ࠗᅇࡢ༡᪉ඛ⏕࠘Sࡼࢀࡤࠊⱝᖺࡣ∹፝᪂ሗࡢ༳ๅᕤࠊࡢࡕⵦ㖝ᗑࢆႠࢇࡔே≀ࠋᙼࡀ
࠸ࢆࡋࡓࡇࡣࠊ∹፝᪂ሗ♫ẟΎ㞞ࡢᣦ♧ࡀീࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᰗ⏣ࡢⴭస  Ⅼࡣࠊᰗ⏣ࡢពᚿࡼࡗ
࡚༡᪉㏦ࡽࢀࡓࡼ࠺ゝࢃࢀࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡕࡽࡶ⏣㎶⏫ࡢᒸⱱ᭩ᗑࡽࡢ㉎ධ࡛࠶ࡿࠋ
3 ࠗ༡᪉⇃ᴋ᪥グ࠘㸱ᕳSࠋ
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ᖹ⾝࡞ࡿỈ⏣ࡢ୰❧࡚ࡿᡤㅝ⏣୰ࡢ᳃ࡢዴࡁࡣࠊᅵࢆ⨨ࡊࢀࡤ฿ᗏฟ᮶ࡲࡌࡁࡇೃ ᖹ
ཎᆅ᪉ᡤࠎࡢᑠᶞᯘ࠶ࡾ ⱗࡶ᳃࠶ࢀࡤᚲࡎ⚄࠶ࡿࡣ᪥ᮏ㢼ᬒࡢ୍≉Ⰽ᭷அೃ

 Ꮠྃࡢ㔜࡞ࡾ᪉ࡽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡᪉ᪧⶶ᭩୰ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡢࡉࡲࡽࡶࠊ༡᪉ࡀࠕ᭩࡛ࠖࠕᰗ
⏣ᅧ⏨Ặࡀᮏ㑥㢼ᬒࡢ≉㢼࠸ࡿ⏣୰⚄♫ࠖ㏙࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡢ⟠ᡤࡢࡇ⪃࠼࡚㛫㐪࠸࡞
࠸ࡼ࠺ࡔࠋ
 ࡇࢁ࡛ࠊ༡᪉ᪧⶶࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࡢ༡᪉ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣࠊࠗ㐲㔝≀ㄒ࠘ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡶࠊ⁁ཱྀ࣭
ᯇᒃࡼࡗ࡚ࡑࡢ୍ぴࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢ୍ぴࢆࡳ࡚⯆῝࠸ࡢࡣࠊ㤨⯉࡞༡᪉ࡣఝࡘࢃ
ࡋࡃ࡞࠸ࡇࠊࡇࡤ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ㸽ࠖࡸࠕ㸟ࠖࡔࡅࡢ᭩ࡁධࢀࡀ┠❧ࡘࡇ࡛࠶ࡿࠋᐇࡢࡇࢁࠊ
༡᪉⇃ᴋ㢧ᙲ㤋ᡤⶶࡢཎ㈨ᩱ࠶ࡓࡗ࡚ࡳࡿࠊࡇࡢ᭩ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣࡰࡍ࡚ࡀ㖄➹࡛グࡉࢀ࡚
࠸ࡿ ࠋࡢⶶ᭩ࡢ༡᪉ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣࢇࡢሙྜ➹ቚࠊࡋ࡚࣌ࣥࣥࢡ࡛࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡶࡲࡓ␗࡛࠶ࡿࠋ⊹୰࡛ࡢㄞ᭩࠸࠺≉Ṧ࡞ᶵ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀࠊ㖄➹࠸࠺ᖖ⏝
࡛ࡣ࡞࠸➹グ⏝ලࡢ⏝ࢆᙼᙉ࠸ࠊࡲࡓࡲࡓ᭩ࡁ㎸ࡳࡢෆᐜࡶࡑࡢ≧ἣࡀᙳ㡪ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࢆูࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠊࡇࡢ⟠ᡤࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣ≉␗࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࣮࣌ࢪ

ࡣࠊ

4

⁁ཱྀె௦ࠊᯇᒃ❳ࠕ༡᪉⇃ᴋⶶࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࠗ㐲㔝≀ㄒ࠘᭩ࡁ㎸ࡳᰗ⏣ᐄ᭩⡆࡛ࡢᣦࡢᑐ↷⾲ࠖ㱟㇂
Ꮫࠗᅜ㝿♫ᩥ◊✲ᡤ⣖せ࠘ ᖺSS
5 ᯇᒃ༳ᙳࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠊSࡢㄞグࠊS㞃ࡋ༳ࡢࡼ࠺᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓⶶ᭩⨫ྡࡔࡅࡀቚ
᭩࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣᚋ᪥ࡢ㏣グᛮࢃࢀࡿࠋ
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┿㸴㸸༡᪉⇃ᴋᪧⶶࠗ▼⚄ၥ⟅࠘Sࡢ᭩ࡁ㎸ࡳ


ឤჃ➢ࠕ㸟ࠖࡀ୕ࡘࠊྑᘬ⏝ࡋࡓࠕᡤㅝ⏣୰ࡢ᳃ࠖࡢㄒࡽࠕ᪥ᮏ㢼ᬒࡢ୍≉Ⰽࠖࡢㄒࡲ࡛ࡢࡕࡻ
࠺ୖࠊグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ከᘚከ⬟࡞༡᪉ࡀࠊࡇࡤࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡣࠊ⇃ᴋࡀࡇࡢグ㏙ࡽࡁ࡞㦫វࢆཷࡅ
ࡓࠊ࡞࠸ࡋ῝࠸ឤ㖭ࢆཷࡅࡓࡇࢆࡣࡗࡁࡾ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᭩ࠖ࠾࠸࡚ࠕᰗ⏣ᅧ⏨Ặࡀᮏ㑥
㢼ᬒࡢ≉㢼࠸ࡿ⏣୰⚄♫ࠖグࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࠊࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࡢࡇࡢ⟠ᡤᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ
࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ
 ࡋࡋࠊᰗ⏣ࡢᣦ༡᪉ࡼࡿゝཬࢆ࡞ࡽ࡚ㄞࡴࡶࡢࡣࠊࡇࡢ༡᪉ࡢゝཬࡣࡁ࡞㐪ឤ
ࢆぬ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋ୍ㄞࡋ࡚᫂ࡽ࡞㏻ࡾࠊᰗ⏣ࡢࡶࡢᩥ⬦࠾࠸࡚ࡣࠊḷᒣ┴す∹፝㒆ᒾ⏣
ᮧᒸࡢ⏣୰⚄♫࠸࠺≉ᐃࡢ⚄♫ࡀヰ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ㄽࡋ࡚ࠕ⏣ࡢ୰ࡢ᳃ࠖ⚄
ࡀ♭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡼࡃぢࡽࢀࡿගᬒ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࡽ࡛
࠶ࡿࠋ
 ㏻ᖖࡢ⌮ᛶࡢᣢࡕ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ゝཬࡢ᪉ࢆࡋ࡞࠸ࡇࡔࢁ࠺ࠋᬑ㏻ྡモࢆᅛ᭷ྡモ
ㄞࡳ᭰࠼ࠊ୍⯡ㄽࢆಶูㄽ⨨ࡁ࠼ࡿࠊㄗㅸ࡞࠸ࡋロᘚ㠀㞴ࢆཷࡅ࡚ࡶ⮴ࡋ᪉ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡞㆟ㄽ
ࡢࡍࡾ᭰࠼ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡᪉⇃ᴋࡀࠊࡑ࠺㞴ゎ࡛ࡶ࡞࠸ᰗ⏣ࡢᩥ❶ࢆࠊࡑࡢᩥ⬦࡞ࡾࡇࡤࡢព
࠾࠸࡚ㄗㄞࡋࡓࡣ⪃࠼ࡃ࠸ࡢࡔࡀࠊ⠊ᴫᛕࢆᅛ᭷ྡモࡋࡓࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊࡇࡇ࡛ࡢᰗ⏣
ࡢゝཬࡣࠊ᧦ㆤࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
 ࡋࡋࠊ༡᪉ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ពࡢࡍࡾ࠼ࡣࠊ࠶ࡿព࡛ࡣពᅗⓗ࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡶࡋࢀ࡞࠸
➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡦࡻࡗࡍࡿࠊ⊹୰࡛ㄞࡳ㐍ࡵ࡚࠸࡚ࡣࡌࡵ࡚ࡇࡢ⟠ᡤ⮳ࡗࡓࡁࡢ༡᪉ࡣࠊ⮬ศࡢᆅᇦࡢ
⚄♫ࡢࡇࢆᰗ⏣ࡀ▱ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡍ࡛ⴭస࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ࠸࠺㘒ぬ㸦ࡑࢀࡣࠊᮍ▱ࡢ▱㡢ࢆぢ
࠸ࡔࡋࡓ࠸࠺႐ࡧࡶࠊㄽⅬࢆඛྲྀࡾࢆࡉࢀࡓ࠸࠺↔⇱ឤࡶྵࢇࡔ㦫ࡁࡔࡗࡓࡔࢁ࠺㸧ࢆぬ࠼ࡓ
▐㛫ࡀࠊ࠶ࡗࡓࡢࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ⾪ᧁࢆཷࡅࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤ࡞࠾ࡉࡽࠊ⧞ࡾ㏉ࡋྫྷࡋ࡚ࡑࡢ
ㄽ᪨ࢆ☜ࡵࡿࡇࢆ༡᪉ࡣࡋࡓࡣࡎ࡛ࠊࡑࡢ㘒ぬࡀ༡᪉ࡢ࡞࡛ᣢ⥆ࡋࡓࡣࠊ⪃࠼ࡃ࠸ࠋࡑࡢ
ព࡛ࡣࠊᰗ⏣ࡢࠗ▼⚄ၥ⟅࠘࠾ࡅࡿࠕ⏣୰ࡢ᳃ࠖࠊ༡᪉ࡀࠕ᭩࡛ࠖᣦࡋࡓࠕ⏣୰⚄♫ࠖࡣࠊ
༡᪉ࡢ⬻࠾࠸࡚ࡶูࡢࡶࡢࡔࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ༡᪉⇃ᴋࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᒾ⏣ᮧᒸࡢ㙠Ᏺ♫ࠕ⏣୰ࠖ⚄♫࡛ࠊࡇࢀࡣᅛ᭷ྡモࡔࡗࡓࠋ᪉ᰗ⏣
ᅜ⏨ࡢㄽ㏙ࡣࠊ୍⯡ㄽࡋ࡚ࡢࠕ⏣୰ࡢ᳃࡛ࠖࠊ⏣ࡢ୰⚄ࢆ♭ࡿ♫ྀࡀ࠶ࡿࡇࢆ᪥ᮏࡢఏ⤫ಙ௮
ࡢ୍⯡ⓗ࡞≉Ⰽࡋ࡚ᣦࡍࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ༡᪉ࡣࠊࠕ⏣ࡢ୰⚄ࢆ♭ࡿ᳃ࡀ࠶ࡿࡇࢆᮏ㑥㢼ᬒࡢ
≉㢼ᰗ⏣Ặࡀ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᣦࡀᙜ࡚ࡣࡲࡾࠊྡ๓ࡶࡑࡢ㏻ࡾࡢព࡛࠶ࡿࠊ⏣୰⚄♫࠸
࠺⚄♫ࡀࠊṈࡢ㎶ࡾ࠶ࡿࠖࠊ᭩ࡃࡁࡔࡗࡓࠋ㏻ᖖࡢ᪥ᮏㄒࡼࡿㄽ⌮ⓗᙇࡢ࣮ࣝࣝࡽࡣࠊ
ࡑ࠺࠸ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡇ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿែࡣࠊ༡᪉⇃ᴋࡢ᪥ᮏㄒࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡗ࡚ᬑ㏻ࡢព࡛ㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
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㏱᫂࡞ࡶࡢࡣ㐪࠺ㄽ⌮ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋᰗ⏣ࡢࢸ࢟ࢫࢺ
⊹୰࡛᥋ࡋ࡚ࠊ༡᪉ࡀࡑࡢླྀ㏙ࢆⱄࡋྫྷࡋࡓ㸦࡛࠶ࢁ࠺㸧ࡼ࠺ࠊᗘࡣ༡᪉ࢆㄞࡴࢃࢀࢃࢀࡀࠊ
❧ࡕṆࡲࡾࠊᙼࡢླྀ㏙ࢆ⪃࠼┤ࡍࡇࡀᚲせࡔࠋྜ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆ༡᪉ࡀࡋࡓ๓ᥦࡍࢀࡤ㸦ࡑࡢࡇ
ࡣࠊỌ㐲᳨ドࡀᚲせࡔࡀ㸧ࠊᙼࡢླྀ㏙ࡣࠊᙼࡢᛮ⣴ุ᩿ࡽࡎࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡩࡘ࠺ࡢព
࡛ࡣࠕㄗㅸࠖࡔࡀࠊ༡᪉⇃ᴋࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓㄞࡳㄗࡾࢆࡍࡿே㛫ࡣࠊ㸦ᑡ࡞ࡃࡶ➹⪅ࡣ㸧ᛮ࠼࡞
࠸ࠋࡋࡋࠊ༡᪉ࡣᐇ㝿ࠊඛᘬ⏝ࡋࡓࡼ࠺࡞ࠕ㐺ษ࡞ࠖླྀ㏙ࢆࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊᙼࡀࡑ࠺᭩࠸࡚
ࡼ࠸⪃࠼ࠊ࡞࠸ࡋࡑ࠺᭩ࡃࡁ⪃࠼ࡓࡽࡔࡗࡓࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠊࡑ࠺⪃࠼࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢゝㄒつ
๎ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ༡᪉ࡢゝㄒㄽ⌮ࢆ⪃࠼┤ࡍࡇࡀࠊᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ༡᪉⇃ᴋࡢ᪥ᮏㄒࡣࠊࢃࡾࡃ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ពࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ỉ‽࡛ࡑ࠺
࡞ࡢࡔࡀ㸦ヰ㢟ࡢศᒱࡀ㢖⦾࡛ࠊ➽ࢆ㏣࠸ࡃࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡞ࡇࡸࠊ₎ᩥࡢ▱㆑ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⇍ㄒ
ࡋ࡚⇍ࡋ࡚࠸࡞࠸₎Ꮠㄒᙡࢆ㐀ㄒࡍࡿࡇ࡞̿̿≉⩻ヂᴫᛕ࡛̿̿ࠊࡉࡽࡣࠊ≉ᐃࡢㄞ⪅ࢆ
ᛕ㢌ࠊᑐヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺ಶูⓗ࡞ヰ㢟ࡸ㆟ㄽࡢᒎ㛤ࢆࡋࡀࡕ࡞ࡇ㸧ࠊᙼࡢᛮ⣴ࡸᛮᝨࡀࠊ
ᐈほⓗ᫂ᛌ࡞⾲⌧࡛࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༡᪉⊂≉ࡢゝ࠸ᅇࡋࡢഃࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠊࡶࡑ
ࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᰗ⏣ᅜ⏨ࡀࠗ▼⚄ၥ⟅࠘ࡵࡽࢀࡓᒣ୰➗ᐄ࡚᭩⡆ࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡋࡓࠊ᪥ᮏࡢ
ఏ⤫ⓗᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ࡢ⚄♫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣࠊᵝࠎ࡞Ⅼ࡛༡᪉⇃ᴋࡀඹ㬆ฟ᮶ࡿࡶࡢࡔࡗ
ࡓ ࠋࡑࡢᰗ⏣ࡀࠊෆ㛶ἲไᒁ࠾ࡼࡧ㈗᪘㝔᭩グᐁ࠸࠺㧗⣭⾜ᨻᐁࡢ❧ሙࡽࠊᏛ⏺࠾ࡅࡿ᭷ຊ
⪅࡛࠶ࡿ⏕≀Ꮫ⪅ࡢពぢ᭩ఏ㐩ࡢ௰❧ࡕࢆ⏦ࡋฟࡓࠊ࠸࠺≧ἣ࡛ࠊᰗ⏣࠸࠺௰⪅ࡢᏑᅾࢆᙉ
ࡃព㆑ࡋ࡞ࡀࡽグࡉࢀࡓ⚾ಙࠊ࠸࠺ࡢࡀࠊࠕ༡᪉᭩ࠖ࠸࠺ࢸ࢟ࢫࢺࡀᇳ➹ࡉࢀࡓ≧ἣࡢ㦵Ꮚ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓㄽ㏙୰࠾࠸࡚ࠊ⮬㌟ࡢ౯್ุ᩿㸦⏕ែᏛⓗࠊ♫Ꮫⓗ࠾ࡼࡧᆅᇦྐⓗ࡞㸧࠾࠸࡚ホ
౯ࡍࡁ౯್ࡀ࠶ࡿ⚄♫ࢆࠊಖࡢᑐ㇟ࡋ࡚ิᣲࡍࡿᩥ⬦࡛ࠊᒸࡢ⏣୰⚄♫ࢆ༡᪉ࡣ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⚄♫ࡣྡ๓ࡢ㏻ࡾᖹᆅࡢỈ⏣ࡢ୰ࡢ⚄♫࡛ࠊࡑࡢᇶᮏⓗ≉ᚩࢆࠊ㢮ᆺᴫᛕࡋ࡚ࠊࡑࢀࡶఏ⤫ಙ
௮ࡀᙧసࡗ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢ≉ᚩⓗᬒほࡋ࡚ࠊᰗ⏣ᅜ⏨ࡀࡍ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀࠊᙼࡢ⬻
ࡣ࠶ࡗࡓࠋ༡᪉ࡀࠕṈ㎶ᰗ⏣ᅧ⏨Ặࡀᮏ㑥㢼ᬒࡢ≉㢼࠸ࡿ⏣୰⚄♫࠶ࡾࠖグࡋࡓࡇࡣࠊ
ࠕ⏣ࡢ୰⚄ࢆ♭ࡿ᳃ࡀ࠶ࡿࡇࢆᮏ㑥㢼ᬒࡢ≉㢼ᰗ⏣Ặࡀ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᣦࡀᙜ࡚ࡣࡲࡾࠊ
ྡ๓ࡶࡑࡢ㏻ࡾࡢព࡛࠶ࡿࠊ⏣୰⚄♫࠸࠺⚄♫ࡀࠊṈࡢ㎶ࡾ࠶ࡿࠖ࠸࠺ࠊᙼࡢ⬻࠶ࡗࡓ
ᛮ࠸ࡢࠊࡁࢃࡵ࡚⚾ⓗ࡞ゝⴥ㐵࠸ࡼࡿ⾲᫂࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ⏣୰⚄♫ࠖ࠸࠺ࡇࡤࡀࠊ
≉ᐃಶูࡢᏑᅾࢆᣦࡍᅛ᭷ྡモࠊࠕᰗ⏣ࡢ࠸࠺⏣ࡢ୰ࡢ⚄♫ࠖ࠸࠺ࠊᡤ᭷᱁ࡢᅛ᭷ྡモࢆక࠺ಟ
㣭ㄒࡼࡗ࡚㝈ᐃࡉࢀࡓ㸦ࡘࡲࡾࠊᘬ⏝ࡉࢀࡓ㸧⠊ᴫᛕࡢ㔜ࡢពࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ࠸᪉ࡀࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᰗ⏣ࢆㄗㄞࡋࡓࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ࡞࠸ࠋ
 ྜ⌮ⓗ࡞ពぢ㝞㏙ࡢゝㄒࡋ࡚ࡣ࠸ࡶ⯉㊊ࡽࡎ࡞ࠊ᫂ᛌࡉࢆḞ࠸ࡓࡶࡢ࠸࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡞
ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼࡢ⬻࠶ࡿᛮࡀࡁ࡞Ṍᖜ࡛๓㐍ࡍࡿ㝿ࠊᙼࡀ➹࡛グࡍ㸦᭩⡆ࡢ㸧

6

ᯇᒃࡀὀ㸯ࡢᩥ⊩࡛ࠊ୧⪅ࡢᛮࡢྜ⮴Ⅼࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆཧ↷ࠋ
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ゝㄒࡀࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ⣽㒊ࢆྲྀࡾࡇࡰࡋ࡚࠸ࡗࡓࠊࡇࢀࡣࡑࢇ࡞᫂ᛌࡉ࡛࠶ࡿࠋ༡᪉ࡢ㆟ㄽࢆㄞࢇ
࡛࠸ࡿࠊࡑ࠺ࡋࡓ⯉㊊ࡽࡎឤ㐼㐝ࡍࡿࡇࡀࠊᐇࡣࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᧦ㆤࡸṇᙜࢆࡍ
ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊ༡᪉ࡢゝㄒࡀࡋࡤࡋࡤࡳࡏࡿࠊወጁ࡞ㄽ⌮ࡢ୍㠃࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ༡᪉
ࡢ୰࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙼ⮬㌟ࡢྜ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡼࡾࡴࡋࢁࠊ࠾ࡑࡽࡃ⮬ࡽ㊊ࢆ㐠ࡧࠊ᳜⏕ࢆᏊ⣽ほ
ᐹࡋࡓ⏣୰⚄♫ࡢ⏕ែ⣔ࡢලయⓗ࡞ᫎീグ᠈࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ౯್ࢆゝ࠸ᙜ࡚ࡓࡢࡼ࠺࡞ᰗ⏣ࡢⴭసࢆ
⊹୰࡛ࡣࡌࡵ࡚║ࡋࡓ㝿ࡢ⾪ᧁࡢឤぬ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡤࡀ㏻ᖖࡢㄽ⌮ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡍࡿពࡣูࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢྥࡇ࠺ഃᏑᅾࡍࡿᛮ࠸ࢆᢸࢃ
ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊᢸ࠸ࡁࢀࡎᮍᡂ⇍࡞ࡲࡲࡢጼࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࠊྜ⌮ⓗㄞゎࡋࠊ⌮ゎࡋࡼ࠺
ࡍࡿㄞ⪅ࢆ㌑ࡏࠊ❧ࡕṆࡲࡽࡏࡿࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㞴Ⅼࡀࠊ༡᪉⇃ᴋࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣᶓ⁄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡
᪉ࡢࡇࡤࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ๓ࢇ࡞ᙼࡢᛮ࠸ࡀ࠶ࡿࠊࡑࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊ༡᪉ࡢぢࡓࡶ
ࡢࢆぢࠊ༡᪉ࡢㄞࢇࡔࡶࡢࢆㄞࡴࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋᙼࡢᛮ⣴ࡢዟᗏࡣࠊ࠶ࡓࡶᶋࡢᕧᶞࡢ᰿ᮏ
ᢪ࠼ࡽࢀࡓ▼㐀ࡾࡢᡭỈ㖊ࡢࡼ࠺ࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶጼࢆኚ࠼࡞࠸ᙼࡢཎయ㦂ࡀࠊጼࢆぢࡏࡎᢪ࠼㎸
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ

㹙㝃グ㹛 ┿㸰㹼㸳ࡣࠊᖺ᭶᪥ࠊ➹⪅ᙳࠋ㸯࠾ࡼࡧ㸴ࡣࠊ༡᪉⇃ᴋ㢧ᙲ㤋ᥦ౪ࠋ
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༡᪉⇃ᴋࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥ㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
၈⃝ ኴ㍜㸦᪩✄⏣Ꮫ♫⛉Ꮫ⥲ྜᏛ⾡㝔࣭ຓᩍ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢸࣞࣃࢩ࣮ࠊSPRࠊ༡᪉⇃ᴋࠊࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣐࣮ࣖࢬ

ࡣࡌࡵ
ࡳ࡞ࡓࡃࡲࡄࡍ

▱ࡢᕧே࣭༡᪉⇃ᴋ 㸦1867㹼1941 ᖺ㸧ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ᴟࡵ࡚᭱ึᮇࠕtelepathy ࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ㛵
ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࢇ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࠕࢸࣞࣃ
ࢩ࣮ࠖ࠸࠺㸦ㄡࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸㸧ゝⴥࢆࠊ୍యㄡࡀసࡗࡓ࠸࠺ࡇࡉ
࠼▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢㄒࡣࠊᚰ㟋◊✲⪅࡛࠶ࡗࡓࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣐࣮ࣖࢬ㸦Frederick William
Henry Myers, 1843㹼1901 ᖺࠊྂᩥᏛ⪅࣭リே㸧ࡼࡿ㐀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣖࢬࡢ▱ྡᗘࡣࠊ᪥ᮏ
࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚ప࠸ࠋ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠕsupernormal ㉸ᖖࠖ࠸࠺ㄒࢆసࡗࡓࡢࡶ࣐࣮ࣖ
ࢬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᙼࡣࠊࠕsbliminal-self ₯ᅾ⮬ᕫࠖ࠸࠺ㄒࢆ࠸ࡕ᪩ࡃ⏝࠸ࠊC.G.ࣘࣥࢢᙳ㡪ࢆ
࠼ࠊࡉࡽࡣ S.ࣇࣟࢺࢆึࡵ࡚ࢠࣜࢫ⤂ࡋࡓே≀࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࣐࣮ࣖࢬࡼࡿ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡢసᡂ⤒⦋ࡑࡢ࿘㎶ࡘ࠸࡚ࠊ⇃ᴋࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ

1ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘ࡣࠊ
ࠗ㞟࠘␎グࡋࡓࠋ
࣭
ࠗ㞟࠘㸻༡᪉⇃ᴋⴭ㸭ᒾᮧᚸ࣭ධ▮⩏㧗࣭ᒸᮏΎ㐀┘ಟࠊ㣤↷ᖹᰯゞࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟 1㹼10
ᕳࠊูᕳ 1ࠊ2࠘
ࠊᖹซ♫ࠊ1971㹼1975 ᖺ
2ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ᪥グ࠘ࡣࠊ
ࠗ᪥グ࠘␎グࡋࡓࠋ
ί
ࠗ᪥グ࠘㸻༡᪉⇃ᴋⴭ㸭㛗㇂ᕝ⯆ⶶᰯゞࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ᪥グ 1㹼4 ᕳ࠘
ࠊඵᆏ᭩ᡣࠊ1987㹼1989 ᖺ
3ࠊ
ࠗ㧗ᒣᑎⶶ ༡᪉⇃ᴋ᭩⩶ ᅵᐅἲ㱟ᐄ 1893㸫1922࠘ࡣࠊ
ࠗ㧗ᒣᑎ㈨ᩱ࠘␎グࡋࡓࠋ
࣭
ࠗ㧗ᒣᑎ㈨ᩱ࠘㸻༡᪉⇃ᴋⴭ㸭ዟᒣ┤ྖ࣭㞼⸨➼࣭⚄⏣ⱥ⦅ࠊ
ࠗ㧗ᒣᑎⶶ ༡᪉⇃ᴋ᭩⩶ ᅵᐅἲ
㱟ᐄ 1893㸫1922࠘
ࠊ⸨ཎ᭩ᗑࠊ2010 ᖺ
4ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ ᅵᐅἲ㱟 ᭩⡆࠘ࡣࠊ
ࠗ ᭩⡆࠘␎グࡋࡓࠋ
࣭
ࠗ ᭩⡆࠘㸻༡᪉⇃ᴋ࣭ᅵᐅἲ㱟ⴭ㸭㣤↷ᖹ࣭㛗㇂ᕝ⯆ⶶ࣭୰ἑ᪂୍⦅࣭ゎㄝࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ ᅵ
ᐅἲ㱟 ᭩⡆࠘
ࠊඵᆏ᭩ᡣࠊ1990 ᖺ

㸯ࠊ⇃ᴋࡼࡿࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡢ⏝
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⇃ᴋࡀࠊ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ1࠸࠺ゝⴥࢆᩥ❶࠾࠸࡚ึࡵ࡚⏝ࡋࡓࡢࡣࠊ1902 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥㸦᥎
ࡂ࠺ࡾࡹ࠺

ᐃ㸧ࡢ ᅵᐅἲ㱟 㸦1885㹼1923 ᖺࠊ┿ゝൔࠊ⇃ᴋࡣࣟࣥࢻ࡛ࣥ▱ࡾྜ࠸ࠊࡑࡢᚋ᭩⡆ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ
⾜ࡗࡓ㸧ᐄ࡚᭩⡆࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ

ᅄᖺィࡾ๓ⱥᅜ⛉Ꮫዡບ࡚ணࠕ᪥ᮏᩪᚷ⪃ࠖࢆㄞࡾࠊṈࡁࡢ㛗ࢸࣞࣃࢩ࣮㸦⚄㏻ࠊࡕ
ேࡢᛮࡩࡇࢆࡑࡢࡲࡲ▱ࡿἲࠊཪఏࡿἲ㸧ࡣᚋᮃࡳ࠶ࡾࠊᑬࡶ㦂✲ࡍࡋ࠸ࡦᒃࡓࡾࠋ
ཪദ╀⾡࡞ࡶ⇃ᴋࡢᚰస⏝ࢆ㈗ୗࡢᚰఏ࠼ࠊ୍ேࢆேࠊேࢆ୍ே࡞ࡋ␌ࡿ᪉࠶ࡾࠋ
ࡇࢀࡽࡣỴࡋ୍࡚➗㝃ࡋཤࡿࡁ㠀ࡎࠋ◊✲ࡏࡤ≀ᚰ௨ୖࠊࡕࡏࡵ࡚ࡣ⢭⚄⏺ࡢཎ๎ࢆ▱ࡿ
➃⥴࡞ࡽࢇࠋ
㸦1902 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥㸦᥎ᐃ㸧ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆㸧
㹙㧗ᒣᑎ㈨ᩱ㸸277㹛

ࠕᅄᖺィࡾ๓ࠖࡣࠊ⇃ᴋࡀࣟࣥࢻࣥᅾࡋ࡚࠸ࡓࡁࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡣ 1892 ᖺࡽ 1900
ᖺࡲ࡛ࣟࣥࢻࣥ㐟Ꮫࡋ࡚࠸ࡓࠋ⇃ᴋࡣࠕ᪥ᮏᩪᚷ⪃㸦ⱥ㢟͂On Tabu in Japan in Ancient, Mediaeval,
and Modern Times̓㸧
ࠖࢆᇳ➹ࡋࠊࡇࢀࢆ 1898 ᖺ㛤ദࡉࢀࡓⱥᅜ⛉Ꮫ⯆༠㸦British Association
for the Advancement of Scienceࠊ㏻⛠ BAAS㸧㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ⇃ᴋࡣཎ✏ࢆ㏦ࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊ
ࡇࡢࡣཧຍࡋ࡞ࡗࡓࠋཎ✏ࡣ௦ㄞࡉࢀࡓᛮࢃࢀࡿࠋBAAS ࡢᙜࡢ㛗ࡣࠊ࣒࣭࢘ࣜࢡ
ࣝࢵࢡࢫ㸦Sir William Crookes, 1832㹼1919 ᖺࠊᏛ⪅࣭≀⌮Ꮫ⪅㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࢡࣝࢵࢡࢫࡣࠊࡇ
ࡢ࠾࠸࡚ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࡣᚋᮃࡳ࠶ࡾࠖㅮ₇ࡋࡓࡼ࠺ࡔࠋᏛ⪅࣭≀⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓࢡࣝࢵࢡ
ࢫࡣࠊᚰ㟋⌧㇟ࡶ⯆ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ1896㹼97 ᖺࡣࠊⱥᅜᚰ㟋⌧㇟◊✲༠㸦The Society for
Psychical Researchࠊ㏻⛠ SPR 2㸧ࡢ㛗ࡶົࡵࡓࠋ


㸰ࠊ635 Ⓨ㊊ࡢ⤒⦋
SPR ࡣࠊ1882 ᖺ 2 ᭶ 20 ᪥Ⓨ㊊ࡋࡓࠋึ௦㛗ࢆࠊࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛ 3ࡢ⌮Ꮫᩍᤵ࡛࠶ࡗࡓ࣊
⇃ᴋࡣࠊᇶᮏⓗࠕtelepathyࠖࢆࠊࡑࡢࡲࡲࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖゝ࠺ࠋ1904 ᖺ 4 ᭶ 17 ᪥㹼6 ᭶ 15 ᪥᭩ࢀࡓ
ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆㹙Ṋෆ㸸68㹛࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᚰ⚄㏻ࠖ᭩ࡁࠊࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࣝࣅࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2 ➹⪅ࡣࠊ2014 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥㹼9 ᭶ 11 ᪥ࡲ࡛ࠊࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࠊSPR ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆⓎ㊊
ᙜࡽ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊPSPR ᕳᮎࡢ Member List㸦1903 ᖺ㸧ࠊAnesaki, M.,
࠶ࡡࡉࡁࡲࡉࡣࡿ
Japanese ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊጜᓮṇ㸦ྕ࣭ლ㢼ࠊ1873㹼1949 ᖺ㸧ࡔᛮࢃࢀࡿࠋᙼࡇࡑ᪥ᮏேึࡢ SPR ဨ
࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍᏛ⪅ࠊᮾᩍᤵࡋ࡚ⴭྡ࡞ጜᓮࡣࠊ1900 ᖺࢻࢶࠊࢠࣜࢫࠊࣥࢻ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡿࠋ1903 ᖺ
ᖐᅜࡋࡓࠋᖐᅜᚋࠊᮾ࡛ึࡵ࡚㛤࠸ࡓㅮ⩏ࡣࠕ⚄⛎⩏ࠖ㛵ࡍࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ 1923㹼1934 ᖺࡲ࡛ᮾ࡛ᅗ
ࡋࡻ࠺ࡇ࠺
᭩㤋㛗ࢆົࡵࠊ㛵ᮾ㟈⅏࡛↝ኻࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢ⯆ᑾຊࡋࡓࠋጜᓮࡢⴭ᭩ࠗάࡢ ᭖ ග ࠘ࡣࠊࠕឤᛂ㏻ࠖ
ࡩࡃࡽ࠸ࡶࡁࡕ
ࡳ ࡩ ࡡ ࡕ ࡙ ࡇ
࡞࠸࠺ゝⴥࡶฟ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ 1910 ᖺ 9 ᭶ࡣ⚟᮶ྜྷࡼࡿᚚ⯪༓㭯Ꮚࡢ㏱どᐇ㦂❧ࡕࡗ࡚࠸ࡿࠋጜᓮ
ࡣࠊ1909 ᖺ✺ዴࡋ࡚ SPR ࢆ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛࡣࠊ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶ⮬↛⛉Ꮫศ㔝࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᴗ⦼ࡀୡ⏺ⓗࡶ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࡼࡃ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡣ 80 ேࢆ㉸࠼ࠊୡ⏺᭱ከࢆࡗ࡚࠸ࡿ㸦୍᪉࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻࡣேᩥ࣭♫⛉
Ꮫศ㔝࡛ඃࢀࡓேᮦࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ࠼ࡤࠊࢽ࣮ࣗࢺࣥࠊࢲ࣮࢘ࣥࠊ࣮࣍࢟ࣥࢢ࡞ࡣⰋࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐇࡣ⮬↛⛉Ꮫࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྂ᮶ࠊ࢜࢝ࣝࢸࢬ࣒◊✲ࡶ㠀ᖖ┒ࢇ࡞ሙᡤ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋᐇࡣࠊ1899 ᖺ๓ᚋࡇࡢࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛ᪥ᮏᏛㅮᗙࢆ㛤タࡋࠊ⇃ᴋࢆࡑࡇࡢຓᩍᤵࡍࡿ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ⇃ᴋࡼࡿࠊ➨ḟࣥࢢ࣭࣮ࣟ࣎ᡓத㸦㏻⛠࣮࣎ᡓதࠊ༡ࣇࣜ࢝ᡓத㸧ࡢຨⓎ
1
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࣮࣭ࣥࣜࢩࢪ࢘ࢵࢡ㸦Henry Sidgwick, 1838㹼1900 ᖺ㸧ࡀົࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡢⓎ㊊࣓ࣥࣂ࣮
ࡢ୰ᚰⓗே≀ࡀࠊࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣐࣮ࣖࢬ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛ㸦ࢺࣜࢽࢸ࣭
࢝ࣞࢵࢪ㸧ᅾᏛ୰ࢩࢪ࢘ࢵࢡᖌࡋࠊࡑࡢᚋࡶᙼࢆே⏕ࡢᖌ௮࠸ࡔࠋᚋ࣐࣮ࣖࢬ⮬㌟ࡶ
SPR 㛗ࢆົࡵࡿ㸦1900 ᖺ㸧ࡇ࡞ࡿࡀࠊึ௦㛗ࡋ࡚ࢩࢪ࢘ࢵࢡࢆᤣ࠼ࡓࡢࡣࠊ࠸ࡃࡘ
ࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡎࠊᙜࢩࢪ࢘ࢵࢡࡣࠊဴᏛ⪅࣭⌮Ꮫ⪅ࡋ࡚ᗈࡃୡ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓୖࠊ
ᖜᗈ࠸ே⬦ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋḟࠊࠕከࡃࡢேࠎࢆࠊ࠺ࡗࡾࡍࡿᩗ㐲ࡉࢀࡡ࡞࠸ࡇࡢ
ចࡁࡘࡅࡿࡔࢁ࠺ࠖ
㹙୕ᾆ㸸118㹛ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ⇃ᴋࡣࠊSPR ࢆࠕᚰ⌮◊✲ࠖ
ࠕᗃ㟋➼ࡢࠖ
ࠕᛮ㆟ࠖ
ࠕࣟࣥࢻࣥᛮ㆟ࠖ࡞ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ἲ㱟ࡣࠊࡇࡢ㠀ᖖ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⇃ᴋㄪᰝࢆ౫㢗ࡍࡿ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊἲ㱟ࡽ
⇃ᴋᐄ࡚ࡓ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᭩⡆ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡲࡓ࢚࢘ࢫࢺ࣭࣑ࣥࢫࢱ࣮ᑎࡢෆࠕࢯࢧࢳ࣮࣭࣮࣭࣍ࣝࢧ࣮࣭࢟࢝ࣝࣜࢰ࣮ࣝࢳ࣮ࠖ࠸࠺
ࡶࡢ࠶ࡾ࡚ࠊࡋࡁࡾᗃ㟋➼ࡢࡇࢆྲྀࡾㄪ࠾ࡾೃ⏤ࠋ͐㸦୰␎㸧͐ᚚྲྀࡾㄪୗࡉࡽࡎࡸࠊ㢪
࠸ୖࡆೃࠋ
㸦᪥᫂ࠊ༡᪉⇃ᴋᐄ᭩⡆㸧
㹙 ᭩⡆㸸8㹛

ࡇࡇ࡛ἲ㱟ࡀゝ࠺ࠕࢯࢧࢳ࣮࣭࣮࣭࣍ࣝࢧ࣮࣭࢟࢝ࣝࣜࢰ࣮ࣝࢳ࣮ࠖࡣࠊThe Society for
Psychical Researchࠊࡘࡲࡾ SPR ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋSPR Ⓨ㊊ᙜࠊົᡤ㸦ࣟࢵࢪ㸧ࡣࠊ
ࠕ14, Dean’s
Yard, Westminster, S. W.ࠖ
㹙PSPR1㸸6㹛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺ࣭࣑ࣥࢫࢱ࣮ᑎ㝔㞄᥋ࡍ
ࡿࢹ࣮ࣥࢬ࣮ࣖࢻෆ࡛࠶ࡿࠋࣟࣥࢻࣥࡢ┿ࢇ୰ࡢ୍➼ᆅゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋἲ㱟ࡀࠊࣟࣥࢻࣥ
࠸ࡓ⇃ᴋㄪᰝࢆ౫㢗ࡋࡓᮇࡶࠊ࠺ࡸࡽࡇࡇົᡤࡣ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔ㸦ࡇࡢ㡭ࠊ⇃ᴋࡣ࢜࢝ࣝ
ࢸࢬ࣒࡞ࡾⓗ࡛ࠊSPR ࡢㄪᰝࡶ⾜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸧
ࠋᅉࡳ SPR ࡣࠊ⌧ᅾ㸦2015 ᖺ 1 ᭶㸧
ࠊ
ࠕ49 Marloes Road, Kensington, W8, 6LAࠖ
㹙SPR࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㹛ࠊఫᏯ⾤ࡢ୍ゅࡦࡗࡑࡾ
ົᡤࢆᵓ࠼࡚࠸ࡿ㸦ᆅୗ㕲ࣁ࣭ࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢣࣥࢪࣥࢺࣥ㥐ࡽᚐṌ 10 ศ㸧
ࠋ
SPR ࡣࠊࢩࢪ࢘ࢵࢡࠊ࣐࣮ࣖࢬࡢࠊ࢚ࢻ࣐ࣥࢻ࣭࣮࢞ࢽ࣮㸦Edmund Gurneyࠊ1847㹼
1888 ᖺࠊᚰ⌮Ꮫ⪅㸧
ࠊ࣮ࢧ࣮࣭ࢪ࢙࣒ࢬ࣭ࣂࣝࣇ࢛㸦Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour,
1848㹼1930 ᖺࠊᨻᐙࠊဴᏛ⪅㸧ࡽࢣࣥࣈࣜࢵࢪࡢඃ⚽࡞▱㆑ேࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋᙜ SPR ࡛ࡣࠊ⮬ື
Ⓨヰࠊே㛫ྠኈࡢࢸࣞࣃࢩ࣮ಙࡢྍ⬟ᛶࠊദ╀⾡ࢸࣞࣃࢩ࣮ࡢ㛵ಀࡇࡑࡀࠊᚰࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚
ఱࢆゎ᫂ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊ㞟୰ⓗ࡞◊✲ㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 4ࠋSPR ࡣ 1882 ᖺ 7 ᭶ Proceedings
ࡼࡾࠊࡇࡢヰࡣ࠾ὶࢀ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽࡋ࠸ࠋ
4 ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊSPR ࣓ࣥࣂ࣮ᩘࠎࡢᚰ㟋ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋSPR ົᡤࡣㄽࡢࡇࠊࡋࡤࡋࡤࡑࡢ⯙ྎ࡞ࡗ
ࡓࡢࡀࠊࠕ࣐࣮ࣖࢬࡢ⮬Ꮿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ➹⪅ࡀࡢᩥ⊩ࢆぢ࡚ࡶࡑࡢሙᡤࡣࠕ࣐࣮ࣖࢬࡢᐙࠖࠕࢣࣥ
ࣈࣜࢵࢪࡢ࣐࣮ࣖࢬࡢ⮬Ꮿࠖࡋ㍕ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ ᅇࠊSPR ࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆ⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢሙᡤ
ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࢀࡣࠊLeckhampton House ࡛࠶ࡿࠋࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛᅗ᭩㤋ࡽṌ࠸࡚ 10 ศ࠶ࡿࡑࡢᒇᩜࡣࠊ ᘓ⠏ᐙࡢ
࣒࢘ࣜ. C. ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸦William C. Marshall㸧࠸࠺ே≀ࡼࡗ࡚ 1881 ᖺタィ࣭ᘓ⠏ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚᭱
ึࡢఫேࡀ࣐࣮ࣖࢬࡑࡢேࡔࡗࡓ㸦ኵேඹධᒃ㸧ࠋ⌧ᅾࡣࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࢡࣜࢫࢸ࣭࢝ࣞࢵ
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for the Society for Psychical Research㸦ᮏ✏࡛ࡣࠊPSPR ␎グࡍࡿ㸧
ࠗSPR ⣖せ࠘➨ 1 ᕳࢆࠊ1884
ᖺ 2 ᭶ Journal of the Society for Psychical Research㸦ᮏ✏࡛ࡣࠊJSPR ␎グࡍࡿ㸧
ࠗSPR ሗ࠘
➨ 1 ྕࢆⓎหࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡶࠊPSPR ࡣᐃᮇࠊJSPR ࡣᏘหⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡳࡘࡃࡾࡆࢇࡥࡕ

 ᅉࡳ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊ1886 ᖺୖ㸦1858㹼1919 ᖺࠊᩍဴᏛ⪅࣭ᩍ⫱ᐙ㸧ࡀࠊ⟪సඖඵ
ࡓ࡞ࡔ࡚࠶࠸ࡁࡘ

ࡘࡰ࠺ࡕࡋࡻ࠺ࡼ࠺

㸦1862㹼1919 ᖺࠊṔྐᏛ⪅㸧ࠊ⏣୰㤋ឡᶲ 㸦1856㹼1952 ᖺࠊᆅ⌫≀⌮Ꮫ⪅㸧ࠊ ᆤ ෆ ㏯ 㐶 㸦1859
ࡳࡸࡅࡏࡘࢀ࠸

㹼1935 ᖺࠊᑠㄝᐙ࣭ホㄽᐙ㸧ࠊ୕Ꮿ㞷ᕊ 㸦1860㹼1945 ᖺࠊဴᏛ⪅࣭ホㄽᐙ㸧࡞ከᒱࢃࡓࡿ◊✲
⪅ࡓࡕඹࠕᛮ㆟◊✲ࠖ࠸࠺ࢆⓎ㊊ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋSPR Ⓨ㊊ᚋࢃࡎ 4 ᖺᚋࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡀ SPR ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋࡋࡋࠕᛮ㆟◊✲ࠖࡣࠊࡢẼࡢࡓ
ࡵࠊ┠❧ࡗࡓᡂᯝࢆᣲࡆࡿࡇ࡞ࡃࠊࡍࡄఇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

㸱ࠊ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺㐀ㄒ
ㄒ※ⓗࡣࠊ
ࠕtelepathyࠖࡢࠕtel-ࠖࡣ㐲㝸ࠊ
ࠕpathyࠖࡣឤࢆ⾲ࡍࠋࡘࡲࡾࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡣࠊ
㐲ࡃ࠸ࡿ⪅ࡶ࠺୍ேࡢ⪅ࡢឤࡀ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᛮ⪃ࡶ㸧ఏࢃࡿ࠸࠺࠸࠺࡛࠶ࡿࠋࠕࢸࣞࣃ
ࢩ࣮ࠖ㛵ࡍࡿᑓ㛛᭩ࡣࠊࠕ࣐࣮ࣖࢬࡢ㐀ㄒࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࣐࣮ࣖࢬࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓㄒࠖ
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ࠼ࡤࠗ⢭⚄ศᯒ࠘ࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢸࣞࣃࢩ࣮ࠝ㐲㝸ఏᚰࠞ㹙ⱥ㹛telepathy㸸୍⯡ᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊ1882 ᖺ࣐࣮ࣖࢬ Myers, F.ࡀᥦ
ၐࡋࠊᐇ㦂㉸ᚰ⌮Ꮫࡢ☜❧⪅ࣛࣥ Rhine, J. B. ࡀ 1934 ᖺ㏱どࠊண▱ࢆྵࡴ㉸ឤぬⓗ▱ぬ㸦ESP:
extrasensory perception㸧ࡢ୍ᆺࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡓࠋ㹙ᑠṈᮌ㸸354㹛

ࡢ࠾࠸࡚ࡶྠᵝࠊయ࣐࣮ࣖࢬࡼࡗ࡚ࡇࡢㄒࡀᥦၐࡉࢀࡓࡇࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋࠊᙼࡀࡇ࡛᭱ึ⏝࠸ࡓࡢࡣ㏙ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡀࠊึࡵ࡚බฟࡓࡢࡣࠊPSPR ࡢ➨ 1 ྕ㸦1882 ᖺ 12 ᭶ྕ㸧࠶ࡿࠋ

......and we venture to introduce the words Telæsthesia and Telepathy to cover all cases of
impression received at a distance without the normal operation of the recognized sense organs.
㹙PSPR1㸸147㹛
 ͐͐ࡑࡋ࡚ᡃࠎࡣࠊㄆ㆑ឤぬჾᐁࡢ୍⯡ⓗᣲࡆࡽࢀࡿാࡁ࡞ࡋ㊥㞳ࢆ㝸࡚࡚ཷࡅྲྀࡽࢀࡿឤ
ࡢືࡁ㛵ࡍࡿ࡚ࡢࢆ⥙⨶ࡍࡿ Telæsthesia 5ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࢆ⪃ࡍࡿࠋ
㸦ヂ

ࢪࡢᏛ⏕ᑅෆ࠶ࡾࠊࣞࢭࣉࢩ࣭࣮ࣙࣥ࣍ࣝࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5 ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡶ⤂ࡉࢀࡓ Telæsthesia ࡔࡀࠊࡑࡢᚋ࣐࣮ࣖࢬࡣఱᗘ♧ࡍࡀࠊୡ㛫ࡣᾐ㏱ࡋ࡞
ࡗࡓࠋ୍᪉ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡣࠊSPR ဨෆࡣࡶࡼࡾⱥᅜෆ⇿Ⓨⓗᗈࡲࡗࡓࠋ
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̿၈⃝㸧

ୖグࡢෆᐜࡣࠊ͂REPORT OF THE LITERARY COMMITTEE̓࠸࠺ࣃ࣮ࢺグࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSPR Ꮫ⾡ጤဨࡢグ㘓࡛࠶ࡾࠊࡢฟᖍ⪅ࡣ࣐࣮ࣖࢬࢆྵࡵ 6 ྡ࠸ࡓࠋࡋࡋὀព
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇࡇࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࢆࠊ࣐࣮ࣖࢬࡀᥦၐࡋࡓࡣグ㍕ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
1901 ᖺࠊ࣐࣮ࣖࢬࡣ࣮࣐࡛ࣟṚࡍࡿࠋ࣐࣮ࣖࢬࡢṚᚋࠊᙼࡢ SPR ࠾ࡅࡿᩘ༑ᖺΏࡿᡂ
ᯝࢆࡲࡵࡓⴭ͆Human Personality and Its Survival of Bodily Death vol,1 & 2 ͇㸦ᮏ✏࡛ࡣ
ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠶ࡿ࠸ࡣ HP ␎グࡍࡿ㸧 6ࡀࠊ1903 ᖺ 2 ᭶Ⓨหࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ᙼࡢ㑇✏ࢆࡶ⦅⧩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᭩ࡣࠊࠕᗎㄽࠖࠕே᱁ࡢศࠖࠕኳᡯࠖࠕ╧╀ࠖࠕദ
╀⾡ࠖࠕ▱ぬୖࡢ⮬ືస⏝ࠖࠕṚ⪅ࡢᗁᙳࠖࠕ➽⫗ୖࡢ⮬ືస⏝ࠖࠕࢺࣛࣥࢫ࣭៰౫࣭࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮ࠖ
ࠕ⤖ㄒࠖࡢ 10 ❶ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⏝ㄒ㞟ࡢḍࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

……I first suggested them in 1882. Telepathy may still be defined as “the communication of
impressions of any kind from one mind to another, independently of the recognized channels of
sense.”㹙HP1㸸xxii㹛
 ͐͐⚾ࡣ 1882 ᖺࡑࢀࡽ࠙Telæsthesia ࢸࣞࣃࢩ࣮ࠚࢆึࡵ࡚♧ࡋࡓࠋࢸࣞࣃࢩ࣮ࡣࠊ
ࠕㄆ㆑ឤ
ぬჾᐁࡢ⤒㊰ࡣ↓㛵ಀ⾜࡞ࢃࢀࡿ࠶ࡿ⪅ࡽࡶ࠺୍ேࡢ⪅ࡢ࠶ࡽࡺࡿឤࡢಙࠖࡋ࡚ᐃ
⩏ࡉࢀ࠺ࡿࠋ
㸦ヂ࣭
࠙ࠚෆ̿၈⃝㸧

ࡇࡇ࡛࣐࣮ࣖࢬࡣࠊࡇࡢࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࢆࠕ1882 ᖺึࡵ⚾ࡀ♧ࡋࡓࠖ
ࠊ㏙࡚࠸
ࡿࠋ➹⪅ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ☜ࠊ1882 ᖺ 2 ᭶ 11 ᪥ࡢ࣐࣮ࣖࢬࡽࢩࢪ࢘ࢵࢡࡢ᭩⡆ࡢ୰࡛
ࡇࡢࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ

What do you think of the words telæsthesia, telæsthec, telepathy, telepathic which I have just
invented?
⚾ࡀࡋࡓ telæsthesiaࠊtelæsthecࠊࢸࣞࣃࢩ࣮ࠊࢸࣞࣃࢩࢵࢡ࠸࠺ㄒࡘ࠸࡚࠶࡞ࡓࡣ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦1882 ᖺ 2 ᭶ 11 ᪥ࢩࢪ࢘ࢵࢡᐄ᭩⡆ࠊヂ̿၈⃝㸧
㹙Trevor㸸121㹛

࣐࣮ࣖࢬࡣࠊᖌ࣭ࢩࢪ࢘ࢵࢡࠊ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡘ࠸࡚ࡋࡓࡀࠊ࠺ᛮ࠺⪺
࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᭩⡆ᑐࡍࡿࢩࢪ࢘ࢵࢡࡢ㏉ࡣࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

6

ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࡣࠊ2015 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ヂ࣭ห⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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ࡶࡃࠊ1882 ᖺ 2 ᭶ࠊ࣐࣮ࣖࢬࡼࡗ࡚ࡇࡢㄒࡣ⪃࠼ࡽࢀࠊSPR Ꮫ⾡ጤဨ࡛⤂ࡉࢀࠊྠ
ᖺ 12 ᭶ࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺࡀ PSPR ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊୡ▱ࡽࢀࡿࡇࢁ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࢸ
ࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡀసࡽࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣࠊ‘thought-reading’ࠊ‘thought-transference’ࠊ
‘ideoscopy’ ࠊ‘thought induction’ 㹙Williams㸸172 ཧ↷㹛࡞ࠊᵝࠎ࡞ࡧ᪉ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣐
࣮ࣖࢬࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒ㞟⣙ࡉࢀࡓゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋ
ࡉ࡚ࠊ⇃ᴋࡣ 1904 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥ࠊ
ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࢆྲྀࡾᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋᒆࡃࡸ
ࡾࡇ

ྰࡸࠊ⇃ᴋࡣࡇࡢⴭࢆㄞࡳࡩࡅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ  ࠖ࡞ࡗࡓゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀ
୪⾜ࡍࡿࡼ࠺ࠊᙼࡢ᪥グࡣ࢜࢝ࣝࢺ⌧㇟ࡢグ㏙ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡣవ⛬ឤ㖭ࢆཷࡅ
ࡓࡽࡋࡃࠊࡇࡢᮏࡢヂ࣭ฟ∧ࡉ࠼┠ㄽࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢⴭస࠾࠸࡚⇃ᴋࡀ≉㛵ᚰࢆ♧ࡋ
ࡓࡢࡀࡇࡢࠕࢸࣞࣃࢩ࣮࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ⇃ᴋࡀࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࢆ▱ࡗࡓࡢࡣࠊᑡ࡞ࡃ
ࡶ 1902 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥㸦᥎ᐃ㸧ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ࡀ᭩ࢀࡿ௨๓࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢ᭩
⡆ࡢ୰࡛⇃ᴋࡣ᪤ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⇃ᴋࡣࠊ
ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼ
ࣜࢸ࣮࠘ࢆㄞࡴ๓ࠊࡍ࡛ࡇࡢࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ

㸲ࠊ⇃ᴋࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘
⇃ᴋࡣࠊࣟࣥࢻࣥ㐟Ꮫ୰ࠊἲ㱟ྥࡗ࡚ࠕ࢜ࢵ࢝ࣝࢳࢬ࣒ࡈࡁ⭉ࡗࡓࡶࡢ㸦1894 ᖺ 3 ᭶ 3 ᪥
ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆㸧
㹙㞟 7㸸218㹛ࠖゝ࠸ᨺࡘࠊᚰ㟋◊✲ࢆ᎘ᝏࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡀࠊᖐᅜࡋ㑣
ᬛᒣ⡲ࡿࡇࢁࡣ 180 ᗘែᗘࡀኚࢃࡿࠋ⮬㌟㉳ࡁࡓ⚄⛎⌧㇟ࢆ᪥グヲ⣽᭩ࡁṧࡋࠊ᭩⡆࡞
࡛ࡶࡑࡢヰ㢟ゐࢀࡿࡇࡀᛴ⃭ቑ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊ࣐࣮ࣖࢬࡼࡿࡇࡢࠗࣄ࣮ࣗ
࣐࣭ࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࢆධᡭ㸦1904 ᖺ 2 ᭶㸧ࡋࠊ2 ࣧ᭶ࡅ࡚ㄞ◚ࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ
1900 ᖺ 10 ᭶ࠊ⇃ᴋࡣ㐟Ꮫඛࡢࣟࣥࢻࣥࡽᖐᅜࡋࡓࠋ⤒῭ⓗ⌮⏤࡞ࡼࡿ↓ᛕࡢᖐᅜ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⚄ᡞ

╔࠸ࡓ⇃ᴋࢆฟ㏄࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࠊᘵ࣭ᖖᴋࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ∗ẕࡣࠊᅾእ୰᪤ஸࡃ

࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⇃ᴋࡣᖐᅜᚋࡋࡤࡽࡃࡢ㛫ࠊஸࡁ∗⦕ࡢ࠶ࡗࡓ⌮▱㝔㸦㜰ᗓἨ༡㒊㸧ࡸḷᒣᕷࡢ
ᖖᴋᏯ࡞㌟ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㡭ࠊ⇃ᴋࢆྵࡵぶ᪘ࡀ୍ྠࡋࠊ∗ࡀṧࡋࡓ㑇⏘ศ㓄ࢆࡵࡄࡗ
࡚ኪ㏻ࡋヰࡋྜ࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀఱᗘ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋࡑࢀࡣ⇃ᴋࠊ㠀ᖖ⫪㌟ࡢ⊃࠸ᛮ࠸ࢆࡉࡏࡓ


ࡸ

㐪࠸࡞࠸ࠋ⇃ᴋࡢᾏእ㐟ᏛࡣⳘ࡞࠾㔠ࡀࡗࡓࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᙜࡢᮏேࡣࠕ⺅ᖒ ࡢࡈࡁὒ
AE

᭹୍ᯛࠖࢆࡲ࠸ࠊື᳜≀ࡢᶆᮏ᭩⡠ࡢࡳࢆᣢࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡁࡓࠋ༑ᩘᖺࡶΏࡿᾏእ㐟Ꮫࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊᏛࡶࡽࡎᖐᅜࡋࡓ⇃ᴋᑐࡋ࡚ࠊぶ᪘ࡢ┠ࡣཝࡋࡗࡓࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⇃ᴋࡢࠊᆅࡸ
ྡ࡞ࡃࡇࡔࢃࡽ࡞࠸⏕ࡁ᪉ࡣࠊ
ࠕᖖேࠖࡣࡸࡣࡾ⌮ゎࡋ㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ1901 ᖺ 10 ᭶ࠊ
⇃ᴋࡣࠊᘵࡀ⤒Ⴀࡍࡿ༡᪉㓇㐀ࡢᾆᨭᗑࢆ㢗ࡾࠊ⣖ఀ༙ᓥ༡㒊ࡢᾆ⏫ྥ࠺ࠋࡑࡋ࡚⩣ᖺ 1
᭶ࡽࠊ㑣ᬛᒣ࣭㛛ᆏཧユ㐨ධཱྀࡢࡍࡄ㏆ࡃ࠶ࡿ㜰ᒇ࠸࠺᪑㤋ࢆᖖᐟࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ⇃
ᴋࡣࠊࡲࡿ࡛ᘬࡁᐤࡏࡽࢀࡿࡢࡼ࠺ࠊࡇࡢ㑣ᬛᒣࡸࡗ࡚᮶ࡓࠋ↓ᛕࡢᖐᅜࠊぶ᪘ࡽࡢཝࡋ࠸
┠ࠊᙜ࡚ࡢ࡞࠸ᑗ᮶̿̿⇃ᴋࡣࡇࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㑣ᬛ㞃ᰨᮇࠖ
ࠊኻពࡢᗏ࠶ࡗࡓࠋ➃ⓗࡣ⢭⚄ⓗ༴
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ᶵ≧ែ࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ᵝࠎ࡞ᛮ㆟࡞㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⚄⛎ⓗ࡞㸧య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡞
ࡿࠋ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊ࡚ࢆ⤂ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ࠼ࡤᙜࡢ⇃ᴋࡢ᪥グࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋ

1904 ᖺ 4 ᭶ 25 ᪥ 㞵ࠊኪ㢼㞵
ኪ㢼㞵ࠊணࠊⅉࢆᾘࡋ࡚ᚋ㨦㐟ࡍࠋṈ๓ࡶ࠶ࡾࡋࡀࠊቨࢆ㏱ࡽࡎࠊࡩࡍࡲࠊ㞀Ꮚ➼㛤ࡁᚓࡿᡤࢆ
㏻ࡿᨾ㎽ᘔ࡞ࡾࠋᯖᮏࡢࡩࡍࡲࡢ࠶࡞ࡓ㎶㎾ᘬ㏉ࡋ㐁ᕠ୰ࠊᛴ⮬ศࡢ㢌ぬࡋࡁᡤࡦࡁධࡿࠋ
ᜦࡶ vorticella ࡀ⼺᪕≧ᘏࡋᚋᛴ㦫ࡁࡦࡁ⦰ࡿዴࡋࠋ㣕㢌⻅ࡢࡇከᑡࡿࡇࡼࡾฟࡋ࡞
ࡽࢇࠋ㹙᪥グ 2㸸431㹛

 vorticella ࡣࢶࣜ࢞ࢿ࣒ࢩࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ⇃ᴋࡣࠊࢶࣜ࢞ࢿ࣒ࢩࡀ⼺᪕≧ఙࡧࡓᚋࠊᛴ⦰
ࡲࡿࡼ࠺ࠊ⮬ศࡢ㨦ࡀᢤࡅฟࡓᚋࠊࡲࡓඖࡢ⨨㸦⮬ศࡢ㢌ぬࡋࡁᡤ㸧ᡠࡗࡓ࠸࠺ࠋ⇃ᴋࡢ
㨦ࡣࠊ⫗యࡽᢤࡅฟ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࡇࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕᗃయ㞳⬺ࠖయ㦂࡛࠶ࡿࠋࠕṈ๓ࡶ࠶ࡾࡋࡀ͐͐ࠖ
࠸࠺ࡇࢁࢆぢࡿࠊ⇃ᴋࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᗃయ㞳⬺ࠖࢆ୍ᗘࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊఱᗘయ㦂ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡺ࠺ࡍ࠸

ࡿ㸦ᅉࡳ 1904 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥ࡢ᪥グࡶྠࡌࡼ࠺࡞グ㏙ࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ 7㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᗃ㑎

ᴟࡲࡿ㑣ᬛᒣ࡛ࠊ⢭⚄ⓗ༴ᶵ≧ែ࠶ࡗࡓ⇃ᴋࡣࠊ
ࠕᗃయ㞳⬺ࠖࢆࡋࠊࡣᗃ㟋ࢆぢࡿ࡞ࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᛮ㆟࡞య㦂ࢆࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⢭⚄ⓗᴟ㝈≧ែࡢ୰ࠊ⇃ᴋࡣ᪥୰ࡣࠊ⢓⳦ࢆ୰ᚰ᥇㞟άືࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ኪ
ࡣᶆᮏᩚ⌮ㄞ᭩⢭ࢆฟࡋࡓࠋࡉࡽࠊࡇࡢ㡭≉㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢࡀࠊ≉㐟Ꮫ௦ࡣ࠶ࢀ
᎘ᝏࡋ࡚࠸ࡓ࢜࢝ࣝࢸࢬ࣒࡛࠶ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊ⮬㌟ࡢ㸦⢭⚄ⓗ㸧㝈⏺ඹࠊࡇࢀࡲ࡛ಙ㢗ࢆ⨨࠸
࡚ࡁࡓすḢ㏆௦⛉Ꮫᑐࡋ࡚ࡶ㝈⏺ࢆឤࡌጞࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝈⏺ࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵཧ⪃
ࡋࡓࡢࡀࠊࡇࡢࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ
 ᅉࡳ࣐࣮ࣖࢬ⮬㌟ࡀࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡢ◊✲ࢆጞࡵࡓ⌮⏤ࡶࠊࡸࡣࡾಶேⓗ࡞య㦂ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊᛮ࠸ࢆᐤࡏ࡞ࡀࡽࡶ⤖፧࡛ࡁ࡞ࡗࡓዪᛶ㸦ᚑࡢጔࠊࢽ࣮࣭࣐࣮ࢩࣕࣝ㸧
ࡀ࠸ࡓࠋ1876 ᖺࢽ࣮ࡣ⮬ẅࡍࡿࠋᙼዪࡀ⮬ẅࡋ࡚ࡽࡣࠊ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊᙼዪࡀ࠶ࡢୡࡽ᥋
ゐࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ドᣐࢆᚲṚ࡞ࡗ࡚᥈ࡋồࡵࡓ࠸࠺ࠋ࣐࣮ࣖࢬࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࡸദ╀ࠊ
1904 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥᪥グࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠺ࡘ࡚㸦ᗁ࠸ࡩࡇ▱ࡾ࡞ࡀࡽ㸧㯮ࡁ⣣࠶ࡿேᙧዴࡁࡶࡢ࡞ࡾࠊ㱟ືࡢࣥࢲ࣮ࢢࣛ࢘ࣥࢻ㕲㐨
ࡢୖࡾ㊰ዴࡁᡤࢆ㐍ࡳཪ༷㏥ࡋ㸦㐍㏥ࡶ㢌ࡣྠ୍᪉ྥࡦ㸧ཪୗ࠾ࡾࡿ୍ᡤࠊᐙࡢእ୍⏨୍ዪ㸦᪥ᮏ
ே㸧࠶ࡿࢆぢࡿࢆࢃࡊぢࡎࠊேᙧዴࡁࡶࡢ⮬ศࡢពᚿ㞟ࡿࠋὀពⅬぢࡺࠋ
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧
㹙᪥グ 2㸸413㹛
⇃ᴋࡣࠊ㯮࠸⣣ࡢ࠶ࡿேᙧࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࣟࣥࢻࣥࡢᆅୗ㕲ࡢⓏࡾ㐨ࡢࡼ࠺࡞ᡤࢆ㐍ࡳࠊࡲࡓᡠࡗࡓ࠸࠺ࠋ
⇃ᴋࡣࠊࠕ╧╀୰㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙࠖ࠸࠺ㄽ⪃࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡢฟ᮶ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ๓ཝࠊணࠊ㑣ᬛᒣᏙᒃࡋࠊ✵⭡࡛⮩ࡋࡓࡿࠊ⤊ኪ⮬ศࡢ㢌ᢤࡅฟ࡛ᐙࡢᶓഃ࡞ࡿ∵㒊ᒇࡢ㎶ࢆ
㣕ࡧᘔࡾࠊ࠶ࡾ࠶ࡾ㜌ኪ୰ࡑࡢ≧ἣࢆࡃࢃࡋࡃどࡿࠋࡳࡎࡽࡑࡢ⢭⚄ኚែ࠶ࡿࢆ▱ࡿ࠸࠼ࡶࠊ
⧞ ࡾ ㏉ ࡋ ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ  ࡃ ࡢ ࡈ  ࡃ ࡞ ࡿ ࢆ ⚗ ࡌ ࠼ ࡊ ࡾ ࡋ ࠋ ࡑ ࡢ ᚋ Frederic W. H. Myers,, ‘Human
Personality,’1903, vol. ii, pp.193,322 ࢆㄞࢇ࡛ࠊୡࡿᑩ࡞ࡽࡠࢆ▱ࢀࡾࠋ㸦1911 ᖺ 8 ᭶ࠕ╧╀୰
㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙ(1)ࠖࠗே㢮Ꮫ㞧ㄅ࠘27 ᕳ 5 ྕࠊୗ⥺̿၈⃝㸧㹙㞟 2㸸260㹛
7
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ࠊࠊࠊ
₯ᅾ⮬ᕫ࡞ࡢ◊✲ࡀࠊே㢮ࡢᚰࡢ⤌ࡳࢆゎ᫂ࡍࡿᡭࡀࡾ࡞ࡿࡣࡎࡔࠖ࠸࠺ࠊᓫ㧗࡞Ꮫⓗ┠
ᶆࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಶேⓗ࡞ࠊᛀࢀࡽࢀ࡞࠸య㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡶぢ㏨ࡍ
ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊᙜࡢᚰ⌮Ꮫࠊࠕ㨦ࡢ⛉Ꮫࠖࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆᮃࢇࡔ
ࠊࠊࠊࠊ
࠸࠺ࠋ
ࠕ㨦ࡢ⛉Ꮫࠖ̿̿ࠕ㨦ࠖࠕ⛉Ꮫࠖ࠸࠺୍ぢṇᑐࡢゝⴥࢆ୪ิࡉࡏࡓወጁ࡞ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ゝⴥࡽࡣࠊ࣐࣮ࣖࢬࡀࠊࡲࡿ࡛ 19 ୡ⣖☜❧ࡉࢀࡓ㏆௦⛉Ꮫࠊಙ௮ࡢ㛫ࡢቃ⏺⥺ࢆ㉺࠼ࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡿࠋ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊᚰ㟋◊✲ࡼࡗ࡚㏆௦⛉Ꮫ᐀ᩍࡢྂ࠸ᑐ❧ࢆᔂࡑ࠺
⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳ࠊࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࡢᙳ㡪
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒࡣࠊ≉ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘Ⓨหᚋࠊ᪂⪺࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ⱥ
ᅜෆᗈࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦ࡇࡢⴭసࡣᙜࠊᏛ࠾࠸࡚ᚰ⌮Ꮫࡢᩍ⛉᭩ࡋ࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠸
࠺㹙୕ᾆ㸸124㹛㸧ࠋ1903 ᖺ 2 ᭶Ⓨหࡉࢀࡓࡇࡢⴭసࡣࠊⱥᅜ᪂⪺⣬ୖ࡛ࡶᗈࡃ⤂ࡉࢀࡓࠋ1903
ᖺෆ㝈ࡗ࡚ぢ࡚ࡶࠊ18 ࡶࡢグࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ 8ࠋ
⇃ᴋࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊࡑࡢⴭసࡢヂ࣭ห⾜ࡉ࠼ᵓࡋ࡚࠸ࡓࠋ⇃ᴋࡣྠ᭩ࡘ࠸࡚ࠊࠕᢒヂ
ࡋࠊࡑࢀᑠ⏕ࡢὀࢆࡋࠊ᭱ᚋᑠ⏕ࡢㄽࢆࡋ͐͐ࠖ㸦1904 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆㸧
㹙 ᭩⡆㸸402-403㹛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⩻ヂࡋࠊὀ㔘ࢆࡘࡅࡓୖ࡛ࡉࡽ⇃ᴋ⮬㌟ࡢㄽࢆᒎ㛤
ࡋฟ∧ࡋࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔࠋࡋࡋ⤖ᒁࠊࡑࢀࡣᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ᭩
ࢆࠕ㏆᮶ᕼ࡞ࡿⴭస㹙Ṋෆ㸸69㹛ࠖ9ࡲ࡛ホ౯ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼ࠼ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡑࡢᙳ㡪ຊࡢࡁࡉࡀ

࠼ࡤࠊ௨ୗࡢ⣬㠃࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽࡞ෆᐜࡣࠊThe British Newspaper Archive㸦http://www.british
newspaperarchive.co.uk/㸧࡛㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
1. ͂SCIENCE OF A FUTURE̓ Portsmouth Evening News, 11 February 1903
2. ͂Non title̓ Sheffield Daily Telegraph, 7 March 1903
3. ͂CRBALATIOX AND CRIME̓ Aberdeen Journal, 4 March 1903
4. ͂MAGAZINES̓ Aberdeen Journal, 11 March 1903
5. ͂LITERATURE AND ART̓ Sheffield Daily Telegraph, 11 March 1903
6. ͂DOES MAN SURVIVE DEATH?̓ Edinburgh Evening News, 18 March 1903
7. ͂LITERARY NOTES̓ Dundee Courier, 30 March 1903
8. ͂ARE MEN INDIFFERENT TO RELIGION?̓ Cheltenham Chronicle, 4 April 1903
9. ͂IT SILAS K. BOCXINO̓ Burnley Gazette, 4 April 1903
10. ͂THEOSOPHICAL PROBLEMS̓ Edinburgh Evening News, 9 June 1903
11. ͂MAGAZINES̓ Aberdeen Journal, 15 June 1903
12. ͂GOSSIP OF TODAY̓ Yorkshire Evening Post, 19 June 1903
13. ͂HONEY MARKET̓ Manchester Courier and Lancashire General Advertiser, 13 July 1903
14. ͂BROWN AND WOODLEY̓S Library̓ Hasting and st. Leonards Observer, 3 August 1903
15. ͂MR BERTRAM KEIGHTLEY, MA., LONDON̓ Edinburgh Evening News, 10 August 1903
16. ͂LITERATURE̓ Aberdeen Journal, 19 August 1903
17. ͂THE HIBBERT JOURNAL̓ Dundee Courier, 11 December 1903
18. ͂GOSSIP OF THE DAY̓ Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette, 22 December 1903
9 ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ᭩⡆ࢆ 1904 ᖺ 4 ᭶ 17 ᪥᭩ࡁጞࡵࡓࡼ࠺ࡔࡀ୰᩿ࡋࠊ6 ᭶ 15 ᪥ࡧ᭩ࡁጞࡵ࡚࠸ࡿࠋᾘ༳
8
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࠺ࡀ࠼ࡿࠋ⇃ᴋࡀࠊࡑࡢ⏕ᾭ࠾ࡅࡿㄽ⪃㸦ᮍⓎ⾲ᡭ✏ࡶྵࡴ㸧ࡢ୰࡛ࠊࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼ
ࣜࢸ࣮࠘㸦ᘬ⏝࣭ཧ↷࣮࣌ࢪᩘࢆ᫂ࡽ⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ

(1)ࠕ╧╀୰㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙࠖ
ࠊ
ࠗே㢮Ꮫ㞧ㄅ࠘27 ᕳ 5 ྕࠊ1911 ᖺ 8 ᭶㹙㞟 2㸸260㹛
(2)͂Twins and Second Sight̓ࠊNotes & Queries 11s. iv. iii. 469; iv. 54ࠊ1911 ᖺ 8 ᭶㹙㞟 10㸸
177㹛
(3)ࠕ༡ኳࡢⴥ⫤᰿ ⣬ୖၥ⟅ࠖ
ࠗ㒓ᅵ◊✲࠘1 ᕳ 4 ྕࠊ1913 ᖺ 6 ᭶㹙㞟 3㸸214㹛
(4)ࠕ⮫Ṛࡢேࡢ㨦ࠊᑎ⾜ࡃヰࠖ
ࠗ㒓ᅵ◊✲࠘2 ᕳ 9 ྕࠊ1914 ᖺ 11 ᭶㹙㞟 2㸸273-274㹛
(5)ࠕ㤿㛵ࡍࡿẸఏㄝࠖ
ࠗኴ㝧࠘24 ᕳ 14 ྕࠊ1918 ᖺ 11 ᭶㹙㞟 1㸸312㹛
(6)ࠕ⮬ศࢆほ㡢ಙࡌࡓேࠖᮍⓎ⾲ᡭ✏㹙㞟 6㸸408-409㹛
(7)ࠕᕩࡀ㧗ฎୖࡿࠖᮍⓎ⾲ᡭ✏㹙㞟 6㸸413㹛
(8)ࠕ⊧ࡸ㰡⏨ዪࡢ㛵ಀࠖᮍⓎ⾲ᡭ✏㹙⇃ᴋ◊✲ 6㸸290-291㹛

௨ୗ࡛ࡣࠊ⇃ᴋࡀࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡘ࠸࡚㏙࡚࠸ࡿㄽ⪃ࢆᢤ⢋ࡍࡿࠋ

The late Frederic W. H. Myers in his ‘Human Personality and its Survival of Bodily Death,’
1903, vol. i. p. 272,, speaks of a butler named James Carroll, who has had another psychical
experience, not visual̿a feeling of extreme exhaustion and sadness, coupled with the idea
of his twin-brother, on the first day of his distant twin-brother’s fatal illness; and again just
before the receipt of a telegram summoning him to the death-bed. It is an interesting
observation based by Gurney on his analysis of relationships in telepathic cases that the link
of twinship seems markedly to facilitate this kind of communication.
ᨾ࣭ࣇࣞࢹࣜࢵࢡ W. H. ࣐࣮ࣖࢬࡼࡿࠗே㛫ಶᛶࡑࡢṚᚋᏑ⥆࠘
㸦1903 ᖺ 1 ᕳ 272 㡫㸧
ࠊࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭࢟ࣕࣟࣝ࠸࠺ྡࡢᇳࡢヰࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣ࠙ྍどⓗ࡞ࡶࡢࡣࠚูࡢࠊ
ྍど࡞ᚰ㟋ⓗ࡞⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ̿̿㐲ࡃ࠸ࡿᙼࡢᏊࡢᘵࢃࡿࡀくࡗ
ࡓ᭱ึࡢ᪥ࠊࡑࡢᏊࡢᘵࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣඹࠊᴟ➃࡞⑂ࢀᝒࡋࡳࢆ₍↛ྠឤ
ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࡣࠊ⮫⤊ᙼࢆࡧฟࡍ㟁ሗࢆཷࡅࡿ┤๓ࡶྠࡌࡇࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣮࢞ࢽ࣮ࡼࡿࠊࢸࣞࣃࢩ࣮ࡢ㉳ࡁࡿ㛵㐃ᛶࠊ
ࠕᏊ㛫ࠖࡢぶᐦ࡞㛵ಀࡀ᫂ࡽ
ࡇࡢ✀ࡢពᚿఏ㐩ࢆᐜ᫆ࡍࡿศᯒࡢࠊ⯆῝࠸ほᐹグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
㸦
͂Twins and Second Sight̓ࠊ

Notes & Queries 11s. iv. iii. 469; iv. 54ࠊ1911 ᖺ 8 ᭶ࠊୗ⥺࣭ヂ࣭
࠙ࠚ̿၈⃝㸧
㹙㞟 10㸸177㹛

ࡣࠊࠕ⣖ఀᾆ୕༑ᖺභ᭶༑࠙ڦ᫂ᩥᏐࠚ᪥࣭ி㒔᮲୕༑ᖺභ᭶༑୕᪥ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ୖグࡣࠊ1918 ᖺ 8 ᭶ࠊNotes & Queries ᥖ㍕ࡉࢀࡓ⇃ᴋࡢㄽ⪃͂Twins and Second Sight࡛̓
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛⇃ᴋࡣࠊᏊࡢࡼ࠺࡞ぶᐦ࡞㛫ࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡼࡿὶࢆຓ㛗ࡍࡿ࠸࠺ࡇࢆ
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽ⪃࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࡢཧ↷ಶᡤ㸦vol.1,
p.272㸧ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

CHAPTER VI, SENSORY AUTOMATISM, p.272
I quote a case from Phantasms of the Living. The informant, a butler named James Carroll,
was personally known to Edmund Gurney, and has had another psychical experience, not visual
̿a feeling of extreme exhaustion and sadness, coupled with the idea of his twin-brother, on the
first day of his distant twin-brother’s fatal illness; and again just before the receipt of a telegram
summoning him to the deathbed. It is an interesting observation based by Gurney on his
analysis of relationship in telepathic cases, that the link of twinship seems markedly to
facilitate this kind of communication.
➨භ❶ࠕ▱ぬୖࡢ⮬ືస⏝ࠖ 272 㡫
ࠗ⏕⪅ࡢᗁᙳ Phantasms of the Living࠘ࡽ࠶ࡿࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋሗᥦ౪⪅ࡣࠊࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭
࢟ࣕࣟࣝ࠸࠺ྡࡢᇳ࡛࠶ࡾࠊᙼࡣ࢚ࢻ࣐ࣥࢻ࣭࣮࢞ࢽ࣮ࡢಶேⓗ࡞▱ࡾྜ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚
ᙼࡣ࠙ྍどⓗ࡞ࡶࡢࡣࠚูࡢࠊྍど࡞ᚰ㟋ⓗ࡞⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ̿̿㐲ࡃ࠸ࡿᙼࡢᏊࡢ
ᘵࢃࡿࡀくࡗࡓ᭱ึࡢ᪥ࠊࡑࡢᏊࡢᘵࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣඹࠊᴟ➃࡞⑂ࢀ
ᝒࡋࡳࢆ₍↛ྠឤࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࡣࠊ⮫⤊ᙼࢆࡧฟࡍ㟁ሗࢆཷࡅࡿ┤๓ࡶ
ྠࡌࡇࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࣮࢞ࢽ࣮ࡼࡿࠊࢸࣞࣃࢩ࣮ࡢ㉳ࡁࡿ㛵㐃ᛶࠊࠕᏊ㛫ࠖ
ࡢぶᐦ࡞㛵ಀࡀ᫂ࡽࡇࡢ✀ࡢពᚿఏ㐩ࢆᐜ᫆ࡍࡿศᯒࡢࠊ⯆῝࠸ほᐹグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
㸦ヂ࣭
࠙ ࠚෆ̿၈⃝㸧

࣮࢞ࢽ࣮࣐࣮ࣖࢬࡑࡋ࡚࣏ࣔࢻࡣࠊ1886 ᖺඹⴭ࡛ࠗ⏕⪅ࡢᗁᙳ࠘ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグ
ࡢࡣࠊࡑࡢⴭ᭩ࡽࡦࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⴭసࡢᇳ➹㈐௵⪅ࡣ࣮࢞ࢽ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋṚࡺࡃ
⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣṚ⪅ࡢᗁᙳࡢᐇࡀ㞟ࡉࢀࡓⴭ࡛࠶ࡿࠋ

࠾ࢃࡾ
⇃ᴋࡀࠊࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࢆㄞࡳጞࡵࡓ⫼ᬒࡣࠊᙼ⮬㌟㉳ࡁࡓ࢜࢝ࣝࢺ⌧㇟
࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄ⓗ༴ᶵࡀ࠶ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊࠕ㑣ᬛ㞃ᰨᮇࠖ㉳ࡁࡓᩘࠎࡢᛮ㆟࡞ฟ᮶ࡢࠕ⟅࠼ࠖࢆ
▱ࡿࡓࡵࡢᡭࡀࡾࢆ᥈ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠋᒣࢆୗࡾ࡚ࡽࡶࠊ⇃ᴋࡣࠊࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࢆࡋࡤࡋࡤ⤒
㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ࠊፉࡢᩥᯞ㸦1911㹼2000 ᖺ㸧ࡢヰࡽࡶ▱ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
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㸦ᬌᖺṚࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡽ㸧
̿̿ඛ⏕ࡣࡓ࠸ࢇ⚄⛎ⓗ࡞ࡇࢁࡶ࠾࠶ࡾࡔࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊఱ࠾ヰ࡞ࡽࢀࡓࡇࡣࡈࡊ࠸
ࡲࡏࢇࠋ
ᩥᯞ ⮬ศࡀ♳ࡗ࡚࠾ࡿࠊࡑࢀࡀࡕࡻ࠺ࡑࡢ࠾ࡾ࡞ࡿゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡁࡣ
㝤ࡋ࠸㢦ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㢦ࡢኚࡿே࡛ࠊࡍࡈ࠸⾲࡞ࡿࡁࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࢇᜍ࠸⾲
࡞ࡿࠊ┠ࡀࢇ࠺㗦ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ⃭ࡋ࡚Ἵ࠸ࡓࡇࢁࡣ⚾ࡣぢࡓࡇࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀ͐
͐ࠋᬑ㏻ヰࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣ┠ᑼࡀୗࡀࡗ࡚ࡸࡉࡋࡃࠊ➗ࡗ࡚࠸ࡿࡁࡣྍឡࡽࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
㹙༡
᪉ᩥᯞ 1981㸸68㹛
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

ୖグࡽࡶศࡿࡼ࠺ࠊ⮬ศࡀ♳ࡗ࡚࠸ࡿࡑࡢ㏻ࡾ࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡣㄽࠊ⪅ࡼࡿࠕ♳
ᛕࠖࡶಙࡌ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶ⮬㌟ࡢឤࡀ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪅ࡢឤࡀ⮬ศࠊ
ఱࡋࡽࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࢆ⇃ᴋࡣಙࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ⇃ᴋࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶ㏙࡚࠸ࡿࠋ

እᅜ࠶ࡗࡓ᪥ࡶ⇃㔝࠾ࡗࡓኪࡶࠊࡢṚኻࡏࡓࡿேࡢࡇࢆ∦ᛀࢀࡎࠊ⮬ศࡢஸ∗ẕ
ࡇࡢேࡢጼࡀࡶኪࡶ㌟ࢆ㞳ࢀࡎぢ࠼ࡿࠋゝㄒࢆⓎࡏࡊࢀࠊ࠸ࢃࡺࡿ௨ᚰఏᚰ࡛࠸ࢁ࠸ࢁࡢࡇ
ࢆᬯ♧ࡍࠋࡑࡢ㏻ࡾࡢฎ ࡗ࡚ぢࡿࠊࡑࡢ㏻ࡾࡢ⌋≀ࢆⓎぢࡍࠋࡑࢀࢆ㢗ࡳࠊභᖺ
ᗃ㑎ᴟࡲࡿᒣ㇂ࡢ㛫ൂᒃࡏࡾࠋࡇࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿ₯ᅾ㆑ࡀᅄቃࡢࡉࡧࡋࡁࡲࡲ⮬ᅾάືࡋ࡚ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㏫⾜ࡏࡿᩥᏐ࡞ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ≀㇟ࢆ⌧ࡌ࡞ࡋ࡚ࠊᛮ࠸ࡶ࠺ࡅࡠⓎぢࢆ࡞ࡍࠋ
㸦1931 ᖺ
8 ᭶ 20 ᪥ᒾ⏣‽୍ᐄ᭩⡆㸧
㹙㞟 9㸸25㹛

 ࠕࡢṚኻࡏࡓࡿேࠖࡣࠊ⇃ᴋྠᛶឡⓗ㛵ಀࡢ࠶ࡗࡓ⩚ᒣ⦾ኴ㑻࣭ⶽḟ㑻ᘵࡢࡇ࡛࠶
ࡿ

10ࠋ⦾ኴ㑻࣭ⶽḟ㑻ඹ⤖᰾ࢆࡳࠊᢡࡋࡓࠋ⇃ᴋࡀᾏእ㐟Ꮫ୰ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓ㸦⦾ኴ㑻㸸ா

ᖺ 20ࠊⶽḟ㑻㸸ாᖺ 25㸧
ࠋ⇃ᴋࡣክ࡛ࠊࡇࡢᢡࡋࡓேࡀ♧ࡋࡓሙᡤ⾜ࡗ࡚ࡳࡿࠊ⌋ࡋ࠸᳜≀
ࢆࡼࡃⓎぢࡋࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⇃ᴋࡣࠊክ࠾࠸࡚ࠊ⪅㸦Ṛ⪅㸧ࡽࡢ⫈ぬ࡛ࡣ⪺ࡇ࠼࡞࠸
ࠕኌࠖࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡣࠊṚ⪅ࡢᗁᙳࢆぢࠊᙼࡽࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖࡼࡿὶࢆࡋ࡚࠸

10 1886 ᖺ 4 ᭶ 29 ᪥ࡢ⇃ᴋࡢ᪥グࡣࠕ
㹙ᐤ᭩㹛Mr. MINAKATA is my intimate friend. S. H.ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕS. H.ࠖࡣࠕ⩚ᒣ⦾ኴ㑻ࠖࡢࢽࢩ࡛ࣕࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⦾ኴ㑻┤᥋᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋ⩚ᒣ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
⦾ኴ㑻ࡣࠕintimate friends࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࠕintimateࠖࡣࠕぶᐦ࡞ࠖ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࡀࠊ⫗య㛵ಀࡢ࠶ࡿࠕぶᐦ
ࡉࠖࢆࡢࡵࡍㄒ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣࠕぶࡋ࠸ࠖ௰࠸࠺ࡼࡾࠕ῝࠸ࠖ௰࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕぶࠖ࠸࠺ࡼࡾࠕ῝ࠖ
࡛ࡶゝ࠺ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⇃ᴋࡣࠊ⦾ኴ㑻ࡢᘵ࣭ⶽḟ㑻ࡶࠕintimateࠖ࡞㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀ᪥グࡽ࠺
ࡀ࠼ࡿࠋ
1886 ᖺ 11 ᭶ 20 ᪥㹙ᅵ㹛 ᬕ
ᮅὠ⏣Ᏻ㯢Ặ粟㐨ኴ㑻Ặࢆゼࠊ⡿ᅜࢆ⪺ࡃࠋ༗ᚋᏳ㯢Ặ㑰அࡃࠋኤ⩚ᒣࠊᚿ㈡ࠊࠊཬ
ᘵ᮶ࡿࠋኪ⩚ᒣඹᐭࡍࠋ㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧㹙᪥グ 1㸸95㹛
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ࡓゝ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ͤ
௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊࢠࣜࢫᅜෆ࠾࠸࡚ࠊࡲࡓ⇃ᴋࡢᛮ࠾࠸࡚ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜ
ࢸ࣮࠘ࡀᯝࡓࡋࡓᙺࡣࡁ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⇃ᴋࡣࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆṇ☜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᚋࠊ᪥ᮏཬࡧୡ⏺ࡢᚰ㟋◊✲ࡢ⣔㆕ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫⢭⚄ྐ࣐࣮ࣖࢬࡢᴗ⦼㸦ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ
࠸࠺ㄒࡢసᡂࠊࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࡢⓎห㸧ࡣࡢࡼ࠺⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ᫂ࡽ
ࡋ࡚࠸ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏ࡣࠊࡑࡢ◊✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺࣛࣥ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋࡣࠊ⇃ᴋࡀ
ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛ࡇࡢㄒࢆ▱ࡗࡓࡢࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃ㸦ᮏ✏࡛㏙ࡓ㏻ࡾࠊ⇃ᴋࡣࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥ
ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࢆㄞࡴ๓ࡽ᪤ࡇࡢㄒࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ㸧
ࠋࡑࡋ࡚ࠊ1882 ᖺ 2 ᭶ 11 ᪥ࡢ࣐࣮ࣖ
ࢬࡽࢩࢪ࢘ࢵࢡࡢ᭩⡆ࡢ୰࡛ࡉࢀࡓࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ㄒᑐࡋ࡚ࠊࢩࢪ࢘ࢵࢡࡣ
ࡢࡼ࠺࡞㏉ࢆࡋࡓࡢࢆྜࢃࡏ࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⛉◊㈝ⱝᡭ Bࠕࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣮࣭࣐࣮࣊ࣥࣜࣖࢬࡢ◊✲̿༡᪉⇃ᴋ
㛵㐃ࡉࡏ࡚̿ࠖࡼࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭☾๓㡰୍࣭῝ἑⱥ㝯⦅ࠊࠗ㏆௦᪥ᮏ࠾ࡅࡿ▱㆑ே᐀ᩍ̿ጜᓮṇࡢ㌶㊧̿࠘ᮾிᇽฟ∧ࠊ2002
ᖺ
࣭ᑠṈᮌၨ࿃⦅㞟௦⾲ࠊࠗ⢭⚄ศᯒ࠘ࠊᒾᓮᏛ⾡ฟ∧♫ࠊ2002 ᖺ
࣭୕ᾆΎᏹࠊ
ࠗ㏆௦ࢫࣆࣜࢳࣗࣜࢬ࣒ࡢṔྐ̿ᚰ㟋◊✲ࡽ㉸ᚰ⌮Ꮫ̿࠘
ࠊㅮㄯ♫ࠊ2008 ᖺ
࣭Ṋෆၿಙ⤂ࠊࠕࠝ㈨ᩱࠞᅵᐅἲ㱟ᐄ༡᪉⇃ᴋ᭩⡆ࠖࠊࠗḷᒣᕷ❧༤≀㤋◊✲⣖せ࠘➨ 25 ྕࠊ
2010 ᖺ
࣭༡᪉ᩥᯞࠊ
ࠗ∗༡᪉⇃ᴋࢆㄒࡿ࠘
ࠊ᪥ᮏ࢚ࢹࢱ࣮ࢫࢡ࣮ࣝฟ∧㒊ࠊ1981 ᖺ
࣭SPR ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.spr.ac.uk/
࣭John Peregrine Williams, THE MAKING OF VICTORIAN PSYCHICAL RESEARCH:

AN INTELLECTUAL ELITE’S APPROACH TO THE SPIRITUAL WORLD, A dissertation
submitted to the University of Cambridge (Christ’s College), for the degree of Doctor of
Philosophy, 1984
࣭Myers, Frederick William Henry, Human Personality and Its Survival of Bodily Death part 1 &

2, Kessinger Pub Co, 1903
࣭Oppenheim, Janet, THE OTHER WORLD: Spiritualism and psychical research in England,

1850-1914㸭㑥ヂ㸸⏣ⰾஂࠊࠗⱥᅜᚰ㟋⩏ࡢᢩ㢌࠘ࠊᕤస⯋ࠊ1992 ᖺ
࣭SPR, Journal of the Society for Psychical Research,
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࣭SPR, Proceedings for the Society for Psychical Research,
࣭Trevor Hamilton, Immortal Longings: F.W.H. Myers and the Victorian Search for Life After

Death, Imprint Academic, 2009
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ධࢀ᭰ࢃࡿࠕぶࠖࠕᏊࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕㄒࡾᡭࠖ
̿̿୰ୖḟࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ㄽ
᪩ᕝ ⰾᯞ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸୰ୖḟࠊ
ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘
ࠊㄒࡾᡭࠊᢡཱྀಙኵࠊ࣐ࣞࣅࢺ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ୰ୖḟࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘
㸦᭩ࡁୗࢁࡋࠊ᪂₻♫ࠊ1983 ᖺ㸧ࡣࠊసရෆ࠾ࡅࡿ㛫㍈ୖ࡛ࡣ
ࠕᯤᮌℿࠖࡽ୕ᖺᚋࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛅ᖾࡀ␗ẕᘵࡢ⚽㞝ࢆẅᐖࡋࡓ⨥࡛୕ᖺࡢ᭹ᙺࢆ࠾࠼ࠊ
ᨾ㒓ᖐ㑏ࡍࡿࡇࢁࡽ≀ㄒࡀࡣࡌࡲࡿࠋࡴࢁࢇࠕᯤᮌℿࠖࡣㄒࡾᡭࡢ⨨ࡸᮧ㱟ⶶ⛅ᖾ
ࡢ㛵ಀᛶࡢ┦㐪࡞ࡽ༢⣧࡞⥆⦅ࡣᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲ࡼࡗ࡚୰ᚰⓗᣦࡉࢀ࡚
ࡁࡓࡇࡣᮧ㱟ⶶࡢ⨨࡙ࡅࡢኚࠊࣔࣥ࠸࠺༑ศ࡞ㄒࡾᡭࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ㇂⾜ேࡼࡗ࡚ࠕࡍ࡞ࢃࡕࠊᗄᗘࡶ∗ẅࡋࡀᬯ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ
ࡑࡢࠕ∗ࠖࡣࠊࢇ᭱ึࡽࠕᜥᏊࠖࡢᏊࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸࠸࠼ࢀࡤࠊ᭱ึࡽࠊ࣓
ࢱࣞ࣋ࣝࡀᑐ㇟ࣞ࣋ࣝ㝆ࡾ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛ࠊ∗ẅࡋࡣྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ1ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㇂ࡣࠕᯤᮌℿࠖ࠾࠸࡚ᮧ㱟ⶶࡣࠕࠕ⚄ࠖࡢࡼ࠺㉸㉺ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓ࣓ࢱࣞ࣋ࣝࡢᏑᅾࢆᑐ㇟ࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢࡋ࡚ᥥࡃࡇࡼࡗ࡚ࠕࣔࢲࣥ࡞ᑠㄝࡑࡢࡶࡢࢆ⮬ቯࡉࡏ
ࡓࠖᣦࡍࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㸦≀ㄒࡶྵࡵࡓ㸧ᑠㄝㄽࡣᑠ᳃㝧୍ࡀࡘゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ⮬ᕫゝཬࡢྍ⬟ᛶࠖ2࠾
࠸࡚ࣛ࢝ࣥࢆ⏝ࡋࡓศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⛅ᖾࡢ❧ࡗ࡚࠸ࡿ✵㛫㛫ࡣࠊ㇟ᚩ⏺ീ⏺ࡀ㔜࡞
ࡾ࠶࠸࡞ࡀࡽࠊ୧᪉ྥᘬࡗᙇࡾ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡅ┠࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆᮧ㱟ⶶࡀࠕ∗
ࡢྡࡢࢩࢽࣇ࡛ࣥ࠶ࡿࡇࡽ㝆ࡾጞࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࡇồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ୧Ặࡶᮧ
㱟ⶶࡢᥥࢀ᪉ᑠㄝࡢᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢࡀྍศࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉࡛ከࡃࡢඛ⾜ㄽࡀㄒࡾᡭࡢၥ㢟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪩ࡃᕝᮧ‖ࡣࠕ
ࠕୡ⏺ࠖࡢ㍽㍵ࠖ3࠾࠸࡚ࠊ
ㄒࡾᡭࣔࣥࢆࠗ༓ᖺࡢទᴦ࠘
㸦Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ1982 ᖺ㸧ࡢ࢜ࣜࣗ࢘ࣀ࢜ࣂᑐẚࡋࠊ
ࠕୡ⏺ࢆ㏱どࡋࠊ
≀ㄒࡢྛሙ㠃೫ᅾࡍࡿࡼ࠺࡞⮬⏤⮬ᅾࡉࢆᣢࡕ࠼࡞࠸ࡇࠖࢆసရࡢࠕᵓ㐀ୖࡢḞ㝗ࠖࡢ୍ࡘᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⳢ㔝ṇࡶࠕᆅࡢᯝ࡚ࡢྥࡇ࠺ࡣ͐͐ࠖ4࠾࠸࡚ࠕグ᠈⨨࡛࠶ࡾሗࢭࣥࢱ࣮

1
2
3
4

㇂⾜ேࠕゎㄝࠖ㸦᪂₻ᩥᗜ∧ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘
ࠊ1993 ᖺ㸧
ᑠ᳃㝧୍ࠕ⮬ᕫゝཬࡢྍ⬟ᛶ̿ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࡢࡲ࡞ࡊࡋࠖ㸦
ࠗࣘࣜ࢝࠘1993 ᖺ 3 ᭶㸧
ᕝᮧ‖ࠕ
ࠕୡ⏺ࠖࡢ㍽㍵ࠖ
㸦ࠗᩥⱁ࠘1983 ᖺ 7 ᭶㸧
Ⳣ㔝ṇࠕᆅࡢᯝ࡚ࡢྥࡇ࠺ࡣ㺃㺃㺃㺃㺃㺃̿୰ୖḟࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࢆ୰ᚰࠖ
㸦ࠗ⩌ീ࠘1989 ᖺ 12 ᭶㸧
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࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ㓇ሙࡢ࠾ࡳࡣᮏ᮶ࡢࢥࣟࢫࡕࡀࡗ࡚ࠊほᐈ㸦ㄞ⪅㸧ࢆ㏲୍ㄝ࠸࡚ࡁ
ࡏࡿၿⰋ࡞㔠Წᘬࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡞ࡇࡣ㯲ࡗ࡚⫟ࡢ࡞ࡵ࡚࠾ࡃ⪃࠼ࡪ࠸ドேࠖࣔࣥࢆ
ホࡋ࡚࠸ࡿࠋࣔࣥࡣ▱⬟࡛ࡣ࡞ࡃࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣㄒࡽ࡞࠸ㄒࡾᡭ࡞ࡾᚓࡿᏑᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽඛ⾜ㄽࡀᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࢀࡽࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ୖ⮬㌟ࡀࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕࣭ඵேࡢసᐙࠖ5
࠾࠸࡚⮬ὀ⮬ゎࡵ࠸ࡓᣦࢆࡍ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊస⪅⮬㌟ࡢゎㄝࡀ⤯ᑐⓗṇࡋ
࠸࡞⪃࠼ࠊࡑࢀࢆᙇࡍࡿࡘࡶࡾࡣẟ㢌࡞࠸ࠋࡋࡋࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࢆᇳ➹ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ
୰ୖࡀఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࠊࡑࡢᩥᏛⓗࠕᐇ㦂ࠖࡀసရෆࡢࡼ࠺స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆゎ᫂ࡍࡿ
ព⩏ࡣ࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ
 ࡑࢀࡣࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎࠕࣔࢲࣥ࡞ᑠㄝࡑࡢࡶࡢࢆ⮬ቯࠖࡉࡏࡓ᪉ἲࡢゎ࡛᫂࠶ࡾࠊࠕᑠㄝࡀ≀ㄒࢆ
ࡓࡔぢࡿᆅⅬ▐㛫ࢆ㟢࿊ࡍࡿゝㄝࡢ㐠ືࠖ 6ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ࡞ࡽ࡞࠸ࡽࡔࠋᮏ✏࡛ࡣ
୰ୖࡢ≀ㄒㄽࡢⴌⱆࡀぢ࠼ࡿࠕ⣖ᕞ࣭ᮌࡢᅜ᰿ࡢᅜ≀ㄒࠖ7ࠊ
ࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ࠖ࠾ࡼࡧࡑࡢ๓ာ࡛࠶ࡿ
㒊ⴠ㟷ᖺᩥ㐃⥆බ㛤ㅮᗙࠕ㛤ࢀࡓ㇏࡞ᩥᏛࠖ 8ࢆ୰ᚰศᯒࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡛☜❧ࡋࡓ≀
ㄒㄽ㸦ᑠㄝㄽ㸧ࡀࡢࡼࡼ࠺ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ


㸰㸬୰ୖḟࡢ≀ㄒㄽ㸭ᑠㄝㄽ
 ๓❶࡛㏙ࡓ࠾ࡾࠊ୰ୖࡢ≀ㄒㄽࡢⴌⱆ࠸࠼ࡿࡶࡢࡣࠕ⣖ᕞ࣭ᮌࡢᅜ᰿ࡢᅜ≀ㄒࠖぢ࠼ࡿࠋ
࠸ࡸⴌⱆ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡍ࡛ᙧࢆࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࡇࡇ࡛ࡼ࠺ࡸࡃࡲࡲࡗ࡚᭩ࡁグࡉࢀࡓゝ࠺
ࡁࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ୰ୖࡀᑠㄝ࠶ࡿ࠸ࡣ≀ㄒࡘ࠸࡚㏙ࡿࠊࡑࢀࡣ⮬↛㸦᪥ᮏⓗ⮬↛㸧ྍศ
ࡢᙧ࡛ㄒࡽࢀࡿࠋ
⪷࡞ࡿࡶࡢࡢ㈾࡞ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㈾࡞ࡿࡶࡢࡢ⪷࡞ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊࡣᑠᰩุᐁ࡛ࡶ
࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᩥࡢࣃࢱ࣮࡛ࣥࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⣖ᕞࠊ⣖ఀ༙ᓥࢆࡵࡄࡿ᪑ࡣࠊࡑࡢᑠᰩุᐁࡢ
≀ㄒࡢᵓ㐀㋃ࡳ㎸ࡴ࡛࠶ࡿࠋ
㸦୰␎㸧ᕪูࡢᵓ㐀ࡣఱࠊࡇࢀࡶࡲࡓࡇࡇ࡛ㄽࡌࡿ㛫ࡣ
࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࠊᕪูࡀ᪥ᮏⓗ⮬↛ࡢ⏕ࡳࡔࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᑠㄝ
ࡢᵓ㐀ࠊᩥࡢᵓ㐀ࡣྠᕪูࡢᵓ㐀࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗࡀ᭩ࢀࡓࡢࡣ 1977 ᖺ࡛࠶ࡿࡀࠊࡍ࡛ 1980 ᖺ௨㝆ୖᱻࡉࢀࠊ▷⠍㞟ࠗ༓
ᖺࡢទᴦ࠘㘓ࡉࢀࡿసရ࡛ᥥࢀࡿࠕ㧗㈗ࡋ⃦࡚ࢇࡔ⾑ࠖࢆඛྲྀࡾࡍࡿࡢࡼ࠺࡞ゝཬ࡛࠶ࡿࠋ
ᕪูࡀ≀ㄒࢆ⏕ࡳࠊᕪูࡢ⫼ᬒ࠶ࡿࡢࡣ᪥ᮏⓗ⮬↛࡛࠶ࡿ࠸࠺ศᯒࡣࠊኳⓚࡢᏑᅾࢆᑟධࡍࡿࡇ
ࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ࠖࡣࠊ1979 ᖺ 2 ᭶ࡽ 10 ᭶ࡲ࡛ 6 ᅇࠊ1983 ᖺ 8 ᭶ࡽ 1985 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛ࡣ 13 ᅇ᩿⥆ⓗ㐃
㍕ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㐃㍕ࠕඵேࡢసᐙࠖ㖭ᡴࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓసᐙࡣே࡛࠶ࡿࠋ
6 ๓ᥖὀ㸰
7 ࠗᮅ᪥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡢ 1977 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ྕࡽ 1978 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥ྕࢃࡓࡗ࡚㐃㍕ࡉࢀࡓࠋᮏ✏࡛ࡢᘬ⏝ࡣ
ึฟㄅࡼࡿࠋ
8 ࡇࡢබ㛤ㅮᗙࡣࠊ㇂⾜ே࣭Ώ㎶┤ᕫ⦅ࠗ୰ୖḟ⇃㔝࠘
㸦ኴ⏣ฟ∧ 2000 ᖺ㸧㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡣࡌࡵࡣ
ⓒ㒊㝈ᐃ࡛㠀ရࡢᑠᏊࠗ㛤ࢀࡓ㇏࡞ᩥᏛ࠘
㸦1994 ᖺࠊ୰ୖḟ㸧㘓ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠗ୰ୖḟ⇃㔝࠘
ᰯゞࢆ⤒࡚㘓ࡉࢀࡓࠋ
5
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࡛ࡉࡽ῝ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ⮬↛ᕪูࠊ⿕ᕪูࢆࡵࡄࡿゝㄝࡣᯇ㜰ࡢᅇ࠾࠸࡚ኳⓚࡶㄒ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊఀໃࡢᅇኳⓚኳⓚࡀᡤ᭷ࡍࡿゝⴥ᪥ᮏⓗ⮬↛ࠊࡦ࠸࡚ࡣᕪู⿕ᕪูࡢၥ㢟
ࡼࡾලయⓗ㋃ࡳ㎸ࢇࡔෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
 ఀໃࡢ⚄ᐑᩥᗜࢆゼࢀ࡚ࡑࡢᅗ᭩┠㘓ࢆ๓ᅽಽࡉࢀࠊࠕ᫂௨ᚋࡢ⌧௦ᑠㄝࡣᩘ࠼ࡿࡋ࡞ࡗ
ࡓࠖᐇࢆ㏙ࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ⚄ᐑᩥᗜࡢ࠶ࡾ᪉ḟࡢࡼ࠺࡞ឤࢆྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡀࡇࡇ࡛ぢࡓ
ࡢࡣ⚄ᐑ࠶ࡿ࠸ࡣࠕኳⓚࠖࡢゝⴥࠊモᑐࡍࡿ⮬ಙ࡛࠶ࡿࠋኳᆅࡢศࢀࡿୡグࡢ௦ࡽࢥࢺࣀ
ࣁࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋගࢆගࠊ㜌ࢆ㜌ࢥࢺࣀࣁࢆ࠼ࡓ⮬ಙ࡛࠶ࡿࠋኳⓚࡀࢥࢺࣀࣁࠊᩥᏐ࠸࠺ゝ
ⴥࡼࡗ࡚ࡇࡢᅜࢆࡵ࡚࠸ࡿࠊᛮࡗࡓࡢࡔࡗࡓࠖ 9ࠋ
 ᐇ㝿ࠊࡇࡢ᪥ᮏ࡛⌧Ꮡࡍࡿࡶࡗࡶྂ࠸᭩≀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠗྂグ࠘ 10࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ㄒࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣኳⓚᐙࡑࢀ࠼ࡿ⩌⮧ࡓࡕࡢᐙࡢ⏤᮶ࠊኳⓚࡢ⤫ࡢṔྐ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᪥ᮏ࡛ࡶࡗ
ࡶྂࡃࠊࡇࡢᅜࡀᅜࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ ᅜྐᚊ௧ࢆഛ࠼ࡓࠕ᪥ᮏࠖࡋ࡚㐵၈ࢆ㏦ࡗࡓ ᭱ึᮇࡢ
௦ࡽゝⴥࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓኳⓚᐙࡢࠕ⮬ಙࠖࢆ୰ୖࡣㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋྂ௦ኳⓚᐙࡣࡲ
ࡉゝⴥࢆᡤ᭷ࡋゝⴥࢆᨭ㓄ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࢆᨭ㓄ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࠗྂグ࠘࠾ࡼࡧࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘11࠸
࠺᭱ྂࡢṔྐ᭩⮬ࡽࢆ࣐ࢸࣛࢫࡢᚋ⿰グࡋࠊ⤫⪅ࡋ࡚ࡢṇ⤫ᛶࢆ᭩ࡁグࡍࡇ࡛᪥ᮏࢆᨭ
㓄ࡋ࡚ࡁࡓ࠸ࡗ࡚࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ୖࡀࠕゝⴥࡼࡗ࡚ࡇࡢᅜࢆࡵ࡚࠸ࡿࠖゝ࠺ࠊࡑࢀࡣྑグࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ
⫼ᬒࢆ㏙ࡿࡔࡅࡲࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋྠࡌఀໃࡢᅇ࡛ࠕⲡࡣⲡ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ᛮ࠸ࠊⲡࡢᮏ㉁ࡣࠊ
≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊⲡ࠸࠺ྡ࡙ࡅࡽࢀࡓゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᛮ࠺㸦୰␎㸧ゝⴥࢆ⤫ࡍࡿࡣࠕኳⓚࠖ
ࢩࣥࢱࢶࢡࢫ

࠸࠺ࠊ⚄ேࡢാࡁ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊⲡࢆⲡྡ࡙ࡅࡿࡲࡲࡧ᭩ࡁグࡍࡇࡣࠊ
ࠕኳⓚࠖࡼࡿ ⤫ ᣓ ࠊ
⤫ࡢୗ࠶ࡿ࡛ࡶ࠶ࡿࠖࡲ࡛ゝ࠸ࡁࡗ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࢯࢩ࣮࡛ࣗࣝ࠸࠺ࡇࢁࡢࢩ
ࢽࣇࣥࢩࢽࣇ࢚ࢆ⤖ࡧࡅࡿാࡁࡲ࡛㸦ྂ௦㸧ኳⓚࡢ⤫ࡢ୍⎔࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤫ࡣ⌧௦ࡲ࡛⥆࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ㣗࠸◚ࡿ᪉ἲࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡶࡋࠊ⚾ࡀࠕኳⓚࠖࡢゝⴥࡼࡿ⤫ࢆᣄࡴ࡞ࡽࠊࡇࡢ᭩ࡁグࡉࢀࡓཉ࡞ࢥࢺࣀࣁࡢᅜࡢゝ
ⴥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊูࡢࠊ␗ㇺࡢゝⴥࢆᣢࡗ࡚ࡇ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ᭩ࡃࡇࠊ᭩ࢀࡿࡇ
ࢆᣄࡴㄒࡾࡢゝⴥࠋ
 ࡇࡇ࡛≉╔┠ࡍࡁ࡞ࡢࡣࠊ୰ୖࡀࡇࡔࢃࡗ࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡀ᭩ࡁゝⴥ࡛࠶ࡿࡇࡔࠋࡘࡲࡾⲡࢆⲡ
ࡪࡇ௨ୖⲡࢆⲡ᭩ࡁグࡍࡇࠊࡑࡢ㒊ศࡀࠕ⤫ࡢୗ࠶ࡿࠖ࠸࠺ุ᩿࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭩
ࡁゝⴥ≀ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᨩࡋࠊゝⴥࡢ⤫ࢆᣄࡴࡓࡵ⏝࠸ࡽࢀࡿࡁࡣᩥᏐ┤᥋ⓗࠊᑐ⛠ⓗ
ࡣ⤖ࡧࡘ࡞࠸ㄒࡾࡢゝⴥᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣ㒊ⴠ㟷ᖺᩥ㐃⥆බ㛤ㅮᗙࠕ㛤ࢀࡓ㇏

ࠕᮌࡢᅜ࣭᰿ࡢᅜ≀ㄒ 51 ఀໃࠖ㸦
ࠗᮅ᪥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘1977 ᖺ 10 ᭶ 21 ᪥㸧
ෑ㢌ࡉࢀࡓࠕᗎࠖ
㸦ୖ⾲ᩥ㸧ᚑ࠼ࡤ㖡 5 ᖺ㸦712㸧ᖺࡢᡂ❧ࠋࡋࡋࡇࡢࠕᗎࠖࡣᮏᩥᡂࡼࡾࡸࡸ
௦ࡀୗࡗ࡚ࡽసᡂ࣭ῧࡉࢀࡓ≀ࡍࡿぢゎࡶᕑ㞝ࠊ୕ᾆ♸அ࡞ࢆ୰ᚰᏑᅾࡍࡿࠋࡋࡋࠗྂグ࠘ᮏ
ᩥࡣࠕࡶࠖࡢⴥ௬ྡୖ௦≉Ṧ௬ྡ࡙࠸ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᩥࡣୡ⣖ᚋ༙ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
11 㣴⪁ 4㸦720㸧ᖺᡂࡋࡓ⌧Ꮡ᭱ྂࡢṇྐࠋ
ࠗྂグ࠘␗࡞ࡾࠊ
ࠗ⥆᪥ᮏ⣖࠘ࡑࡢᏑᅾᡂ❧⤒⦋ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
9

10
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࡞ᩥᏛ࡛ࠖࡶ⧞ࡾ㏉ࡋᘬࡁྜ࠸ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍㐣ᛶࡢᛮ࠸ࡘࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀࡅࡽࢀࡿ

12ࠋ


 ࡑࡋ࡚ࡇࡢ㐃⥆බ㛤ㅮᗙ࡛ࡢㅮ₇ࡣᅇࢆ㐍ࡵࡿࡈ≀ㄒࠊ⮬↛ࠊ࣐ࣞࣅࢺࡀᐦ᥋⤖ࡧࡅࡽࢀ
࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀࢃࡿࠋࡲࡎ➨୍ᅇㅮᗙ࡛ࡣ⮬↛ࡀ⏕ࡳࡔࡍᕪูࡑࢀࢆ㣗࠸◚ࡿ≀┤⤖
ࡋࡓゝⴥ㸦ᩥᏐࢆࡉ࡞࠸ゝⴥ㸧ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ゝཬࡀ࠶ࡿࠋ
⮬↛࡞ࡿࡶࡢࡀᕪูࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛࡞ࡿࡶࡢࡀ⿕ᕪู㒊ⴠࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊࡑ
ࡢ⮬↛ࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛ࡢ⚄⛎ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆࠊ☜ᐇⓑ᪥ࡢࡶࡉࡽࡅฟࡋ
࡚ࠊࡑࢀࢆࡇ࠺㏫❧ࡕࡉࡏࡿ࠸࠺ࡢࡀࠊࡘࡲࡾ≀┤⤖ࡋࡓゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᐇࡣࡇࡢ⮬↛ࡀᕪูࢆ⏕ࡳࡔࡍࡇࡘ࠸࡚ࡣ⫈⾗ࡽࡢ㉁ࡑࢀᑐࡍࡿᛂ⟅ࡀグࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ୰ୖࡣ⮬↛ࡀᕪูࢆ⏕ࡳࡔࡍ࠸࠺ࡇࢆ⏕ࡅⰼࡓ࠼ࠊ࠶ࡿ⨾ព㆑ᇶ࡙࠸ࡓࠕసရࠖࢆస
ࡿ㝿ࡋ࡚࢝ࢵࢺࡉࢀࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡇࠊࡑࡢ㒊ศࡇࡑពࡀ࠶ࡿゎㄝࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୍ᐃ
ࡢ⨾ព㆑ࡼࡗ࡚ఱࢆ⾲⌧ࡍࡿ㝿ษࡾྲྀࡽࢀ㞃ࡉࢀࡓࡶࡢࠊࡑࢀࡀ࠺ࡘ࠸࠺ྡࡢ⚄ヰⓗ✵㛫
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᚋࡢ≀ㄒ࡛ࡣ⇃㔝ࡼࡗ࡚ྠ➼ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡉࡏࡿࡇ࡞ࡿࡋ࡚࠸ࡿ

13ࠋ

 ࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚බ㛤ㅮᗙࡢෆᐜࢆ᳨ドࡋࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ➨୕ᅇㅮ
ᗙࠕ࠺ࡘࡽࡢ㡪ࡁ ⚄ヰࡽ≀ㄒࠖ
㸦1978 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㸧࡛ࡣࠕ≀ㄒࢆṚ⁛ࡽᅇࡉࡏࡿࡣ
ࡶ࠺࠸ࡗࢇࠊࡇࡢ࠺ࡘࡗ࡚ࡶࡢࢆ⪃࠼࡞ࡃࡕࡷ࠸ࢇࡢࡌࡷ࡞࠸ࠋ☜ࡵ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࢇࡢ
ࡌࡷ࡞࠸ࠋ࠺ࡘ࠸ࡗࢇ⾜ࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ࠺ࡘࡽ≀ࢆぢࠊኌࢆฟࡉ࡞ࡃࡕࡷ࠸ࢇࡢࡌࡷ࡞࠸
ࠖ࠸࠺ᙇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࡘ࡚ᣋ✏
≀ࢆぢ࡚ࠊ≀ㄒࢆㄒࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ

14࡛ゐࢀࡓࡇࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ࣐ࣞࣅࢺࡢ❧ሙ࡛

15ࠋ

 ࡔࡀᚑ᮶ࡢ≀ㄒࡽࡍࡿࠊࡑࢀࡣᴟࡵ࡚␗ࡢែ࡛࠶ࡿࠋ୰ୖࡣ➨ᅇㅮᗙࠕ⋤ࡢฟ⏕ࡢㅦࠖ
㸦1978 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥㸧࠾࠸࡚࣐ࣞࣅࢺࢆࠕ⋤ࠖ࡞࠸ࡋࠕぶࠖ
ࠊ≀ㄒࡢㄒࡾࡢどⅬࢆࠕ⋤Ꮚࠖࡲࡓࡣ
ࠕᏊࠖつᐃࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠕ≀ㄒࡀ࡛ࡍࡡࠊ୍యࠊㄡࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚≀ㄒࡽࢀࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡞ࢇ
࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡑࡢ≀ㄒࡢேබࡣࠊࡓ࠼ࡎᏊࡋ࡚ࡢ⨨ࠊᏊࡋ࡚ࡢどⅬࡽ࡛ࡁ࡚ࡿࢇࡌࡷ
࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࠖ㏙ࠊ࣐ࣞࣅࢺࡓࡿࠕ⋤࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᏊࠖࡀどⅬே≀ࡋ࡚タᐃࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡑࡢࠕᏊࠖࢆ⫼ᚋ࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡇࡑࠕ⋤࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ㏆௦ᩥᏛ࠾࠸࡚ࠕࢇ

➨୍ᅇㅮᗙࠕ≀ゝⴥࠖ㸦1978 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㸧ࡣࠕኳⓚࢆ↓ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᘬࡗࡃࡾ㏉ࡍ᪉ἲ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊ
࠸ࢃࡺࡿ≀┤⤖ࡋࡓゝⴥࡔࡅ࡛ࡋ࡞࠸ࢇ㐪࠺ࠊ
㸦୰␎㸧⮬↛ࡢ≧ែࡽゝ࠼ࡤࠊ⮬↛ࢆࡇ࠺㏫❧ࡕࡉࡏ
ࡿࠊ⮬↛ࢆᭀࡁࡓ࡚ࡿࡳࡓ࠸࡞ࠊࡑ࠺ゝ࠺ᙧ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ
ࠖ࠸࠺Ⓨゝࡀ࠶ࡿࠋ
13 ୰ୖࡣࠗ⩏⤒グ࠘ࡢᘚࡀ⇃㔝ࡢᒣᤞ࡚ࡽࢀࡓᏊ࡛࠶ࡿࡇࠊᑠᰩุᐁࡀᴗࡢ⒪ࡢࡓࡵ⇃㔝ࡢ┠ࢆ
ᣦࡍࡇ࡞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊṚ⏕୧᪉ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⚄ヰ✵㛫࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳࠗྂ
グ࠘ࡢ⚄Ṋኳⓚᮾᚁ≀ㄒ࡛ࡶࠊኳⓚ୍⾜ࡣ⇃㔝ࡢ⚄ࡢ⚄Ẽ࠶ࡓࡗ࡚ᚰ⚄႙ኻ≧ែ࡞ࡗࡓᚋάࡋ࡚࠸ࡿࠋ
14 ᣋ✏ࠕ୰ୖḟ࠾ࡅࡿᢡཱྀಙኵཷᐜ̿ᢡཱྀᏛࠑᑠㄝࠒࡢヨࡳࢆ᥈ࡿ̿ࠖ
㸦
ࠗᮾὒᏛᏛ㝔⣖せ࠘➨ 45 㞟ࠊ
2009 ᖺ 3 ᭶㸧
15 ➨ᅇㅮᗙࠕ⋤ࡢฟ⏕ࡢㅦࠖ
㸦1987 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥㸧࡛ࡣࠕ≀ㄒ࠸࠺ࡢࡣࠊ㸦୰␎㸧࣐ࣞࣅࢺఏㄝࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢ
ࠊศࡕࡀࡓࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦୰␎㸧
ࠗ➉ྲྀ≀ㄒ࠘ࡢࡄࡸጲ࡛ࡶࠊ୍✀ࡢ࣐ࣞࣅࢺࡗ࡚࠸࠸ᛮ࠺ࡋࠊ
ࠗᏱὠಖ≀ㄒ࠘ࡢ࠺ࡘࡢ୰ᬽࡽࡋࡓ⸨ཎ௰ᛅࡗ࡚࠸࠺ᑡᖺࡶࠊࡸࡗࡥࡾู✀ࡢ࣐ࣞࣅࢺࡗ࡚࠸࠸ࠖ㏙
࡚࠾ࡾࠊ࠺ࡘࡽࡸࡗ࡚᮶ࡿ⪅ࢆ୍✀ࡢ࣐ࣞࣅࢺぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀఛ࠼ࡿࠋ
12
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Ḟⴠࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ⫼ᚋ⮬↛ࡗ࡚࠸࠺ᙧࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⋤Ꮚࡢ⣧⢋ᛶࠖࢆࠕಖドࠖࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞
࠾ࠊࡇࡢ┤๓ࠕ㏆௦ᩥᏛࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊࢇࡇࡢ␗≀ࡀධࡗ࡚ࡃࡿࡇࢆᛀࢀ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡼࠖ
ࡶᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ␗≀㸦࣐ࣞࣅࢺ㸧㸻࠺ࡘ㸦⚄ヰ✵㛫㸧ゝ࠸࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࡇࡢ
ࠕ⋤ࠖࡍ࡞ࢃࡕ࣐ࣞࣅࢺ⮬↛ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ
⋤ࡣ⮬↛ࢆࡇ࠺⫼㈇ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡘࡲࡾࠊ⋤ࡢ⛎ᐦࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬↛ࡢ⛎ᐦ
ࡌࡷ࡞࠸ࠋ⋤ࡢ⛎ᐦࢆᭀࡃࡇࡣࠊ⮬↛ࡢ⛎ᐦࢆᭀࡃࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࠊ࠸
࠺Ẽࡀࡍࡿࢇ࡛ࡍࠋ
㸦୰␎㸧ࡑࡢ⮬↛ࡢㅦࡢࡇࢆࠊࢃࢀࢃࢀࡢẸ᪘ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ♽ඛࡓࡕࡣ㈗
✀ὶ㞳㆓࠸࠺ᙧ࡛ㄒࡾఏ࠼࡚ࡁࡓࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡇ࡛ゝ࠺⮬↛ࡀ࠸ࢃࡺࡿ nature ࡋ࡚ࡢ⮬↛༢⣧ࡣ⨨ࡁ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ
ࡴࡋࢁே㛫ࡔࡽࡇࡑᚲ↛ⓗᣢࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ṕྐࡸ᮶Ṕ㏆࠸ࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ➨ᅄᅇㅮᗙࠕࡳ࡞
ࡋඣ࣭⚾⏕ඣ ⋤Ꮚࡢṇ⤫࡞⨨ࠖ
㸦1978 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥㸧࡛ࠕᛶࠊࢭࢵࢡࢫࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊせࡍࡿ
ᚎࠎẁ㝵ࢆࡩࢇ࡛✚ࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋᛶࡀ✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࠊ࡞ࡐ⮬ศࡀぶ࡞ࡢࠊᏊ౪࡞ࡢࡗ࡚ࡇ
ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿᕪ␗ࡋ࡚ࠊಶయಶయࡢᕪ␗ࠊ㐪࠸ࡋ࡚ศࡗ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࠖㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ே㛫ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡢႠࡳࡀࠊ㛫ࡢ✚ࡢ୰࡛సࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࠋࡑࢀࡶࡲࡓ⮬↛࡛࠶ࡾࠊ㛫ࡢ✚
ࢆ࠾ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ㛵ಀᛶࢆㄝ᫂ࡍࢀࡤ≀ㄒࡑࡢࡶࡢ࡞ࡿࠋࡉࡽ୰ୖࡣࠕື≀ࡢሙྜࠊᑠ㫽࡞ࢇ
ࡢሙྜࡔࡗࡓࡽࠖ
ࠊ
ࠕࡑࡢᛶࡣ✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠖࡶᣦࡍࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ
࠘ࡢ㛵㐃࡛ኚ♧၀ᐩࡴⓎゝ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢㅮᗙࡣ➨ඵᅇ㸦1978 ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥㸧ࢆࡶࡗ࡚⤊ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ≀ㄒ࣭⮬↛࣭࣐ࣞࣅࢺ
㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࡇࡢᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ୰ୖࡼࡗ࡚⪃ᐹࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ῝ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ
ࠗᅜᩥᏛ࠘࠾ࡅࡿ㐃㍕ࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕࡛ࠖ࠶ࡿࠋ1979 ᖺ 1 ᭶ጞࡲࡗࡓ㐃㍕ࡣࠊబ⸨ኵࠊ㇂ᓮ₶
୍㑻ࠊୖ⏣⛅ᡂࠊᢡཱྀಙኵ⥆࠸࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ྠᖺ 9 ᭶Ώ⡿ࡋࡓࡇ࡛ࠊ୍ 10 ᭶ྕࠕᢡཱྀಙ
ኵ㸦୰㸧ࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿࠊ㛗࠸㛗࠸୰᩿ࢆᣳࡴࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ୰᩿๓ࡣබ㛤ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐ࢆᘬࡁ
⥅࠸࡛࠸ࡿࡀࠊ1983 ᖺ 4 ᭶ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࡀห⾜ࡉࢀࠊྠᖺ 8 ᭶㛤ࡉࢀࡿࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࡣูࠕㄒࡾᡭࠖࡢᏑᅾࡀࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋ
 ㄽ⪅ࡣ๓ᥖࡢᣋ✏࡛ࠊ▷⠍ࠕ㔜ຊࡢ㒔ࠖ
㸦
ࠗ᪂₻࠘1981 ᖺ 1 ᭶㸧ࡀࠊ
ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࠕ≀ㄒ
ࡢ⣔㆕ࠖᚋ༙ࢆ᭩ࡃୖ࡛ࡢᕸ▼࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆㄽࡌࡓࠋࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࡢඛ⾜ㄽ࠾࠸
࡚ࡣࡋࡤࡋࡤࣔࣥࡢㄒࡾᡭࡋ࡚ࡢ༑ศࡉࢆㄽࡌࡿྥࡁࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ࠖᚋ༙ࢆぢࡿ
㝈ࡾࠊពᅗⓗ࡞ᡓ␎࡛࠶ࡿࡇࡣ࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ
ࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ ᢡཱྀಙኵ㸦ୗࡢϨ㸧ࠖ
㸦
ࠕᅜᩥᏛࠖ1983
ᖺ 8 ᭶㸧ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ࡲࡎ≀ㄒ࠸࠺≀ࡀࡲࡉ≀ࢆㄒࡿࡼࡗ࡚ฟ᮶ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊㄒࡽࢀࡿ≀ࠊㄒࡾᡭࠊ
ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺⪅㸦⪺ࡃ⪅ࠊㄞࡴ⪅㸧࠸࠺୕ࡘࡢࣞ࣋ࣝศゎࡉࢀࡿ࠸࠺ᬯ㯲ࡢゎ㐩ࡋ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇࡀ࠶ࡿࠋㄒࡾᡭ㸦௬ẕ㸧ࡣ⤯࠼ࡎㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺⪅㸦Ꮚ㸧㔝ྜࡋࡼ࠺࠺ࠋ
ࡔࡀ≀ㄒࡑࡢࡶࡢࡣㄒࡽࢀࡿ≀㸦ぶ㸧ࡢᡤ᭷࡞ࡢࡔࠋ
 㛤➨୍ᅇ┠࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊㄒࡾᡭࡀぶᏊࡢ㛫ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ≀ㄒࡢᖐᒓඛࡢ☜
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ㄆ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୰ୖ⮬㌟ࡢ⏕࠸❧ࡕ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࢀࡤ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋᐇࡢ∗
ࡣ⏕άࢆඹࡋࡓࡇࡀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ࿘ᅖࡣࠕ࠶ࡢ⏨ࡀ࠾๓ࡢ∗ぶࡔࠖㄒࡾ⪺ࡏࡿࠋ࡞ࡐࡑ
ࡢ⏨ࡀぶ࡛࠶ࡿࡢ࠸࠺≀ㄒࡣࠊ⏨⮬㌟ㄒࡾᡭࡗ࡚ࡣ᪤▱ࡢᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊᏊࡗ࡚ࡣㅦ
࡛ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢ≀ㄒࡣࠕᏊࠖࡢഃࡣᖐᒓࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡣ࠸࠼ࡇࡢ㛵ಀࡣືࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸ࡸࠊࡴࡋࢁὶືࡉࡏࡿࡇ࡛ࠕ⮬↛ࢆᭀࡃࠖࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤබ㛤ㅮᗙࡸࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕࡛ࠖ㏙࡚ࡁࡓࠕ≀ㄒࠖࡸࠕᢡཱྀᏛࠖࢆࠕࢬࣛࡋ
㏫❧ࡕࡉࡏࡿࠖࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡸࡸ㛗ࡃ࡞ࡿࡀࠊࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ࠖࡢࠕᢡཱྀಙኵ㸦ୗࡢϩ㸧ࠖ
㸦ࠕᅜᩥᏛࠖ
1983 ᖺ 9 ᭶㸧ࢆᥖ㍕ࡉࢀࡓᅗᙧࡶᘬ⏝ࡍࡿ㸦ᅗᙧࡣㄽ⪅ࡀᶍೌࡋࡓ㸧
ࠋ

 ぶ
 ㄒࡾᡭ
   Ꮚ

ࡇࡢᅗ࡛ࡣㄒࡾᡭࡣᙳࡢࡼ࠺ⷧ࠸ࠋࡇࡢᅗ࡛ࡣㄒࡾᡭࡀᐇᶒࢆᣢࡘࠋᏊ๎ࡋ࡚ぶ
ࢆㄒࢀࡤぶࡣฟᡤ᮶Ṕࡢᐃ࡛࡞࠸≬ᭀ࡞⪅࡞ࡾࠊぶ๎ࡋ࡚ᏊࢆㄒࢀࡤᏊࡣᑠࡉ࡞ࡸࡣࡾ
᮶Ṕࡢᐃ࡛࡞࠸⪅࡞ࡿࠋ
㸦୰␎㸧ぶࡶᏊࡶㄒࡾᡭࡀᅾࡋධຊࡢලྜ࡛⚄ࡢ⨨ᢲࡋୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 

ڹ

ᅗ᭩ࡅࡤࡇ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦୕ゅᙧࡢ̿ㄽ⪅ὀ㸧㡬ୖㄡࡀ᮶࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠊ≀ㄒࡣ᥎ᐹࡉࢀࡿ
࠾ࡾ୕୍య࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛୰ୖࡣࠕ୕୍యࠖ࡞࠸࠺ゝⴥࢆࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୕⪅ࡀᏳᐃⓗ࡞㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡣḟ
ྕࡢゎㄝࢆぢࡿ᫂ࡽ࡞ࡿࠋ࠸ࢃࡃࠕ୕ゅᙧࡣጼࢆኚ࠼࡚ࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࡑࡢ୕ゅᙧࡣᖖ
ࡣࡆࡋࡃᅇ㌿ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊእࡽࡣࡢࡼ࠺ぢ࠼ໟᦤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᫎࡿࡣࡎ࡛࠶
ࡿࠋࡣࡉࡽᅇ㌿ࡍࡿࠖ16㏙࡚࠾ࡾࠊ
ࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡢ❧ሙࡀᖖࡃࡿࡃࡿධࢀ᭰ࢃࡿ
ࡇࡀࠊ≀ㄒࢆ๓㐍ࡵࡿᶵ⬟࡛࠶ࡿศࡿࠋ


㸱㸬
ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘࠾ࡅࡿࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖ
 ࡉ࡚ࠊ
ࠕࡣࡌࡵ࡛ࠖ㇂࣭ᑠ᳃୧Ặࡢㄽࢆᘬ⏝ࡋࡓ㝿ࠊᮧ㱟㐀ࡀࠕ∗ࠖࡢ⨨ࡽࠕᜥᏊࠖࡢ

16

ࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕࣭ඵேࡢసᐙ ᢡཱྀಙኵ㸦ୗࡢϪ㸧
ࠖ㸦
ࠗᅜᩥᏛ࠘1983 ᖺ 10 ᭶㸧
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⨨㝆ࡾ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ඹ㏻ࡢᣦࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᕝᮧ࣭Ⳣ㔝୧Ặࡀࣔࣥࡢㄒࡾ
ࡢ༑ศࡉࢆ㸦ዲពⓗ࡛࠶ࡿྰࡢᕪࡣ࠶ࢀ㸧ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ㏙ࡓࠋࡇࢀࡽࡘࡢホ౯ࡣ
࠸ࡎࢀࡶጇᙜࡘྍศࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ୰ୖࡀ࠶࠼࡚ྲྀࡗࡓᡓ␎࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣ㱟
㐀⛅ᖾࡢぶᏊ㛵ಀࡢኚࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
⛅ᖾࡣࠊࡣࡗࡁࡾศࡗ࡚࠸ࡓࠋᮧ㱟㐀ࡣ᭱ึࠊ⏫ࡢே㛫ࡶ㊰ᆅࡢ⪅ࡶࡇࡢ㤿ࡢ㦵
ศࡽ࡞࠸ࠊࢇ࡞⫱ࡕศࡽ࡞࠸࠸࠺ྡ๓ࡢ࡞࠸⏨ࡔࡗࡓࠋ
㸦୰␎㸧ࡔࡀࠊ⛅ᖾࡶࡲࡓ⚾⏕
ඣࡋ࡚ࠊᡤࡽὶࢀ࡚ࡁࡓ⪅ࡽࡀᒣࡢ➃㞟ࡲࡾఫࢇ࡛ฟ᮶ࡓ㊰ᆅ⏕ࢀࡓࠊࡇࡽ᮶
ࡓࡢศࡽ࡞࠸⏨ࡔࡗࡓࠋ⛅ᖾࡢฟᡤࢆ࠶ࡍ㊰ᆅࡣᾘࡋࢦ࣒࡛ᾘࡉࢀࡿࡼ࠺ᾘ࠼࡚࠸ࡓࠋ
㸦81 㡫㸧
 ࡇࡢࡼ࠺ᮧ㱟㐀ࡣࡇࡽ᮶ࡓࡢศࡽ࡞࠸ㅦࡢᏑᅾࡋ࡚⾲㇟ࡉࢀ࡚ࡁࡓ

17ࠋࡋࡋ㊰ᆅ

ࡢᾘ⁛ࡶࠊ⛅ᖾࡶࡲࡓฟᡤࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ㊰ᆅࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡣᮧ
㱟㐀⛅ᖾࡢ㛫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ㊰ᆅࡢშ࠸࠺ࠕㄒࡾᡭࠖࡀࠊࡑࡢຊࢆኻࡗࡓࡇࢆࡶពࡍࡿࠋ⛅
ᖾࡣᮧ㱟㐀ᑐࡋ࡚ࠕࡶࠊ㞧ᮌࡢᯞ࡞ࡿࡓࡅయࢆ㏫ࡽࢃࡠࡼ࠺Ṍ࠸࡚࠸ࡿㅦࡢయࡢࡁ࡞⏨
ࡣኚࢃࡾ࡞ࡗࡓࠋᏊ౪ࡢ㡭㐪࠺ࡢࡣࠊㅦࡢࡁ࡞⏨ࡣࠊኌࢆࡅࢀࡤᒆࡃ㊥㞳࠶ࡾࠊ⭎
ࢆࡢࡤࡏࡤᒆࡃ㊥㞳࠶ࡿࡔࡗࡓࠖ࠸࠺ឤ៓ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢ㛫ࡣᖖ⦆⾪ᮦࡢࡼ࠺㊰
ᆅࡀ࠶ࡾࠊ⛅ᖾࡣშࢆ⤒⏤ࡋࡓᮧ㱟㐀ࡋ▱ࡽࡎ㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡓ

18ࠋ

 ࡋࡋ㊰ᆅࡀᾘ⁛ࡋࠊ㱟㐀ࡀ࠸ࢃࡤ࣓ࢱࣞ࣋ࣝࡢྍゐࡢᏑᅾ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࠕᯤ
ᮌℿࠖࡽࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘⛣⾜ࡍࡿࠊ≧ἣࡣ୍ኚࡍࡿࠋࡉࡁࡢࠕ≀ㄒࡢ⣔㆕ࠖࡑࡗ࡚
ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࡽࠊ
ࠕᯤᮌℿࠖ࠾࠸࡚ࠕぶࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖ
ࠕᏊࠖ࠸࠺ୖୗ㛵ಀ࠶ࡗࡓ⛅ᖾ㱟㐀ࡣࠊ
ࠗᆅ
ࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘࠸ࡓࡿࠊ୕ゅᙧࡢ㛵ಀᛶኚࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠕぶࠖࠕᏊࠖ
ࡢ㏫㌿⌧㇟ࡀ㉳ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⛅ᖾࡣࡁࡗࡥࡾࡋࡓཱྀㄪ࡛ࠊ
ࠕࡑࢇ࡞ࡣᚋࡌࡷࡼࠋఱࡶನࡣࡇࡢ║࡛ぢࡽࢇࠖゝ࠸ࠊࢃࡽ
࠸ࠊ
ࠕ㱟㐀ࡼࠖࡲࡿ࡛ᮧ㱟㐀ࡀ⛅ᖾࡢᜥᏊࡔ࠸࠺ࡼ࠺ࢇࡔࠋᮧ㱟㐀ࡀ㑧ពࡢ࡞࠸Ꮚ
౪ࡢࡼ࠺࡞➗ࡳࢆᾋࡿࡢࢆぢ࡚ࠕฮົᡤࡢ୰࡛ᮧᏞ୍ࡀఱ㐢ࡶክᯖ❧ࡘࢇࡌࡷࠖᛮ
࠸ࡘࡁࢆゝࡗࡓࠋ
ࠕ⛅ᖾࠊ࠾ࡲ࠼ࡇࡑ࠾ࢀࡢ⌧ࡋ㌟ࡌࡷࠊ㱟㐀ࡣ࠾๓ࡢᏊ౪ࡌࡷࠊᚚඛ♽ᵝࡀ
ゝ࠺ࢇ࡛ࠊ࠾ࢀࡀ㜿࿈ࡠࡏ࡞ࡿࠊᏞ୍ࡢࡸࡘࡣఱ༑௦ࡶࡢ⾑ࡢὶࢀ୍࡛௦ࡄࡽ࠸㏫ࡉ
ࡲ࡞ࡗ࡚ࡶࡲ࠺ࡶࡢゝ࠺ࢇࡌࡷࠖ
㸦26 㡫㸧
 ㇂Ặࡢᣦࢆࡲࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ⛅ᖾࡀ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛㱟㐀ࢆᏊ౪ᢅ࠸ࡋࠊ㱟㐀ࡶࡑࢀ⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿࠊ

ࡓ࠼ࡤࠕᓁࠖ
㸦
ࠗᩥᏥ⏺࠘1975 ᖺ 10 ᭶㸧ࡣࠕ୍యࠊࡑࡢ⏨ࡣࠊࡇࡽὶࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
㸦୰␎㸧ேࠎ
ࡢშ࡛ࡣᒣᯘࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࡢୖ๓ࢆࣁࢿࡿࠊゝࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣࠊᢡࡩࢀධࡗ࡚ࡃࡿშࢆ⪥ࡋ࡚ࠊࡑ࠸ࡘࡀࠊ
ࡕࡗࡱࡅ࡞༝ຎ₎ࡍࡂ࡞࠸ࡶᛮࡗࡓࠋࠖ࠶ࡾࠊᐇ∗ࡢሗࡀშࡋ࡚ఏࢃࡗ࡚ࡃࡿᵝࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ
18 ࠕᯤᮌℿࠖ
㸦
ࠗᩥ⸤࠘1976 ᖺ 10 ᭶㹼1977 ᖺ 3 ᭶㸧࠾࠸࡚ࡣᮧ㱟㐀ࡢ≀ㄒࡣࠊṍࢇࡔᙧ࡛ࡋ⛅ᖾఏࢃࡽ
࡞࠸ࠋࠕ᭷㤿ࡽࡇࡢᅵᆅὶࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡀ㊰ᆅࡢㄡࡶࡑࡢヰࢆಙ⏝ࡋ࡞ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧⏨ࡀඛ♽ࡀㄡࠎ࡛
ゝ࠸ࡣࡌࡵࡿࡢࢆ⪺ࡁࠊ࠶ࡢ㤿ࡢ㦵ࡀლࡗࡓࠖ࠶ࡾࠊ┤᥋ࡑࡢ≀ㄒࢆࠕᭀࡁ❧࡚ࡿࠖࡇࡣྍ⬟㏆࠸ࠋ
17
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࠸ࡸ౽ࡋ࡚࠸ࡿࡉ࠼࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ

19ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㱟㐀⛅ᖾࡀධࢀ᭰࠼ྍ⬟࡞ࠕぶࠖࠕᏊࠖ

࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽࠊࣔࣥࡣㄒࡾᡭ┦ᙜࡍࡿࡢ㸽 ࡇࢀᑐࡋ࡚ㄽ⪅ࡣྰ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏᙜᙼࡽ
ேࠊ࠸ࡸࠊᙼࡽ௨እࡶࠕぶࠖࠕᏊࠖࡢ㛵ಀ࠶ࡿⓏሙே≀ࡓࡕࡢ㛫ࣔࣥࡀධࡾ㎸ࢇ࡛ࠊ୍᪉
ྥࡗ࡚᪉ࡢ≀ㄒࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋࣔࣥࡀ࠸ࡶㄒࡾᡭࡽࡋࡃⓏሙࡍࡿ⟠ᡤࢆࣆࢵࢡࢵࣉࡋ
࡚☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ
⛅ᖾࡀᮧ㱟㐀⾜ࡗࡓࡢࡣᒣࡔࠊ⛅ᖾࡢᡭୗ࡞ࡗࡓⱝ࠸⾗ࡣゝࡗࡓࡀࠊࣔࣥࡣ㐪࠺㤳
ࢆࡗࡓࠋࣔࣥࡣᮧ㱟㐀ࡀ⛅ᖾࢆࡘࢀ࡚ࡑࡤࡢᑎධࡾࠊ᫇ࠊᮧᏞ୍ࡀⴠࡕ࡚᮶ࡓ
㐃ࢀ࡚᮶ࡓᡭໃࢆඛ♽ࡍࡿఫ⫋ࡸ⏫㆟ဨᘬࡁྜࡏࡓᛮࡗࡓࠋᮧ㱟㐀ࡢࡔࡽᮧ
ࡢഐ⣔ࡢ⪅ࡸᡭໃࡢ⾑➽ࡢ⪅ࡦࡑᣍ㞟ࢆࡅࠊႚⲔᗑᩱீࡉࡾࡆ࡞ࡃᚅࡓࡏ࡚࠸ࡿ
ࡶࡋࢀ࡞ࡗࡓࠋ
㸦98 㡫㸧
 ࡼࡃࡼࡃㄞࢇ࡛ࡳࡿወጁ࡞ᩥ❶࡛࠶ࡿࠋ⛅ᖾ㱟㐀ࡀ㐃ࢀ❧ࡗ࡚ᒣ⾜ࡃࠋࡑࢀࢆぢ㏦ࡗࡓࡣࡎ
ࡢⱝ࠸⾗ࡢヰࢆࠊࡑࡢሙ࠸࡞ࡗࡓࣔࣥࡀྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ┤ᚋࣔࣥࡢ᠈

ࡣ⛅ᖾᮏே

ࡼࡗ࡚ྰᐃࡉࢀࡿࠋࠕ⛅ᖾࡣࣔࣥࠊᩱீࡶႚⲔᗑࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋᮧ㱟㐀ูࢀࠊࡓࡔ᭷㤿
ࡢᑠᒇἩࡗࡓゝࡗࡓࠖ
㸦99 㡫㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࣔࣥࡣࠗ༓ᖺࡢទᴦ࠘ࡢ࢜ࣜࣗ࢘ࣀ࢜ࣂࡢࡼ࠺࡞༓㔛
║ⓗどⅬࡽࡍ࡚ࢆㄒࡿࡼ࠺࡞ㄒࡾᡭࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡶ࠺୍⟠ᡤ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⛅ᖾ
㱟㐀ࡀࡕࡻ࠺࠾┅㔜࡞ࡿᮇ㛫ࠊேࡔࡅ࡛ 10 ᪥㛫ࡢᒣṌࡁฟࡅࠊᖐࡗ࡚ࡁࡓሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ
ࣔࣥࡢᗑ❧ࡕᐤࡗࡓ⛅ᖾࡣ༑᪥㛫ࡶᒣࡢ୰ࢆṌ࠸ࡓࡶࢃࡽࡎ⑂ࢀࡓᵝᏊࡶ࡞ࡃ๓ࡶ
ቑࡋ࡚యࡢ୰ࡽ⏨⮯ࡉࡀ❧ࡕ⌧ࢃࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡓࠋᚰࡢ୰࡛ࠊேࡢᒣṌࡁࡢ⌮⏤
ࢆ᥎

ࡋ࡚࠸ࡓࣔࣥࡣ⏨ேࡀᒣṌࡁࡋࡓࡢࡣࠊඵ᭶༑᪥ࠊࡇࡢᅵᆅࡢ┅ࡀ᪥࡞ࡗࡓ⚽

㞝ࡢ㟋࠸⾜ࡗࡓࡢࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
㸦189 㡫㸧
 ࡇࢀࡼࡾ๓ࡢᒣ୰ࡢሙ㠃࡛ࠊ☜⛅ᖾ㱟㐀ࡢ㛫ࡣ⚽㞝ࡢヰ㢟ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡑࡶࡑࡶ㱟
㐀ࡣ⚽㞝ࡢ㟋࠸⾜ࡃ࠸࠺┠ⓗ࡛⛅ᖾࢆㄏࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡠࡗ࡚ࡁࡓ⛅ᖾࣔࣥࡣࠕᒣṌ
࠸࡚ࡗࡓࡽఱฟ࡚᮶ࡿẼࡍࡿࡸࢁࠖᑜࡡࡿࠋࡑࢀᑐࡋ࡚⛅ᖾࡀఱࡶฟ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ⟅࠼ࡿࠊ
ࠕࣔࣥࡣ⛅ᖾࡢヰࢆ⪺࠸࡚ኻᮃࡋࡓࠋ⛅ᖾࡢヰ࡛ࡣ⚽㞝ࡢ᪥ᙜࡿ᪥ᒣࡢ୰࡛ேࡢ⏨ࡀ╬ゝࢆ
ࢃࡍࡼ࠺⤮✵ࢆヰࡋ࡚࠸ࡓ࡞ࡿ⪃࠼ࠊᜥⱞࡋࡃ⬚ࡀࡘࡲࡗࡓࠖ㸦190 㡫㸧ᡭホ౯
ࢆୗࡍࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠗᆅࡢᯝ࡚⮳ୖࡢ࠘ࡣ 486 㡫ཬࡪⴭ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄒࡾᡭࣔࣥࡢᚰ୰ᛮᝳሙ㠃ࡢ࣮࣌ࢪࡣ࠸
ࡎࢀࡶసရࡢ๓༙Ꮡᅾࡍࡿࠋࡲࡿ࡛ࣔࣥࡀಙ⏝࡞ࡽ࡞࠸ㄒࡾᡭ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ࠸ࡸࠊಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸ㄒࡾᡭࡲ࡛ゝࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡣㄒᘢࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࣔࣥࡣࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡢ༊ศ࡛ゝ࠺ࠕㄒࡾᡭࠖࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ㄒࡾᡭࠊ࠶ࡿ≀ㄒᑐࡋู࡚ࡢゎ
㔘㸦ࡴࢁࢇ≀ㄒゝ࠸࠺ࡿ㸧ࢆᣢࡕฟࡋ࡚ࡃࡿᏑᅾ⨨࡙ࡅࡿࡁࡔࢁ࠺ࠋᑡ࡞ࡃࡶᙼዪࡣࠕぶࠖ
ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࠋ

19

ࡉࡽ㱟㐀ࡣࣇࢧᑐࡋ࡚ࠕ⛅ᖾࡉࢇࡣࢃࡋࡢᏊࡌࡷ࡞࠸ࠋࢃࡋࡢぶࡌࡷࠖ㸦54 㡫㸧ࡲ࡛ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ
ࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡢ᪉ࡢࠕㄒࡾᡭࠖࡣㄡ┦ᙜࡍࡿࡢࠋ⤖ㄽࡵ࠸ࡓࡇࢆඛゝࡗ
࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊࡳ࡞ࠕぶࠖࡶࠕᏊࠖࡶࠕㄒࡾᡭࠖࡶ࡞ࡾᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣ⛅ᖾ࣭ᚭ࣭ᮧ㱟
㐀ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿࠋỈࡢಙᚰࡽ㏨ࢀ࡚ࡁࡓᚭࡣࠊ⛅ᖾࢆ⤯ᑐࡢ⚄ࡋ࡚⨨࡙ࡅࠊṚࡡ࠸࠺
௧ࢆῬᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ
ࠕṚࡡࠊႃඖࡲ࡛ゝⴥࡀ㏺࠸ୖࡗࡓࠖࡢࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⛅ᖾࡣࡃ␗࡞
ࡿ௧ࢆୗࡍࠋ
ࠕ⛅ᖾࡣႃࡀࡅࡓࡼ࠺ᛮ࠸࡞ࡀࡽゝࡗࡓࠋ
ࠕẅࡍࢇࡌࡷࡗࡓࡽฟ᮶ࡿ࠸㸽 ನࡣ
Ṋჾࢆᣢࡗࡿࠋ┦ᡭࡣನࡢࠊᐇࡢ∗ぶࡌࡷࠖពእ࡞⛅ᖾࡢኌࢆ⪺࠸ࡓᚭࡢ║ᜍᛧࡀᾦࡢ⭷ࡢࡼ࠺
ᗈࡀࡗ࡚⾜ࡃࡢࡀ࠶ࡾ࠶ࡾศࡗࡓࠖ
㸦316 㡫㸧ࠊᚭ࡛ࡉ࠼ணእ࡞せồࢆゝ࠸Ώࡉࢀࡿࠋ
 ⛅ᖾࡀᮏẼ࡛ゝࡗࡓࡇ࡞ࡢ࠺ࠊゝཬࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡇࡢⅬ࡛ࠕನࡣṊჾࢆᣢࡗࡿࠖ
⛅ᖾࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㕲⏨ࡽྡ┠ୖ㈙࠸ྲྀࡗࡓᣙ㖠࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ⛅ᖾࡣᚭᣙ㖠ࢆΏࡋ࡚
ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡶ࡞ࡃࠊ၈✺ᗐ࡛≢⾜ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡀࣔࣥࢆ⤒⏤ࡋ࡚ఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࠕࠕ⛅ᖾࡉࢇࠊᚭఱゝ࠺ࡓࢇ㸽ࠖࣔࣥࡣイࡃࠋ
㸦୰␎㸧
ࠕ㱟ࡉࢇࡀゝ࠺ࢇࡼࠊᚭࡀࢃࡋࢆẅࡋ᮶ࡓࠊ
ゝ࠺࡚ࠋ⛅ᖾࡀ࠸ࡘ࡛ࡶධࡗ࡚᮶ࢀࡿࡼ࠺᭩ᩪࡢᡞ࠶ࡅ࠸ࡓࡽࠊᚭࡀධࡗ࡚᮶࡚ᗐࡘࡁ❧࡚
ࡗࡓࢇࡌࡷࠊゝ࠺࡚ࠋᗐࢆ࠺ࡕࡍ࠼ࡓᢿᏊ⭸യࡋࡓゝ࠺࡚ࠖ
㸦382 㡫㸧࠸࠺ࣔࣥࡢヰ
ࡽࡣࠊ⛅ᖾࡽΏࡉࢀࡓᣙ㖠࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂⮬ධᡭࡋࡓᗐ࡛ࡢ≢⾜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡇࢁ࡛ࠊࣔࣥࡽఏࢃࡗ࡚ࡃࡿ㱟㐀ࡢゝⴥࡽࡣࠊ⛅ᖾࡀᚭᣦ♧ࢆฟࡋࡓ᫂☜ㄒࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࣔࣥࡣ㱟㐀ࡽᚭࡀ⛅ᖾࡢ࡛≢⾜ཬࢇࡔࡽࡋ࠸⪥ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᮏᙜ
ࡑ࠺ゝ࠸ษࢀ࡞࠸㠃ࡶ࠶ࡿࠋᗘࡣᚭ⤒⏤࡛ࠊᮧ㱟㐀ࡀᚭ࠸ࡉ࠸ࢆ㉳ࡇࡋࡓ࠸࠺ヰࡀᗈࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⛅ᖾࡀࡑࢀࢆ⪥ࡋࡓࡢࡣࠊᚭࡽࡔࡗࡓࠋᚭࡢུẕ࠶ࡓࡿࣘ࢟ࡀࠊ
ேࡽᚭࡀᮧ㱟㐀ㄵ࠸യࢆ㈇ࢃࡏࡓࡁࡁࡘࡅࡓࠊࣃ࣮ࢺゼࡡ࡚᮶ࡓࠋࣘ࢟ࡣ㊊ໟᖏࢆ
ᕳ࠸࡚࠸ࡿᚭࢆぢ࡚ࠊᮧ㱟㐀ࡀᚭയࢆ㈇ࢃࡏࡓࡢࡔᛮ࠸ࠊࡦࡋࡁࡾ៓ࡋࡓࠖ
㸦388 㡫㸧࠶
ࡾࠊࣘ࢟ࡀ┿ᐇࢆṍ᭤ࡋ࡚ఏ࠼࡚࠸ࡿࡣゝࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡇࢀ࡛ࡣࣔࣥࡸࣘ࢟ࢆ࠾ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㱟㐀࣭⛅ᖾ࣭ᚭࡀ࠸ㄒࡗࡓࡾㄒࡽࢀࡓࡾ❧ሙࢆධࢀ
᭰࠼࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀᴟࡵ࡚ఝ࡚࠸ࡿ㛵ಀࡀࠊ㱟㐀࣭㕲⏨࣭⛅ᖾࡢ୕ேࡔࠋ⣬ᖜࡢ㛵ಀ
ୖヲ⣽ㄽࡌࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ⛅ᖾࡣ㕲⏨⬣㏕ࡉࢀࡿሙ㠃࡛ࠕᮧ㱟㐀ࡣ㖠ཱྀࡀ⮬↛⛅ᖾྥࡃࡼ࠺
⨬ಽࡋࡓࠖ㸦282 㡫㸧᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋᐇ㝿㱟㐀ࡀ⛅ᖾࢆẅᐖࡍࡿࡼ࠺ྥࡅࡓ࠺
ࡣ᭱ᚋࡲ࡛᫂ࡔࠋ୍᪉࡛ࠕ
ࠕࣚࢩࠊ㕲⏨ࡢẼᣢࡕ▱ࡗࡿࢇࡇࠋ㕲⏨ࡣࣚࢩ୍⥴ᬽࡋࡗ
ࡓࠊࢇ࡞ࡋࡓࡽぶࢆẅࡏࡿ⪃࠼ࡓࢇࡌࡷࠋ
㸦୰␎㸧
ࠖ⛅ᖾࡣసࡾヰࢆࡋࡓ㸦261 㡫㸧
ࠖ࠶
ࡾࠊ⛅ᖾࡀࣚࢩ࠸ࡽࡠ㆙ᡄࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺ྥࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 㕲⏨ࡀ⛅ᖾࢆ⬣ࡋࡓ㝿ࠊࠕ࠾ࡲ࠼ࡢ⼚ࡢ⣅࣒ࢳࣕࢡࢳࣕゝࢃࢀ࡚ࠊ࣡ࣞࡀನࡸ࢜ࣖࢪࢆ࠺ゝ
࠺ࡿࡢࡁࡉࢀ࡚ࠖ㸦282 㡫㸧ゝࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㱟㐀ࡀ㕲⏨ࢆࡑࡑࡢࡋ࡚⛅ᖾࢆẅᐖࡋ
ࡼ࠺ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ㕲⏨ࡀ∗ࣚࢩࢆᧁ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᥥࡣ࡞࠸ࠋ࠶
ࡃࡲ࡛ᮧ㱟㐀ࡢࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ⪺ࡁࡘࡅࡓ୍ࡀࠕࡸࢇࠖ㠀㞴ࡢኌࢆୖࡆࡿ
ࡇࡽࡶࠊ⛅ᖾࡀ㕲⏨ࢆࡗ࡚㱟㐀ࢆẅࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࿘ᅖࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
 ࡇࡢ୍ࡢぢゎࢆࣔࣥࡶࡲࡓಙࡌ࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࢀࡀᐇ㝿⛅ᖾྍ⬟࡞ࡢ࠺ศࡽ࡞ࡗࡓࠋ
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⛅ᖾࡀᣙ㖠ࢆ㞃ࡋᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢࢆ୍ࡣ┠ᧁࡋࠊࣔࣥࡣᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ⛅ᖾࡣᣙ㖠ࢆ୍⛅ᖾࡢୗ
࡛ാ࠸࡚࠸ࡓࣚࢩࡢᏊ㕲⏨Ώࡋࠊᧁࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡢ࡞ࡽࠊㄡࡶᙼࡶࡢᩛࠊ⼚ࡢ⋤ࢆ≺࠼ࠊࡌࡓࠖ
㸦452 㡫㸧᩿ᐃⓗ࡞⾲⌧ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡋࡋࡇࢀࢆࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ୕୍య࡞ࡿࠕㄒࡾᡭࠖ⨨
࡙ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ㱟㐀ࡣ㕲⏨⛅ᖾࡢࡇࢆㄒࡾࠊ⛅ᖾࡣࣚࢩ㕲⏨ࡢࡇࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࣔ
ࣥࡣ୍ࡀㄒࡗࡓࠕ⛅ᖾࡢ∗ẅࡋࠖ࠸࠺≀ㄒࢆ࡞ࡒࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᚋࡢࠗወ㋱࠘
㸦ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ1989 ᖺ㸧Ⓩሙࡍࡿࢺࣔࣀ࢜ࢪ࢜ࣜࣗ࢘ࣀ࢜ࣂࡢࡅྜ࠸ࡢࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ≀ㄒ
ᑐࡋู࡚ࡢゎ㔘ࢆᥦ♧ࡍࡿࡼ࠺࡞ㄒࡾᡭぢ࡞ࡍࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࠶ࡿே≀ࡢ⾜ືࡢືᶵ࡞ࡾᚰ࡞ࡾࢆࠊูࡢே≀ࡀㄒࡿࠋࡑࢀᨾࠊṇࡋ࠸ぢゎ࡞࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ
ࡑࡶࡑࡶᥥࡁࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ࠸ࡸࠊ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡀࠕぶࠖࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࡇ௨ୖࡢࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࠕぶࡶᏊࡶㄒࡾᡭࡀᅾࡋධຊࡢලྜ࡛⚄ࡢ⨨ᢲࡋୖࡆࡽࢀ࡚ࠖࡣ࠸ࡿࠋࡋࡋࠕ㡬ୖ
ㄡࡀ᮶࡚ࡶኚࡽ࡞࠸ࠖࡋࠊࠕ୕ゅᙧࡣጼࢆኚ࠼࡚ࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࡑࡢ୕ゅᙧࡣᖖࡣࡆࡋࡃᅇ
㌿ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋᭀࡁ❧࡚ࡽࢀࡿࡁࡶࡢࡣࠊ⡆༢ᭀࢀࡿࠋㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࡢ⛎ᐦ
ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡇࡑࡀᭀࢀࡿࡁ⛎ᐦ࡞ࡢࡔࠋ


㸲㸬࠾ࢃࡾ
 ࡑࢀࢆ㇟ᚩࡍࡿࡢࡀࠊ㊰ᆅࡢඖఫேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡿഴᩳᆅ࡛ࡢฟ᮶ࡔࠋỈࡢಙᚰ࡛᪉ࠎࢆᅇࡗࡓࡉ
Ꮚࡀᮧ㱟㐀ࡢ㐣ཤࢆࠊࡘࡲࡾࠕࡕࡷࢇࡣఱࡶ▱ࡽࢇࡢࡸࠋ㔠ᣢࡕᡂࡾୖࡀࡗࡓࡉࠊ⼚ࡢ⋤
ゝࢃࢀࡓࡾ⼚ࡢ⣅ゝࢃࢀࡓࡾࡍࡿࡢ㐪࠺࡚ࠊ᭷㤿࠾ࡗࡓ㡭ࡸࠖ㸦398 㡫㸧࠸࠺ᐇࢆ⪺ࡁ
ࡘࡅ࡚᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠕࡇࡢ㤿ࡢ㦵ࠖშࡉࢀ࡚ࡁࡓ⏨ࡣᗂᑡᮇᴟ㈋ࡢ⏕άࢆవ࡞ࡃࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ⪅ࡔࡗࡓࠋ
ࠕࡕࡷࢇࠊ᭷㤿࡛ࡣࡳࢇ࡞ேࢆࡓࡔࡢஒ㣗ᛮࡗࡓࢇࡼࠖ⛅ᖾࡣࡉᏊࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࡑ
ࢀࡀᮏᙜ࡞ࡢࡔᛮࡗࡓࠋ
㸦୰␎㸧ᩍᅋࡢษࡾࠊᡭໃࡢ⪅ࡢษࡾࠊᮧᏞ୍ࡢࡢᅜࡢ⌮ࠊ
ࡑࢀࡣஸ㟋ࢆ៘⸘ࡍࡿࡓࡵࡘࡃࡾฟࡋࡓᮧ㱟㐀ࡢ⇕ࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋ
㸦400 㡫㸧
 ࡴࢁࢇ㱟㐀ࡢ୍᪘ᮧᏞ୍ࡢ㛵ಀࡣ᫂ࡔࠋ࠶ࡃࡲ࡛⛅ᖾࡀࠊᮧᏞ୍ࡢ≀ㄒࢆࠕᯤᮌℿ࡛ࠖㄒ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕṚࡢ㢪࠸ࠖࡢ⏘≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♽∗ࡢ៘⸘ࡢ⏘≀᥎

ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ☜

㱟㐀ࡣ⮬ࡽࡢࠕṚࠖࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊู࡞ᙧ࡛ࡢỌ㐲ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡀ♧၀
ࡉࢀࡿࠋ㱟㐀ࡢ⣲ᛶࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓᚋࠊ⛅ᖾࡣ㊰ᆅ㊧ࡢⲡࡴࡽ࡛㱟㐀ወጁ࡞ヰࢆࢃࡍࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ⛅ᖾࡀ㱟㐀ࡢ⪃࠼ࢆ᥎ᐃࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㱟ࡉࢇࡀࡇ࠺⪃࠼࡚ᒣධࡗࡿࢇࡌࡷࢁ⪃࠼ࡗࡓࢇࡌࡷࡼࠋ㸦୰⤡㸧ⲡᮌࡌࡷࡗࡓࡽࠊ
ⓒᖺࡄࡽ࠸ࠊ㞝ࡋ㞤ࡋ࠸࠺⮬ศࡢ≀ࡔࡅ࡛✀ࡘࡃࡗ࡚ᯤࢀ࡚ࡲࡓ✀ࡘࡃࡗ࡚⏕ࡁ⥆
ࡅࡿ࡛ࡁࡿࡌࡷࢁࡀࠊᮧᏞ୍ࡽⓒᖺࠊࢃࡋࡽዪࡢ✰ࡾ࡞ࢇࡔࡽ✀ࢆṧࡏࢇᐟࡌࡷࠋ
ࢀࡄࡽ࠸ࡢ⪅ࡢ✀ࡀΰࡾ㎸ࢇࡿࠖ
㸦413 㡫㸧
 ே㐪ࡗู࡚ࡢ✀ࡀ⣮ࢀ㎸ࡲࡎࠊ⣧⢋㛗ࡃᏑ⥆࡛ࡁࡿᶞᮌࡢࡇࢆࠊ᎖ጊࡋࠊỈࡢಙᚰࢆࡋ࡚࠸
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ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢゝⴥ⥆ࡅ࡚ࡑ࠺⛅ᖾࡣゝ࠺ࠋࡋࡋ㱟㐀ࡣࠕᮌࡀࢇ࡞⏕ࡁ࡚ࡶ⏕ࡋ࡚
ࡶࠊࡑࢇ࡞Ṕྐࡼ࠺ᣢࡓࢇࡌࡷࢁゝ࠺ࠖࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⟅࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡉࡽࠊㅦࡢከ࠸ḟࡢྎ
モࢆ㏙ࡿࠋ
ࠕࡗࡕࡋ࡚ࡶࢃࡋࡣ୍ࡓࡍ୍ࡣ୍ࡌࡷࡋࠊ୕ࡦࡃ୍ࡣ୍ࡌࡷᛮࡿࠋ
㸦୰␎㸧ࢃࡋࡶ⏕ࡁ
ࡘ࡙ࡅࡿࠋᮧᏞ୍ࡶ⏕ࡁࡘ࡙ࡅࡿࠋ⛅ᖾࡶ⏕ࡁࡘ࡙ࡅࡿࠋྠࡌ୍ࡌࡷࠋྠࡌ✀ࡌࡷࠋࢃࡋࡣᮡ
ࡸᷓࣖ࢟ࣔࢳ↝ࢇࠋ
㸦୰␎㸧୍ఱࢆ㊊ࡋ࡚ࡶ୍ࡌࡷࡋࠊ୍ࡽఱࢆᘬ࠸࡚ࡶ୍ࡌࡷࠋࡢ
ᅜࢆክࡳ࡚㈇ࡅ࡚ษࡽࢀ⥆ࡅࡓᏞ୍Ẋࡣᚋࡢୡࡢࡲ࡛▱ࡗࡗࡓࢇࡌࡷࡢࠖ
㸦414 㡫㸧
 ࡇࢀࡣࠊ
ࠕぶࠖ
ࠕᏊࠖ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡢ୍యᛶࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࡇࡢ୕୍యࡢ୕ゅᙧࡀ
ㄒࡿࡇ࠸࠺ࡢࡣࠊ୍ぢࣂࣛࣂࣛ࡞ࡼ࠺ぢ࠼୍࡚ࡘࡢࡶࡢࢆࡵࡄࡿㄒࡾ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋே㛫ࡣ⤖ᒁࡢࡇࢁ㛵ಀᛶࡢ୰ࡋᏑᅾࡋ࡞࠸ࠊᏑᅾ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆᙇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ⮬ᕫࡶᏑᅾࡋ࡞࠸ゝ࠸࠼ࡽࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶ
ࡋࡇࢀࡀ㱟㐀ࡢ⪃࠼ࡿࠕࡢᅜࡢ⌮ࠖ࡞ࡽࡤࠊᩍ࡛ゝ࠺ࠕ⦕㉳
࠸

20ࠖࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞

21ࠋ

 ࠾ࡑࡽࡃ⛅ᖾࡣࡑ࠺ឤࡌྲྀࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠕᮧ㱟㐀ࡢ⪃࠼ࡣࠊ⾰㣗㊊ࡾ࡚ࡢ
࡛ࠊྰᛂ࡞ࡋ୍࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿ⪅ࡣࡑࢀࡀࡓࡲࡽ࡞࠸ࠖࡣ⪃࠼ࡲ࠸ࠋࡢᩍ࠼̿ࡍ࡚ࡣ୍ࡘࡔ
࠸࠺⪃࠼Ᏻᚰࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࡢࡣࠊ⌧≧࠶ࡿ⛬ᗘࡢ‶㊊ࢆᚓ࡚࠸ࡿே㛫࡛ࡋ࡞࠸ࠋࡔࡽࠕࡶ
ࡋ㐲ࡘ♽ࠊᮧᏞ୍ࡀᗄࡘ㊊ࡋ࡚ࡶᘬ࠸࡚ࡶ୍࡛࠶ࡿࢆࡢᅜゝࡗࡓࡢ࡞ࡽࠊ࠶ࡓ࠺ࡿ㝈ࡾᣢࡘ
≀ࡀᑡ࡞ࡃࠊᙅࡃࠊࡲࢀࡲࢀࡿ㊰ᆅ㊧ࡢᾋᾉ⪅ࡸഴᩳᆅࡢඖ㊰ᆅࡢఫேࡀࡑࢀ࡛ࠊᮧ㱟㐀ࡶ⮬
ศࡶ୍࡛࠶ࡾ࠺ࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠖ
㸦415 㡫㸧ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࡽࡇࡑࠊ⛅ᖾࡣ㊰ᆅ㊧
ࢆඹ᭷ᆅࡋࡓ࠸ክࡍࡿࠋ
ᮧ㱟㐀ࡣᆅ⾲ࡽఱࡶࡶᾘࡋཤࡿࠋ⻤᯿ࡢᮌࢆ୍ᮏṧࡽࡎᢤࡁཤࡿࠋ
㸦୰␎㸧ᮧ㱟㐀ࡣព
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡑ࠺ࡋࡓࡢ࡛࡞࠸ࠋ⽥ࡀᕢࢆసࡿࡼ࠺ࡓࡔࡑ࠺ࡋࡓࡗࡓࡢࡔࠋពࡣࡴࡋࢁ⛅
ᖾࡔࡗࡓࠋពࡢஸ㟋ࡢࡼ࠺⛅ᖾࡣ㊰ᆅ㊧ࢆㄡࡢᡤ᭷࡛ࡶ࡞ࡃࡋࠊࡑࡇᑠᒇࢆసࡗ࡚ఫࡴ
⪅ࡽࡢඹ᭷ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦400 㡫㸧
☜ࠕ≀ㄒࠖࡣࠕぶࠖࡢᡤ᭷ࡔࠋࡋࡋࠊ
ࠕㄒࡾᡭࡢධຊࡢලྜࠖࡼࡗ࡚ࠕぶࠖࡢ⨨࡙ࡅࡣ⚄
ࡶᝏ㨱ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡶࡗゝ࠼ࡤࠊ
ࠕㄒࡾᡭࠖࡼࡗ࡚ࠕ≀ㄒࠖࢆཷࡅྲྀࡗࡓࠕᏊࠖࡀࡢࡼ࠺
ࡑࢀࢆゎ㔘ࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡴࢁࢇࠕ≀ㄒࠖᑐࡍࡿࠕゎ㔘ࠖࡶࡲࡓ≀ㄒ࡛ࡋ࡞࠸ࠋࡔ
ࡽࡇࡑࠕពࡣ⛅ᖾࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⛅ᖾࡣࠕゎ㔘ࠖࢆᣄྰࡍࡿࡢࡔࠋ
 ᫂ࡅ᪉㱟㐀ࡢ᭩ᩪࢆゼࢀࡓ⛅ᖾࡣࠊ㱟㐀ࡀࡲࡉࠊ㤳ࢆྞࡗ࡚⮬ẅࡍࡿ࠸࠺ࡇࢁ㖊ྜࢃ
ࡏࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔࡀࡑࢀࢆࡵࡿࡇࡶࡏࡎࠊࡓࡔࠕ㐪࠺ࠖࠕ୍ࡘࡢゝⴥࡋ▱ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ྉࡪࠖ
20

ᩍ࠾ࡅࡿ┿⌮ࢆ⾲ࡍゝⴥ࡛ࠊ
ࠕᅉ⦕⏕㉳ࠖࢆ␎ࡋ࡚⦕㉳࠸࠺ࠋ⌧㇟ⓗ≀ࡣࡍ࡚┤᥋ཎᅉ㛫᥋ཎᅉࡢ
ࡘࡢཎᅉࡀാ࠸࡚⏕ࡎࡿࡳࡿᩍ⊂⮬ࡢᩍㄝࠋᇶᮏⓗࡣࠕṈ᭷ࡿࡀᨾᙼ᭷ࡾࠋṈ↓ࡁࡀᨾᙼ↓ࡋࠖつ
ᐃࡉࢀࡿࠋ
21 బࡣࠕ⪁࣎ࢣࡋࡓࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕబࡣゝ࠸ࡓࡗࡓࠋ㐣ཤࡀྠࡌࡔࡋࠊబᮧ㱟㐀ࡀྠࡌ
ࡔࡋࠊᮧ㱟㐀⛅ᖾࡣྠࡌࡔࠖ
㸦332 㡫㸧࠶ࡾࠊ㱟㐀ྠࡌ⪃࠼ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
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㸦444 㡫㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡴࢁࢇࡓ࠼⛅ᖾࡀỿ㯲ࡋࠊ
ࠕゎ㔘ࠖࢆᣄྰࡋ࡚ࡶࠊ≀ㄒࡣࡲࡔṆࡲࡽ࡞࠸ࠋ
⛅ᖾࡣᮧ㱟㐀く࠸ࡾ㤳ࢆࡋࡵࡓࠋຊ࡞ࡃࡋ࡞ࡔࢀࡗ࡚ࠊỴ╔ࢆࡘࡅࡓ࠺ࡑࡪࡁࠊ
ኳࡢኴ࠸ࡣࡾ࣮ࣟࣉࢆࡅࠊᮧ㱟㐀ࢆࡘࡿࡋࡓࠋࣔࣥࡣࡑ࠺⪃࠼ࠊᮧ㱟㐀ࡢṚయࢆⓎ
ぢࡋࡓ୍ࡀ㦫ࡁࠊ
ࠕࡸࢇࡀ࠸ࡲࠊࡇࡇࢆฟ࡚࠸ࡓࢇࡌࡷࠋࡸࢇࡀࡸࡗࡓࠖࡦࡊࡲࡎࡁࢃ
ࡵ࠸ࡓࡢࡣࡑࡢࡔᛮࡗࡓࠋ
㸦453 㡫㸧
ࣔࣥࡣ⪃࠼ࡿࡇࢆṆࡵ࡞࠸ࡋࠊᚭࡶࠕ⛅ᖾࡉࢇࡣே㛫ࡌࡷ࡞࠸ࠋನࡀࡑ࠺ࡘࡃࡗࡓࠖ㸦447 㡫㸧
ࠕㄒࡾᡭࠖࡢ≉ᶒࢆᡭᨺࡑ࠺ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
 ࡔࡀࠊ⤖ᒁࣔࣥࡣࠕఱࡢ⌮⏤ࡶ࡞ࡃࠊᮧ㱟㐀ࡣṚࢇࡔࠖ
㸦454 㡫㸧ᛮ࠸⮳ࡿࠋ≀ㄒࡢពࡣཷࡅ
ᡭࡀࠕゎ㔘ࠖࡍࡿࠋ
ࠕពࡣࡴࡋࢁ⛅ᖾࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ⛎ᐦࡀ㟢ฟࡍࡿࡶᮍ⤖ࡔࡗࡓࡶ▱ࡗ࡚ࠊ
⛅ᖾࡢ๓࡛ࠊࢆษ᩿ࡋࡓࠖ
㸦457 㡫㸧ᮧ㱟㐀ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⛅ᖾࡣࠕゎ㔘ࠖࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡛
᪂ࡓ࡞≀ㄒࡀ⏕ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋࠕ୕ṓู࡛ࢀࡓࡑࡢ⏨ࡀఱࡔࡗࡓࡢࠊࡍ࡚▱ࡗࡓ
ᛮࡗࡓࠖ
㸦478 㡫㸧ࡀࠊ▱ࡗࡓෆᐜࡶᛮࡗࡓ⌮⏤ࡶ⛅ᖾࡣㄒࡽ࡞࠸ࠋ
 ⛅ᖾࡢࡳ࡞ࡽࡎࣔࣥࡸࡉᏊࡶ᭱⤊ⓗㄒࡾᡭࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕゎ㔘⪅ࡢ❧ሙࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡃࠋࠕࣔࣥ
ࡶࡉᏊࡶࠊ⛅ᖾࡀഴᩳᆅࢆ㏻ࡗ࡚ࠊ⣖Ꮚ࠸⾜ࡗࡓᛮࡗࡓࠋ⛅ᖾࡀ⣖Ꮚࡑࡢ⛅ᖾࡢᏊࡶ
ᮧ㱟㐀ࡢᏊࡶேࡢゝ࠺Ꮚ౪ࡗ࡚ࠊఱࢆᛮࡗࡓࡢㄡࡶศࡽ࡞࠸ࠖ
㸦481 㡫㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋᇳᣉ
ேࡢ⾜ືࢆീࡋࠊព࡙ࡅࠊࡑࡢ⪃࠼ࢆ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡛ࣔࣥࡉ࠼ࠊ㱟㐀ࡀ⏕ࡁࡓࡲࡲⅆⴿࡉࢀ
ࡓീࡍࡿࣘ࢟ࢆࡓࡋ࡞ࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕࡑࡢⱝ࠸⏨ࡢᮏᙜࡢẼᣢࡕࢆ▱ࡾࡓࡗࡓࠖᛮ࠸ࠊ㊰ᆅ
㊧ࢆໟࡴ⅖ࡢ୰࡛ỿ㯲ࡋࡓࡲࡲ⛅ᖾࢆ᥈ࡍࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ☜ᮧ㱟㐀ࡣࠕ⛅ᖾษ᩿㠃ࢆࡘࡈ࠺ࡋࡓࠖࡢࡔࡀࠊ⛅ᖾࡣ⨾ᜨࡢゝ࠺ࡼ࠺ࠕࡇ⾜ࡓ
ࢇศࡽࢇࡅࠊࡇࡑ⾜ࡃࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋษ᩿ࡉࢀࡓ≀ㄒࢆษ᩿ࡉࢀࡓࡲࡲࡋ࡚ࠋࡔࡽࡑࡢษ
᩿㠃ࡣࢃࢀࢃࢀㄞ⪅ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶゝ࠼ࡿࡢࡔࠋษ᩿ࡉࢀࡓ≀ㄒࡽఱࢆཷࡅྲྀࡾࠊ࠺ゎ
㔘ࡍࡿࡢࠋࡑࢀࡣ୰ୖḟࡽ✺ࡁࡘࡅࡽࢀࡓᣮᡓ≧࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
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ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡳࡽࢀࡿ⮬↛ほ
すᮧ ⋹㸦㈈ᅋἲேᮾ᪉◊✲◊✲ဨ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘
ࠊ⮬↛ほࠊṇἲࠊ㙠ㆤᅜᐙࠊ᪥ⶈ

㸯ࠊࡣࡌࡵ
 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᚋࠊᆅ㟈ࡀࠕኳ⨩࡛ࠖ࠶ࡿ࠺࠸࠺ㄽதࡀ࠾ࡇࡗࡓࠋ
᪥ᮏᩍࢆᑓ㛛ࡍࡿᩍᏛ⪅ࡢᮎᮌᩥ⨾ኈࡣࠕኳ⨩ࠖㄽࢆᙇࡋ࡚ࠊဴᏛ⪅ࡢ㧗ᶫဴஓࡽㄽதࡋ
ࡓࠋᮎᮌࡣࠊ2012 ᖺㄽதࢆࡲࡵࡓࠗ⌧௦ᩍㄽ࠘ 1ࢆฟ∧ࡋ࡚ࠊࡑࡢㄽ᪨ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄽதࡣ⮬↛ほࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡾࠊᮎᮌࡣࢸ࣮࣮ࣛ࣡ࢲᩍࡸࢳ࣋ࢵࢺᩍࡽࡢ㟈⅏ᑐࡍ
ࡿⓎゝࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏᩍࡢ⮬↛ほࡸ⅏ᐖほࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ୰ୡࡢ᪥ⶈ㸦1222㹼1282㸧ࡢ⅏ᐖほ
ࢆᡭࡀࡾࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᛮྐ࠾ࡅࡿ⮬↛ほࢆศࡾࡸࡍࡃࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋᮎᮌࡢᙇࡣࠊ⮬↛ࡢ
ዟேᬛࢆࡇ࠼ࡓᏑᅾࢆぢࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⮬↛ࡣ༢࡞ࡿᶵᲔⓗ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⪅ࡋ࡚⏽ᩗぶࡋࡳࢆࡶࡗ࡚㐝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
㸦57 㡫㸧࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛ほ
ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᛮṔྐࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠸
ࢃࡺࡿఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほࡣࠊ⌧௦ࡢ⚾ࡓࡕࡀ⪃࠼ࡿᩍࡸ⚄㐨࡞ࡢᛮࡸ᐀ᩍᴫᛕࡔࡅ࡛ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸ከᵝ࡛」㞧࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢᇶ࡞ࡗࡓᩍ⤒ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠗ㔠ග᫂⤒࠘
ࡽ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋᚰࡢၥ㢟ࢆ㢟ࡍࡿᩍ⤒ࡢ୰࡛ࠊࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡣࠊṇࡋ࠸⋤ࡢ࠶ࡾࡓࡘ
࠸࡚ㄽࡌ࡚ࠊᩍࡀ⪃࠼ࡿṇࡋ࠸ᨻ♫ࡘ࠸࡚㏙ࡿᩘᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2011 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊᮾࡢఏ⤫᐀ὴᑎ㝔ࡀ㑊㞴ᡤ࡞ࡾࠊᅜࡽൔࡀ᐀ὴࢆࡇ࠼࡚
ᨭάືࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣグ᠈᪂ࡋ࠸ࠋ㟈⅏ࡢ๓ࡽࠊୡ⣖ධࡗ࡚௨ᚋࠊ᪥ᮏᩍ⏺࡛ࡣࠕ♫
ཧຍᩍࠖ㸦Engaged Buddhism㸧ࡢ㛵ᚰࡀᛴ㏿㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊൔࡼࡿ♫ᨭࡸࣄ࣮ࣗ
࣐࣭ࣥࢣ࡞ࡢᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏ♫࠾ࡅࡿᑎ᷄ไᗘࡢ⾶㏥ඹࠊᆅᇦ᰿ࡊࡋ
ࡓఏ⤫ᩍᅋᑎ㝔ࡢᏑ⥆ࡀ༴ᶵឤࢆᣢࡗ࡚ᶍ⣴ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ఏ⤫ᩍᅋࡢ♫άືࡢᚲせ
ᛶᐇ㊶ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓὶࢀࡢ୰࡛ࠊ♫άືࢆᛮⓗᨭ࠼ࡿᩍࡢ♫
⌮ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᐀ᩍᏛ⪅ࡢᓥⷵ㐍ࡣ 2013 ᖺࠗ᪥ᮏᩍࡢ♫⌮ؐࠕṇ
ἲࠖ⌮ᛕࡽ⪃࠼ࡿ࠘2ࢆห⾜ࡋࠊ᐀ὴࢆ㉺࠼ࡿᩍࡢ♫⌮ࡋ࡚ࠊ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡶ࡙ࡁ࡞ࡀ
ࡽࣥࢻᩍ௨᮶ࡢࠕṇἲࠖ
㸦ࡋࡻ࠺ࡰ࠺㸧ᴫᛕࢆᥦ♧ࡋࡓࠋṇἲࡣࠊࡶࡶࡣᩍ㝈ࡽ࡞࠸ᗈ
࠸ព࡛ࡢࠕṇࡋ࠸┿⌮ࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

1
2

ᮎᮌᩥ⨾ኈࠗ⌧௦ᩍㄽ࠘᪂₻♫ࠊ2012 ᖺࠋ
ᓥⷵ㐍ࠗ᪥ᮏᩍࡢ♫⌮ؐࠕṇἲࠖ⌮ᛕࡽ⪃࠼ࡿ࠘ᒾἼ⌧௦᭩ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2013 ᖺࠋ
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 ࠗ㔠ග᫂⤒࡛࠘ࡣࠊ
ࠕ⋤ࡀṇἲࢆㆤࡿࡇ࡛♫ᖹᏳࢆࡶࡓࡽࡍࠖゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻᶒຊࢆᣢ
ࡘ⋤ࡀṇἲࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ┠ぢ࠼࡞࠸⚄ࠎࡀᅜᅵࢆ᧦ㆤࡋࠊᖹ࡛㇏࡞ୡ⏺ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࠸
࠺ࠋ㏫ࠊ⋤ࡀṇἲࢆᤞ࡚࡚࠼ࡾࡳ࡞࠸ࡣࠊၿࡁ⚄ࠎࡣࡑࡢᅜᅵࢆᤞ࡚࡚ࠊ㣚㣹ᡓதࡀ
ࡸࡗ࡚ࡃࡿㄝࡃࠋࡇࡢᛮࡶ࡙࠸࡚ࠊ᪥ⶈࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕၿ⚄ᤞᅜㄽࠖ㸦ୡࡢ୰ࡀࡍ࡚ṇἲࢆ
ᤞ࡚࡚㛫㐪ࡗࡓᩍ࠼ࢆᑛࢇ࡛࠸ࡿࡽၿ⚄ࡸ⪷ேࡣᅜᅵࢆᤞ࡚ࠊᝏ㨱ࡸᝏ㨣ࡀࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞
⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡿ㸧ࢆᙇࡋ࡚ࠊᙜࡢ㙊ᖥᗓࠊᙼࡀ⪃࠼ࡿṇἲࢆ່ࡵࡿࠗ❧ṇᏳᅜㄽ࠘ࢆᥦฟࡋࡓࠋ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡸ᪥ⶈࡢᙇࡣ୍ぢࡍࡿ࠸ࡶྂ௦ⓗ࡞࠸ࡋ୰ୡⓗ࡛࠶ࡾࠊ⌧௦࡛ࡣ㏻⏝ࡋ࡞࠸
ࡶࡢぢ࠼ࡿࡀࠊࠕࡋࡋࠊࡑࡢࡼ࠺⡆༢㐣ཤࡢᛮࢆぢᤞ࡚࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡼ࠸ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࡇࡣࠊ᪥ࡢ⚾ࡓࡕࡀ┿⪃࠼ࡿࡁၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ 3࠸࠺ᮎᮌࡢၥ㢟ᥦ㉳ࢆཷࡅ
Ṇࡵࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⌧௦ேࡢ⮬↛ほ࠾ࡅࡿ᐀ᩍᛮࡢព⩏ࢆၥ࠺ࡶࡢࡔࠋ㏆௦ⓗ࡞ୡ⏺ほࡣࠊ
ࡲゝ࠼ࡤࠊእ⏺ࡢ⮬↛ே㛫ࡢෆ㠃ࢆࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿูಶࡢࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࠸࠼ࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡑࡢୡ⏺ほࡀࠊ࠸ࡓࡿࡇࢁ࡛▩┪ࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊࡇ࡞ࡿୡ⏺ほ࣭⮬↛ほࡢᡭࡀࡾࢆ
᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢゝ࠺ၿ⚄ࡀࡍࡴᅜᅵṇἲࡢ⋤ࡣࠊேࡢ┠ぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࢆྵࡴ
యⓗ࡞ୡ⏺ほࡑࢀࡶ࡙ࡃᨻ♫ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢࠗ㔠ග᫂⤒࠘ཷᐜࡢṔ
ྐ⤒ࡢෆᐜࢆ㏙ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢᛮࡀṔྐⓗᒎ㛤ࡋࡓ୍ࡋ࡚ࠊ᪥ⶈࡢၿ⚄
ᤞᅜㄽࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸰ࠊ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡣ
 ࡲࡎ⏕ྎ⯗ࡢࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡼࡗ࡚ࠊ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢᩥ⊩ࢆ⤂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒཎ
ࡣࠊࢿࣃ࣮ࣝఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡢ₎ヂࡣ୕✀㢮ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣࠊࡲࡎ 5 ୡ⣖↓
ㆻ㸦385㹼433ࠊ୰ࣥࢻฟ㌟㸧ࡼࡗ࡚ヂࡉࢀࡓ 4 ᕳᮏࡢࠗ㔠ග᫂⤒࠘
ࠊ6 ୡ⣖ᮎ㸦597㸧 4 ᕳᮏ
Ḟࡅࡓࡇࢁࢆ⿵ࡍࡿᙧ࡛ 8 ᕳᮏࠗྜ㒊㔠ග᫂⤒࠘ࡀ⦅ヂࡉࢀࠊࡉࡽࡰⓒᖺᚋࡢ 703 ᖺ⩏
ί㸦635㹼713ࠊ୰ᅜฟ㌟㸧ࡀ 10 ᕳᮏࠗ㔠ග᫂᭱⋤⤒࠘ࢆヂࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ᬑཬࡋࡓࡢࡣ 4 ᕳᮏ࡛࠶
ࡾࠊ᪥ᮏྂ௦࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ⤒ࡢ୍ࡘ࡞ࡗࡓࠋ
 ᪥ᮏࡢ 7 ୡ⣖ᚋ༙ࡽ 8 ୡ⣖ࡣࠊኳⓚࢆ୰ᚰࡍࡿ୰ኸ㞟ᶒయไࢆ᥎㐍ࡋࡓᚊ௧ᅜᐙࡢᙧᡂᮇ
࡛࠶ࡿࠋኳṊᮅ㸦673㹼686㸧ࡑࢀࡘ࡙ࡃᣢ⤫ᮅ㸦686㹼697㸧ࡣࠊ୰ᅜ㝣ࡢᚊ௧ไᗘࢆࣔࢹ
ࣝࠊኳⓚ࣭㈗᪘ࡽࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚᪥ᮏᩍࡢᇶ┙ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡣᠲ⁛⨥ṇἲㆤ
ᣢࡼࡿᅜᅵᏳ✜ࢆㄝ࠸࡚ࠊ㙠ㆤᅜᐙࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㅖᅜ࡛ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢㅮ⩏
ㄝἲࡀ⾜ࢃࢀࠊ697 ᖺࡣࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡶ࡙ࡃᨺ⏕㸦ẅ⏕ࢆ┠ⓗࡋ࡚ᤕࡽ࠼ࡓ⏕≀ࢆᨺࡋ
࡚ࡸࡿࡇ㸧ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡉࡽ⪷Ṋኳⓚ㸦701㹼756㸧ࡣࠊ741㸦ኳᖹ 13㸧ᖺࠊㅖᅜ
㔜ሪࢆᘓ❧ࡋࠊ
ࠗ㔠ග᫂᭱⋤⤒࠘
㸦10 ᕳᮏ㸧ࠗἲ⳹⤒࠘ࢆྛ 10 㒊᭩ࡋ࡚⣡ࡵࡿࡇࢆࡌࡓࠋ

3
4

๓ᥖ᭩ࠊᮎᮌᩥ⨾ኈࠗ⌧௦ᩍㄽ࠘ࠊ58 㡫ࠋ
ࠗ⥆᪥ᮏ⣖࠘697㸦ᩥṊ 1㸧ᖺ 8 ᭶ᗒ㎮ࠕㅖᅜࢆࡋ࡚ẖᖺᨺ⏕ࡏࡋࡵࡼࠖ
ࠋ
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⪷Ṋኳⓚࡀᘓ❧ࡋࡓᅜศᑎࡢṇᘧ࡞ྡࡣࠊ
ࠕ㔠ග᫂ᅄኳ⋤ㆤᅜஅᑎ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᙜࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡀ㔜ど
ࡉࢀࡓࡇࡀࡼࡃࢃࡿࠋ
 ࠗ㔠ග᫂⤒࠘4 ᕳᮏࡣ 19 ရ㸦❶㸧ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྛရࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢయࢆ⤂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
௨ୗࡢカㄞࡣࠗᅜヂ୍ษ⤒ ⤒㞟㒊 ➨ 5࠘ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨ 1 ရ ࡇࡢ⤒ࢆㆤᣢࡍࡿ⪅ࡣࠊㅖㅖ⚄ㆤࡽࢀࡿ
 ➨ 2㹼4 ရ ಙ┦⸃ࡀኪࡢክ୰㔠㰘ࡢ㡢ኌ㸦㔠ග᫂㸧ࢆ⫈ࡁࠊᠲࡍࢀࡤ⁛ᝏࢆ⁛ࡋ⚟ࢆᚓࡿ
ࡇࢆ࿌ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠗ㔠ග᫂⤒࠘࠸࠺⤒ྡࡢ⏤᮶࡞ࡗࡓ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊᩍ࠾ࡅࡿᠲࡢ
ᐃᆺ࡛࠶ࡿࠋ
ಙ┦⸃ࠊ༶ࡕࡑࡢኪ࠸࡚ክ㔠㰘ࢆぢࡿࠋ͐͐࠸ࢃࡺࡿ㔠ගࠊㅖᝏࢆ⁛㝖ࡋࠊ༓ຕసࡿ
ᡤࡢᴟ㔜ࡢᝏᴗࡶࠊࡶࡋࡼࡃ⮳ᚰࠊ୍ࡓࡧᠲࡍࡿ⪅ࡣࠊࡃࡢዴࡁ⾗⨥ࠊᜳࡃⓙ⁛ᑾࡍࠋ͐
͐⌧సࡿᡤࡢ⨥ࠊㄔᚰⓎ㟢ࡍࠋᮍࡔసࡽࡊࡿᡤࡢࡶࡢࡣࠊ᭦ᩒ࠼࡚సࡽࡎࠋᕬసࡿࡇ
ࢁࡢᴗࡣࠊᩒ࠼࡚そⶶࡏࡎࠋ                       㸦ᠲရ➨ 3㸧
 ➨ 5 ရ ୍ษࡣ✵࡛࠶ࡿ
 ➨ 6㹼10 ရ ᅄኳ⋤࣭ᘚ㈈ኳ࣭ᆅዪ⚄ࡽㅖኳ㨣⚄ࡼࡿṇἲࡢᏲㆤࠋᅄኳ⋤ࡀṇἲࢆㄝࡁᘯࡵ
࡚ࠊࡇࡢୡ⏺ࢆ┠ぢ࠼࡞࠸ᙧ࡛ㆤࡿࡇࡀㄝࢀࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ୡᑛࠊᡃ➼ᅄ⋤㸦ከ⪺ኳ࣭ᣢᅜኳ࣭ቑ㛗ኳ࣭ᗈ┠ኳ㸧
ࠊࡼࡃṇἲࢆㄝࡁࠊṇἲࢆಟ⾜ࡋࠊୡࡢἲ
⋤Ⅽࡗ࡚ࠊἲࢆ௨࡚ୡࢆࡵࢇࠋ͐͐ᡃ➼ᅄ⋤͐͐ᖖほ࡚ࡇࡢ㜅ᾋሐ㸦ே㛫ࡀఫࡴ㝣㸧ࢆ
᧦ㆤࡍࠋ͐͐ᡃ➼ཬࡧ↓㔞ࡢ㨣⚄ࠊᖖᙜᙧࢆ㞃ࡋࠊࡑࡢጁࡢὶᕸࡍࡿᡤࡢฎ㝶ࡗ࡚ࡋ
ࡶ᧦ㆤࢆసࡋࠊ␃㞴↓ࡽࡋࡴࡋࠖ            㸦ᅄኳ⋤ရ➨ 6㸧
 ➨ 11 ရ ṇἲࡢᅜㄽࡀㄝࢀࡿࠋᠲ⁛⨥࡞ࡽࢇ࡛ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢ୰ᚰ࡞ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊ
ᆅࡢዪ⚄࡛࠶ࡿࠕᆅ⚄ሀ∼ࠖࠕୡࡢṇㄽࠖࢆㄝࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⋤ࡀᝏࢆ࡞ࡍ⪅ࢆ
⣕ၥࡏࡎࠊၿἲࢆぢ㐣ࡈࡋ࡚㐲ࡊࡅࢀࡤࠊ୕༑୕ኳࡢ⚄ࠎࡀᛣࡾࡸᛷࡳࢆᢪࡃࡼ࠺࡞ࡾࠊኳࡀ⋤ࢆ
ぢᤞ࡚ࠊ⅏གྷࡀ㉳ࡇࡿࠋࡘࡢኴ㝧ࡀฟ࡚ࠊᫍࡢ㐠⾜ࡣ␗ᖖ࡞ࡾࠊᭀ㢼㞵ࡼࡾ㣚㤡ࡀ㉳ࡇࡗ
࡚ࠊ✐⡿ᯝᐇࡣ⾶ῶࡍࡿࠋேᚰࡣᠯ᠔ᛰ࡞ࡾࠊⱞࡣ㐕ษࡍࡿࠋእᅜࡽᝏ㈫ࡀ␎ࡋࠊᐙࡸᅜ
ࡢ㈈⏘ࢆ࠸ዣ࠸࠶࠸ࠊยර㸦ᡓத㸧ࡋ࡚Ṛࡠࡇ࡞ࡿࠋ⮧ࡸ⩌ࡣ㠀ἲࢆ⾜࠸ࠊᝏࢆ⾜࠺⪅
ࡣᜠ㐝ࡉࢀᑛᩗࡉࢀࠊၿࢆಟࡵࡿ⪅ࡣ᪥ࠎ⾶⁛ࡋ㢳ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢཎᅉࡢࡶࢆṇࡏࡤࠊ⋤ࡀ⾑᪘
ࢆඃ㐝ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ⋤ࡢ౫ᛪ㉡ᒍࡽ⏕ࡲࢀࡿࠋ
ே⋤ࡢ╍ᒓཷⴭࡋ࡚ࠊࡇࢀࡀ㐀ᝏࢆ⦪㸦ࡺࡿ㸧ࡋࠊᤞ࡚࡚ࡋࡶࡏࡊࡿ⏤ࡿࠋ͐͐ᝏࡣከ
ጮࡼࡾࠊ↛ࡋ࡚ᚋഴᩋࡍࠊ͐͐ᨾኳࠊᝎࡳࢆ⏕ࡌࠊㅖࡢᝏࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࠊࡑࡢᅜᘺ‶㸦ࡳ
ࡕ࠶ࡩࢀࡿ㸧ࡍࠋࡇࡢᨾࠊࡲࡉṇἲ㝶ࡗ࡚ୡࢆࡵࠊၿࢆ௨࡚ᅜࢆࡋࠊ㠀ἲ㡰ࡐࡊࡿ
ࡋࠋࡴࡋࢁ㌟ࢆᤞࡘࡿࡶࠊ╍ᒓࢆឡࡏࡊࢀࠋぶ࣭㠀ぶ࠸࡚ࠊᚰᖖᖹ➼ࡋ࡚ࠊぶ࣭㠀
ぶࢆど࡚ࠊྜࡋ୍࡚Ⅽࡏࡼࠋ͐͐ࡇࡢᨾᅜᅵࠊᏳ✜㇏ᴦࡋ࡚ࠊࡇࡢ⋤ࡶࡓጾᚨල㊊ࡍ
ࡿࡇࢆᚓࠋㅖࡢேẸࠊ⾜ࡎࡿᡤࡢᝏἲ㝶࠸ࠊࡲࡉㄪఅࡋ࡚ࠊἲࡢዴࡃᩍペࡍࡋࠋ      
㸦ṇㄽရ➨ 11㸧
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ࠕࡴࡋࢁ㌟ࢆᤞࡘࡿࡶࠊ╍ᒓࢆឡࡏࡊࢀࠖ࠸࠺ᙉ࠸ゝⴥ࡛ࠊබᖹࡀゝࢃࢀࡿࡢࡣࠊྂ௦ࣥࢻࡢ
♫ᨻ≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋ
 ➨ 12 ရ 㨣⚄❳⋤ࡢᏲㆤ
 ➨ 14㹼17 ရ 㔘㏑ࡢ๓ୡࡢ⾜࠸ࢆㄝࡃᮏ⏕㆓࡛࠶ࡿࠋࡲࡎὶỈ㛗⪅ࡋ࡚㨶ࢆᩆࡗࡓヰ㸦ᨺ⏕㸧
ࡀ㏙ࡽࢀࡿࠋὶỈ㛗⪅ࡀࠊᖸୖࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿụ࡛Ṛࡅ࡚࠸ࡓ㔞ࡢ㨶ࠊ㇟ 20 㢌ࡢỈ⿄
ᐙ୰ࡢ㣗≀ࢆ࠼ࡓᚋࠊ㨶ࡓࡕ᮶ୡ࡛ࡢ⦕ࢆ⣙᮰ࡋࠕᡃᕬࡼࡃࡇࡢ㨶㣗ࢆ࠼࡚ࡑࢀࢆࡋ
࡚㣬‶ࡏࡋࡴࠋᮍ᮶ࡢୡࠊࡲࡉἲ㣗ࢆࡍࡋࠖ
㸦ὶỈ㛗⪅ရ➨ 16㸧㏙ࡓ࠸࠺ヰ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ୰ᅜ࡛ࡣኳྎᬛ㢩㸦538㹼597㸧ࡀࠗ㔠ග᫂⤒࠘ᑐࡍࡿト㔘㸦ࠗ㔠ග᫂⤒⋞⩏࠘
ࠗ㔠
ග᫂⤒ᩥྃ࠘㸧ࢆ᭩࠸࡚ࠊᨺ⏕ụࢆ༓ಶࡘࡃࡗࡓ࠸࠺ࠋ၈௦௨ᚋࡣࠊᗢẸ࠾ࡅࡿᨺ⏕ẅ⏕
ࡢ࠾ࡋ࠼ࡀᗈࡃ▱ࡽࢀࠊᩍᚐࡢ㛫࡛ᒕẅ⫗㣗ࡢᚷ㑊ࡀᗈࡲࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊྂ௦ࠕឿᝒࢆ࠶ࡲ
ࡡࡃᅜᅵࡍ⋤ࠖࡼࡿẅ⏕ࡢᐇ㊶ࡋ࡚ࠊᨺ⏕ࡀᅜᐙᨻ⟇ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋኳṊ 5㸦676㸧
ᖺㅖᅜࡢペࡼࡗ࡚ື≀ࢆᨺࡘࡇࡀࡌࡽࢀࠊᣢ⤫ 5㸦691㸧ᖺࡣ␥ෆㅖᅜᨺ⏕ࡢࡓࡵ
ࡢ㛗⏕ụࡀ㐀ࡽࢀࡓࠋ697㸦ᩥṊ 1㸧ᖺࡣࠊㅖᅜ࡛ẖᖺᨺ⏕ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡣࠊᅜྖࡀᨺ⏕
⮫ᖍࡋⅬ᳨ࡍࡿࡇࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽࠊᅜศᑎ⨨ࢀࡓᨺ⏕⏣ࡢ✭ࡼࡗ࡚ື≀ࡸ㨶㢮ࢆ㉎
ධࡋࠊẖᖺࡢᨺ⏕ഛ࠼ࡿ࠸࠺ᨺ⏕ࡢయไࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋ720㸦㣴⪁ 4㸧ᖺࡣࠊᕞࡢ㞙ேᚁ
ఆࡢᚋᏱబඵᖭᐑࡼࡾࠕṈᗘࡢྜᡓከࡃࡢேࢆẅࡋࡅࢀࡤࠊᨺ⏕ࢆ࡞ࡍࡋࠖ㸦⏨ᒣᨺ⏕ᅗ
㘓㸧࠸࠺クᐉࡀฟࡉࢀࠊᨺ⏕ࡣ⚄㐨ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࠊ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ඵᖭᐑࡢ⚍♩࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢᮏ⏕㆓ࡋ࡚ࡣࠊḟ㣚࠼ࡓ㌟ࢆᢞࡆ࡚ᡃࡀ㌟ࢆ㣗ࡉࡏࡓ⋤Ꮚࡢࡇࡀ᭩
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ3 ேࡢ⋤Ꮚࡀ➉ᯘධࡗ࡚࠸ࡃࠊ7 Ꮚࢆ⏘ࢇ࡛㣚㣹❓ࡋ࡚࠸ࡿ㞤ࢆぢࡘࡅࡓࠋ➨
3 ⋤ᏊࡣࠕㄡࡼࡃࡇࢀࡀⅭ㌟ࢆᝰࡋࡲࡊࡽࢇࠖゝ࠸ࠊ
ࠕ➉ࢆ௨࡚㢕ࢆ่ࡋ࡚⾑ࢆฟࡋࠊ㧗ᒣ
ࡢୖࡼࡾ㌟ࢆ๓ᢞࡎࠋࡇࡢࠊᆅභ✀㟈ືࡋ࡚᪥⢭ග↓ࡁࠖ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ኳࡽࠕၿ
ဢၿဢࠊኈࠊỢࠊ┿ࡇࢀᝒࢆ⾜ࡎࡿ⪅࡞ࡾࠋ⾗⏕ࡢⅭࡼࡃᤞ࡚㞴ࡁࢆᤞࡘࠖ
㸦௨ୖࡣᤞ㌟ရ
➨ 17㸧࠸࠺ኌࡀ㝆ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᮏ⏕㆓ࢆᥥ࠸ࡓࡢࡀࠊἲ㝯ᑎࡢ⋢པᏊࡢᤞ㌟㣫ᅗ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨ 18 ရ ࡢㆭḹ
 ➨ 19 ရ ⤒ࡢᐉᕸ
 ௨ୖࡀࠊ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡢయ࡛࠶ࡿࠋኳṊ࣭ᣢ⤫࣭⪷Ṋᮅࡢ㛫ࠊ
ࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࡶ࡙࠸࡚ࠕἲࢆ
ࡲࡶࡿᖇ⋤ࡼࡗ࡚ࠊ⚄ࡢᅜᅵຍㆤࡼࡿᏳ✜ᖹࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠖ࠸࠺ᨻ⟇ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࠋ

㸱ࠊ᪥ⶈࡢᅜᅵほ
 ᪥ⶈ᐀ࡢ㛤♽࡛࠶ࡿ᪥ⶈࡣࠊᏳᡣᅜ㸦༓ⴥ┴Ᏻᡣ㒆㸧⏕ࡲࢀ࡚ 12 ṓ࡛ᑎධࡾࠊ18 ṓ࡛ฟᐙࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋẚཿᒣ࡞࡛ಟ⾜ࡋࠊἲ⳹⤒✲ᴟࡢ┿⌮ࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࠋ1253㸦ᘓ㛗 5㸧ᖺࠊ᪥ⶈᨵ
ྡࡋᏳᡣࡢΎᑎ࡛ᕸᩍࢆ㛤ጞࡋ࡚ࠊ㙊ฟࡓࠋ35 ṓࡢ 1256㸦ᗣඖ 1㸧ᖺࡽㅖᅜ࡛㣚㤡࣭⩌┐࣭
ࡀ㉳ࡇࡿඹࠊ㙊࡛ὥỈᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ㙊Ṛ⪅࣭⪅࣭㤧㣹⪅ࡀ࠶ࡩࢀࡓࠋ 1257
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㸦ṇ 1㸧ᖺࡢᆅ㟈ࡣࠊ8 ᭶ 23 ᪥㉳ࡇࡗࡓࠋ
ᠿࡢ้ᆅ㟈ࠋ㡢᭷ࡾࠋ⚄♫㛶୍Ᏹࡋ࡚ࡁࡇ↓ࡋࠋᒣᓅ㢘ᔂࡋࠊேᒇ㢭ಽࡍࠋ⠏ᆅⓙᜳ
ࡃ◚ᦆࡋࠊᡤࠎࡢᆅࡅỈࡁฟࡿࠋ୰ୗ㤿ᶫࡢ㎶ᆅࡅ◚ࢀࠊࡑࡢ୰ࡼࡾⅆ⅖⇞࠼ฟࡿࠋⰍ㟷
ࡋࠋ                                   㸦࿃ጔ㙾㸧
 ༗ᚋ 8 㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⚄♫㛶࡛↓࡞ࡶࡢࡣ୍ࡘࡶ࡞ࡗࡓࠋᒣࡣᔂࢀࠊᐙࡶሟࡶࡍ
࡚ᔂࢀࡓࠋᡤࠎ࡛ᆅ㠃ࡀࡅࠊỈࡀࢃࡁฟࡋࠊ୰ୗ㤿ᶫࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡣᆅࢀࡽ⅖ࡀ⇞࠼ୖࡀࡗࡓࠋ
Ⰽࡣ㟷ࡗࡓࠊఏ࠼ࡿࠋ
 1260㸦ᩥᛂ 1㸧ᖺࠊ39 ṓ࡛ࠗ❧ṇᏳᅜㄽ࠘ࢆࠊ๓ᇳᶒࡢ᮲㢗ᥦฟࡋ࡚ࠊ
ࠕ⋤࡛࠶ࡿᑗ㌷ࡀ
ṇἲᖐ౫ࡍࢀࡤࠊᅜᅵࡢᏳ✜㇏ᴦࡀᅇࡍࡿࠖࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋఀ㇋ᅜఀᮾࡢὶ⨥
㙊࡛ࡢくᧁ㸦ᑠᯇཎἲ㞴㸧ࢆ⤒࡚ࠊ47 ṓࡢ 1268㸦ᩥỌ 5㸧ᖺࡣⵚྂࡢᅜ᭩ࡀ㙊฿╔ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࢆ▱ࡗࡓ᪥ⶈࡣࠊࠗ❧ṇᏳᅜㄽ࠘ࢆㅖ᪉᭩ࡁ㏦ࡗࡓࠋ࠸ࡗࡓࢇࡣ㤳Ỵࡵࡽࢀࡿࡀࠊチࡉࢀ
࡚ 50 ṓ࡛బΏὶ⨥࡞ࡗࡓࠋ53 ṓ࡛బΏࡽ㙊ᡠࡾࠊ4 ᭶ᖹ㢗⥘ⵚྂく᮶ࢆ㏙ࡿࡀᐜ
ࢀࡽࢀࡎࠊ㙊ࢆ㏥ཤࡋ࡚㌟ᘏᒣྥࡗࡓࠋࡑࡢᖺࡢ 10 ᭶ⵚྂࡀく᮶㸦ᩥỌࡢᙺ㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㌟ᘏᒣ࡛ࡣⴭ᭩ᇳ➹ບࢇ࡛࠾ࡾࠊ61 ṓ࡛Ṋⶶᅜụୖ㑰࡚ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ᪥ⶈࡢၿ⚄ᤞᅜㄝࡣࠗ❧ṇᏳᅜㄽ࠘ㄝࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ❧ṇᏳᅜㄽ࠘ࡣࠊᐈࡢၥ⟅ᙧᘧ࡛࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ➨ 1 ၥ⟅࡛ࡣࠊ᭱ึ᪥ⶈࡢ┠ᫎࡿ㙊ࡢᵝᏊࡀᥥࢀࡿࠋ
᪑ᐈ᮶ࡾ࡚Ⴣ࠸࡚᭣ࡃࠋ㏆ᖺࡼࡾ㏆᪥⮳ࡿࡲ࡛ࠊኳኚᆅ࣭㣚㤡Ⓒࠊ㐢ࡃኳୗ‶ࡕࠊᗈࡃ
ᆅୖ㏟ࡿࠋ∵㤿ᕰᩢࢀࠊ㧁㦵㊰࡚ࡾࠋṚࢆᣍࡃࡢ㍮ࠊ᪤༙㉸࠼ࠊᝒࡲࡊࡿࡢ᪘ᩒ
୍࡚ேࡶ↓ࡋࠋ͐͐㸦⚄ㅖ⚄♳ࡾࠊၿᨻࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸧͐͐↛ࡾ㞪ࡶ၏⫢⫹ࢆᦵࡃࡢ
ࡳࡋ࡚ࠊᘺ㸦࠸ࡼ࠸ࡼ㸧㣚㐕ࡽࢀࠊஒᐈ┠⁄ࢀࠊṚே║‶࡚ࡾࠋ⮩ࡏࡿᒈࢆほⅭࡋࠊ
୪ࡿᑹࢆᶫసࡍࠋ͐͐Ṉࡢୡ᪩ࡃ⾶࠼ࡢἲఱࡒᗫࢀࡓࡿࠋࢀఱ࡞ࡿ⚝౫ࡾࠊࢀఱ࡞
ࡿㄗ⏤ࡿࡸࠋ                             㸦❧ṇᏳᅜㄽ㸧
ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ᩍ࠼ࢆಙࡌ࡚ࠊᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ࡞ࡐ⅏ᐖ࣭㣚㤡ࡀ࠺ࡕ⥆ࡃࡢࠖ࠸࠺᪑ᐈࡢၥ࠸
ᑐࡋ࡚ࠊேࡣḟࡢࡼ࠺㏙ࡿࠋ
ேࡢ᭣ࡃࠊ
ࠕ͐͐㸦୍ே࡛⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᐈࡀ᮶࡚ᑜࡡࡿࡽ࠾ヰࡋࡍࡿ㸧͐͐ල㸦ࡘࡪࡉ㸧
ᙜୡࡢయࢆゃ㸦ࡳ㸧ࡿ͐͐⪵㸦࠸ࡉࡉ㸧⤒ᩥࢆᢨ㸦ࡦࡽ㸧ࡁࡓࡿࠊୡⓙṇ⫼ࡁࠊேᜳ
ࡃᝏᖐࡍࠋᨾၿ⚄ࡣᅜࢆᤞ࡚࡚┦ཤࡾࠊ⪷ேࡣᡤࢆ㎡ࡋ࡚㑏ࡾࡓࡲࢃࡎࠋࢀࢆ௨࡚ࠊ㨱᮶
ࡾ㨣᮶ࡾࠊ⅏㉳ࡾ㞴㉳ࡿࠋゝࢃࡎࢇࡤ࠶ࡿࡽࡎࠊᜍࢀࡎࢇࡤ࠶ࡿࡽࡎࠋ㸦❧ṇᏳᅜㄽ㸧
ࠕୡࡢ୰ࡀṇࡋ࠸ᩍ࠼⫼ࡁࠊேࠎࡀᝏᖐ౫ࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊၿ⚄ᤞ࡚ࡽࢀ⪷ேࡣ㑏ࡽࡎࠊᝏ㨱ࡸ
㨣⚄ࡀࡸࡗ࡚ࡁ࡚⅏㞴ࡀ㉳ࡇࡿࠖ࠸࠺ࡢࡔࡀࠊࡑࡢドᣐࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊࠗ㔠ග᫂⤒࡛࠘࠶
ࡿࠋ
㔠ග᫂⤒பࡃࠕࡢᅜᅵ࡚ࠊṈࡢ⤒᭷ࡾ㞪ࡶࠊᮍࡔ⏔࡚ὶᕸࡏࡋࡵࡎࠊᤞ㞳ࡢᚰࢆ⏕ࡌ
࡚⫈⪺ࡏࢇࢆᴦࢃࡎࠋ౪㣴ࡋᑛ㔜ࡋㆭḹࡏࡎࠋ㐙ᡃࢀ➼ཬࡧవࡢ╍ᒓ↓㔞ࡢㅖኳࢆࡋ࡚ࠊ
Ṉࡢ⏒῝ࡢጁἲࢆ⪺ࡃࡇࢆᚓࡊࡽࡋࡵࠊ⏑㟢ࡢ⫼ࡁࠊṇἲࡢὶࢆኻ࠸ጾගཬ௨ࡧໃຊ᭷ࡿ
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ࡇ↓ࡽࡋࡴࠋᝏ㊃ࢆቑ㛗ࡋࠊேኳࢆᦆῶࡋࠊ⏕ṚࡢἙቒࡕ࡚ࠊᾖᵎࡢ㊰ࢇࠋ
              㸦❧ṇᏳᅜㄽ㸧
ࡑࡢᅜᅵ࡛㔠ග᫂⤒ࡀᑛ㔜ࡉࢀࡎṇἲࡀኻࢃࢀࡿࠊᏲㆤࡢᅄኳ⋤ࡽၿ⚄ࡣࠊṇࡋ࠸ἲࡢὶࢀࡀኻ
ࢃࢀ࡚ࠊṇἲࡢ⏑㟢ࢆ࡞ࡵࡎࠊ⚄ࠎࡢጾගໃຊࡀ⾶࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ேࡸኳࡢၿ㐨ࡣᦆ࡞
ࢃࢀࠊ⏕Ṛࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㍯ᘔࡢᕝቒࡕ࡚ᾖᵎ⫼ࢆྥࡅࡿࠊࡍࡿࠋࡑࡢࠊᅄኳ⋤ࡽࡣᅜᅵࢆᤞ
࡚ࡿࠋ
ୡᑛࠊᡃ➼ᅄ⋤ࠊ୪ࡧㅖࡢ╍ᒓཬࡧ⸆ཫ➼ࠊ᪁ࡃࡢዴࡁࢆぢ࡚ࠊࡢᅜᅵࢆᤞ࡚࡚᧦ㆤࡢᚰ
↓ࡅࢇࠋణࡔᡃ➼ࡢࡳࡢ⋤ࢆᤞᲠࡍࡿ㠀ࡎࠋᚲࡎ↓㔞ࡢᅜᅵࢆᏲㆤࡍࡿㅖၿ⚄᭷ࡽࢇࡶࠊ
ⓙᜳࡃᤞཤࡏࢇࠋ᪤ᤞ㞳ࡋᕬࡾ࡞ࡤࠊࡢᅜᙜ✀✀ࡢ⅏⚝᭷ࡘ࡚ᅜࢆ႙ኻࡍࡋࠋ
                    㸦❧ṇᏳᅜㄽ㸧
ᡃࡽᅄኳ⋤ࡸ╍ᒓࡢၿ⚄ࡣࡇࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࠊࡇࡢᅜᅵࢆᤞ࡚࡚ࠊ᧦ㆤࡢẼᣢࡕࢆ↓ࡃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᡃ
ࡽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜᅵࢆᏲㆤࡍࡿ↓ᩘࡢၿ⚄ࡽࡶࠊⓙᜳࡃᤞ࡚ཤࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ⚄ࠎࡀᅜᅵࢆぢ
ᤞ࡚࠾ࢃࢀࡤࠊࡑࡢᅜࡣࡲࡉࡉࡲࡊࡲ࡞⚝ࡀ㉳ࡇࡾࠊᅜ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠊࠋ
ḟㄒࡽࢀࡿ⚄ࠎぢᤞ࡚ࡽࢀࡓᅜࡢ≧ࡣࠊ㏕┿ࡢᥥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍ษࡢே⾗ࠊⓙၿᚰ↓ࡃࠊ၏⧅⦡࣭ẅᐖ࣭╾ㄵࡢࡳ᭷ࡘ࡚ࠊ┦ㆷㄫࡋᯍࡆ࡚㎟㸦ࡘࡳ㸧↓ࡁ
ཬࡤࢇࠋὶ⾜ࡋࠊᙟᫍᩘࡤฟ࡛ࠊ୧᪥㸦ࡘࡢኴ㝧㸧୪ࡧ⌧ࡌࠊⷧ⼃㸦ࡣࡃࡌࡁ ගࢆ࠺
ࡋ࡞࠺㸧ᜏ㸦ࡘࡡ㸧↓ࡃࠊ㯮ⓑࡢ㸦㯮ⓑࡢ㸧⚈ࡢ┦ࢆ⾲ࢃࡋࠊᫍὶࢀᆅືࡁࠊࡢෆ
ኌࢆⓎࡋ㸦ᆅ㟈ࡢᡞỈࡢቑῶక࠺㡢㸧
ࠊᭀ㞵࣭ᝏ㢼࣭⠇౫ࡽࡎࠋᖖ㣚㤡㐼ࡘ
࡚ⱑᐇᡂࡽࡎࠋከࡃ᪉ࡢᛷ㈫᭷ࡘ࡚ࠊᅜෆࢆ᥆ࡋࠊேẸㅖࡢⱞᝎࢆཷࡅࠊᅵᆅᡤᴦࡢฎ᭷ࡿ
ࡇ↓ࡅࢇࠖᕬୖࠋ                          㸦❧ṇᏳᅜㄽ㸧
 ୍ษࡢேࠎࡣⓙࠊၿᚰࡀ↓ࡃࡓࡔ⧅⦡࣭ẅᐖ࣭ᛣࡾㄵ࠸ࡢࡳࡀ࠶ࡾࠊ࠾࠸ㆷゝࡋ࠶ࡗ࡚⨥ࡢ
࡞࠸⪅ࡲ࡛⨥㝗ࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡣࠊࡀὶ⾜ࡋࠊᙟᫍࡀฟ࡚ࠊࡘࡢኴ㝧ࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚ග
ࡾࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㯮ⓑࡢࡀฟࡿࠋᫍࡣὶࢀ࡚ࠊᆅࡣືࡁࠊᡞࡢྡࡽኌࡀⓎࡉࢀ࡚ࠊ࡞ࡽࡠ
ᭀ㞵㢼ࡀ㉳ࡇࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜࡽ㈫ࡀ␎ࡋ࡚ேẸࡣⱞᝎࡋࠊᴦࡋ࠸ሙᡤࡣ↓ࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠊࠗ㔠
ග᫂⤒࠘ࡢᘬ⏝ࢆ⤊࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ⶈࡣࠊࡇࡢᚋ᭩࠸ࡓࠗᏲㆤᅜᐙㄽ࡛࠘ࠊ⌧≧ࡽࠗ㔠ග᫂⤒࠘ࢆ
ḟࡢࡼ࠺ㄞࢇࡔࠋ
㸦᪥ᮏṇἲࡀ࡞࠸ࡽ㸧ࡇࡢᨾㅖࡢኳࡣጁἲࢆ⪺ࡃࡇࢆᚓࡎࠊἲࢆ࠶ࢃࡊࢀࡤࠊጾග
ໃຊ࠶ࡿࡇ࡞ࡃࠊᅄኳ⋤୪ࡧ╍ᒓࡣࡇࡢᅜࢆᤞ࡚ࠊ᪥ᮏᅜᏲㆤࡢၿ⚄ࡶᤞ࡚㞳ࢀᕬ㸦࠾ࢃ㸧
ࢇࡠࠋᨾṇඖᖺ㸦1257㸧ࡣᆅ࠸㟈࠸ࠊྠࡌࡁᖺࡶࡢ㞵ࡣⱑࢆኻ࠸ࠊኟࡢ
᪭㸦ࡔ࠸ࢇ㸸ᖸ㨧㸧ࡣⲡᮌࢆᯤࡽࡋࠊ⛅ࡢ㢼ࡣⳫᐇࢆኻ࠸ࠊ㣚Ῥᛛࡕ㉳ࡇࡾ࡚ࠊẸࢆ
㏨⬺㸦ࡕࡻ࠺ࡔࡘ㸧ࡏࡋࡴࡿࡇࠊ㔠ග᫂⤒ࡢᩥࡢዴࡋࠋ          㸦Ᏺㆤᅜᐙㄽ㸧
ṇἲࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡽࠊᅄኳ⋤ࢆࡣࡌࡵࡍࡿၿ⚄ࡀຊࢆኻࡗ࡚ᅜᅵࢆぢᤞ࡚ࠊ⅏གྷࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋேࡣᅜᅵࡢᏳ✜㇏ᴦࡢࡓࡵṇἲࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⚄ࠎࡣṇἲࢆ⾜࠺ேᅜᅵࢆᏲㆤࡍࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࡍࡿࠋ
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 1280㸦ᘯᏳ 3㸧ᖺ 12 ᭶㙊ࡢ㭯ᒸඵᖭᐑࡀ⅖ୖࡋࡓࠋᘯᏳ 4 ᖺࡢ➨ 2 ᅇⵚྂく᮶ࡢ๓ᖺ࡛࠶ࡾࠊ
ᮅᘐࡽࡣࡍ࡛ㅖᑎㅖ♫␗ᅜㄪఅࡢ♳⚏ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ6 ᖺ๓㸦1274 ᖺ㸧ࡣᕞ⟋ᓮࡢඵᖭ
ᐑࡀ⅖ୖࡋ࡚࠾ࡾࠊඖᐧࡢ༴ᶵ┤㠃ࡍࡿ᪥ᮏ࠾࠸࡚Ύ※ẶࡢẶ⚄࡛࠶ࡿඵᖭࡀ⅖ୖࡍࡿ࠸࠺
ࡇࡣ㔜࡞⚈࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ᪥ⶈࡣࠊṇἲࢆᏲࡿேࢆඵᖭ⚄ࡀㆤࡽ࡞࠸ࡽࠊඵᖭࡼࡾ
ୖ࡛࠶ࡿᅄኳ⋤ࡽࡢ⚄ࠎࡽ⅖ୖ࠸࠺㈐ࡵࢆⵚࡗࡓ⪃࠼࡚ࠊඵᖭ⚄ࢆྏࡾࡘࡅࡿࠗㅋᬡඵᖭᢒ࠘
ࢆ᭩࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ᪥ⶈࡣࠊே⚄ࡣṇἲࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚Ᏻ✜㇏ᴦ࡞ᅜᅵࢆᐇ⌧ࡍࡁࡔ⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ᪥ⶈࡣࠕࡇࡢᅵ㸦ፅ፠࣭ⱞ⏺㸧ࢆᤞ࡚࡚ఱࢀࡢᅵࢆ㢪࠺ࡅࢇࡸࠋᐇ㸦ࡲࡇ㸧ࡢίᅵࢆᐃࡴ
ࡿࠊࡇࡢᅵࡣ༶ࡕίᅵ࡞ࡾᐃࡵࢇࡠࠖ㸦Ᏺㆤᅜᐙㄽ㸧ᐉゝࡋࡓࠋ㐲࠸す᪉ίᅵࢆ㢪࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡇࡢ⌧ᐇୡ⏺ࡇࡑᐇࡣίᅵ࡛࠶ࡾࠊίᅵࡍࡁࡔࠊ࠸࠺ࡢࡀ᪥ⶈࡢᛮ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
┠ぢ࠼࡞࠸⚄ே㛫ࡀ༠ാࡋ࡚ίᅵࢆᐇ⌧ࡍࡿୡ⏺ほ࡛࠶ࡾࠊ⮬↛ほ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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၈௦ࡢᐑᘐ㡪ࡃ␗ᅜࡢ᪕ᚊ
̿ᅄ᪉ᴦ̿
⋤ 㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸၈௦ࠊᐑᘐ㡢ᴦࠊ⇩ᴦࠊᅄ᪉ᴦࠊⱁ⬟ྐ

ࡣࡌࡵ
₎Ẹ᪘ᅛ᭷ࡢ㡢ᴦࢆ☜❧ࡋࡓ₎௦␗࡞ࡾࠊ၈௦ࡣすᇦྛᅜࡢὶࡀ῝ࡲࡿࡘࢀ࡚ࠊ༡ᮅ௨
᮶ࡢすᇦᴦࡀḟࠎྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࠕᅜ㝿ⓗ㡢ᴦ௦ࠖ1࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐑᘐ࡛ዌ₇ࠊไసࡉࢀࡓᴦ
⯙ࡀẸ⾗ࡢ㛫ࡸẸ㛫ࡢἲ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊẸ㛫㡢ᴦࡶᐑᘐ྾ࡉࢀࠊᨵ⦅ࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ၈௦ࡣ๓௦ẚࠊ㡢ᴦࡢෆᐜࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿୖࠊከࡃࡢ㡢ᴦᶵ㛵ࡀタࡅࡽࢀࡓ࡞ࠊ
୰ᅜ㡢ᴦྐୖࡢ୍ࡘࡢ㡬Ⅼ㐩ࡋࡓ⋤ᮅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
၈௦ࡢᐑᘐ㡢ᴦࡣࠊ㛫ⓗ༊ศࡋ࡚ࠊྂᴦ᪂ᴦศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋྂᴦࡣ၈௦࠾࠸࡚ࠕΎ
ᴦࠖࡤࢀࠊ₎௦௨᮶ࡢ₎Ẹ᪘ࡢఏ⤫㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪂ᴦࡣ₎Ẹ᪘ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓ㡢ᴦ࿘
㎶ᆅᇦࡢ㠀₎Ẹ᪘ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓ㡢ᴦࡢ✀㢮ศࡅࡽࢀࡿࡀࠊᚋ⪅ࡣࠕᅄ᪉ᴦࠖࡲࡓࡣࠕᅄዀᴦࠖ
ࡤࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㡢ᴦࡢᛶ㉁ࡽぢࡿࠊ♩ⓗ㡢ᴦፗᴦⓗ㡢ᴦࡀྵࡲࢀࡿࠋ♩ⓗ㡢ᴦࡣ⚍♭
ࡢ㞞ᴦࠊᤕࢆ⊩ࡎࡿถᴦ࡞ࡀྵࡲࢀࠊፗᴦⓗ㡢ᴦࡣ♩ࡢሙ௨እ⏝࠸ࡽࢀࡿேࠎࢆᴦࡋࡲࡏࡿ
㡢ᴦ࡛࠶ࡾࠊ㤫ᐗ⏝࠸ࡽࢀࡿ⇩ᴦ࡞ࡀྵࡲࢀࡿࠋፗᴦⓗ㡢ᴦࡣ㞞ᴦᑐẚⓗ࡞ពྜ࠸࡛ࡣࠕ
ᴦࠖࡶࡤࢀࠊ࠾࠾ࡼࡑᅬᩍᆓ࡛ᩍ⩦ࡉࢀࡿ㡢ᴦࠊኴᖖᑎ࡛₇ዌࡉࢀࡿ㠀♩ⓗ㡢ᴦ(≉ᅬ
ᩍᆓࡢᡂ❧๓)࡞ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊἲ᭤ࡸ᭤࡞ࡢᴦ⯙ࢆయࡍࡿࡶࡢࡣࠕṇᴦࠖ⛠
ࡉࢀࠊ㞧ᢏࡸᗁ⾡ࠊᡙᘝ࡞ࡢゝⴥືసࢆయࡍࡿࡶࡢࡣࠕᩓᴦࠖ⛠ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺Ύᴦࠊᅄ᪉ᴦࠊ㞞ᴦࠊ⇩ᴦࠊถᴦࠊᴦࡣࡑࢀࡒࢀ㛵㐃ࢆᣢࡓࡎ⊂❧ࡋࡓࢪ࡛ࣕࣥࣝ
ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ᕪࡍࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ⇩ᴦࡣⓚᖇࡀㅖ⮧ࢆࡶ࡚࡞ࡍ㤫ᐗࡲࡓࡣಶேࡢ㤫ᐗ
⏝࠸ࡽࢀࡿፗᴦⓗ࡞୍㠃ࢆ᭷ࡍࡿ㡢ᴦ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰ࡣᴦࡸᩓᴦࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࠊᮅ 2⏝࠸ࡽࢀࡿ⇩ᴦࡣከ㒊ᴦࡼࡗ࡚⦅ᡂࡉࢀࠊࡑࡢከࡃࡣᅄ᪉ᴦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ၈௦ᐑᘐ㡢ᴦࡢ୰ࡢᅄ᪉ᴦ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ᪥ᮏ㞞ᴦࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࡉࢀࡿ၈௦
⇩ᴦࡢ㛵ಀࢆど㔝ධࢀ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᐇែᛶ㉁ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

1

ᓊ㎶ᡂ㞝ࠗ၈௦㡢ᴦࡢṔྐⓗ◊✲ ⥆ᕳ࠘(Ἠ᭩㝔ࠊ2005 ᖺ)283 㡫ࠋ
୰ᅜࡢྂ௦࠾࠸࡚ࠊ⮧ୗࡀྩ࠺ࡇࢆࠕᮅࠖࠊྩࡀ⮧ୗ࠺ࡇࢆࠕࠖࠊేࡏ࡚ࠕᮅࠖࡤ
ࢀࡿࠋྂ௦ᮅࡣඖ᪦ࠊ⮳ࡸ⚃㈡ࡢ᪥⾜ࢃࢀࡿᮅࠊᬑẁ⾜ࢃࢀࡿᖖᮅࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⇩ᴦ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣ๓⪅ࡢᮅ࡛࠶ࡿࠋ

2
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1㸬၈௦ࡢ⇩ᴦࠊ༑㒊ᴦ
㛗࠸ᡓࢆ⤊࠼࡚ኳୗ⤫୍ࢆ㐙ࡆࡓ㝳௦࡛ࡣࠊㅖไᗘࡶᐑᘐ㡢ᴦࡢᨵಟࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᨵಟࡉ
ࢀࡓࡢࡣ♩⠇⤖ࡧࡘࡅࠊேᚰࢆឤࡍࡿ♩㡢ᴦࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ₎௦௨᮶ࡢ࿘㎶ᆅᇦࡽὶධࡋ࡚
ࡁࡓእ᮶㡢ᴦࡸ୰ᅜᅛ᭷ࡢ㡢ᴦࡶཬࢇ࡛࠸ࡓࠋ㝳௦⥆ࡃ၈௦ࡢᐑᘐ㡢ᴦࡣ㝳௦ࡢ㡢ᴦไᗘࢆ⥅ᢎ
ࡋࡓୖࠊࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆ㐙ࡆࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡣ⇩ᴦࡢᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ
⇩ᴦࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࠊᴦ⯙(㝳௦ࡢࠊ㒊ᴦ၈௦ࡢࠊ༑㒊ᴦ)ࡢࡳࡍࡿㄝ 3ࠊᴦ⯙ᩓᴦࡢ୧
᪉ࡀྵࡲࢀࡿㄝࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊᶵ⬟ࡽࡍࢀࡤࠊᩓᴦࡶ㤫ᐗ⏝࠸ࡽࢀࡿⱁ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᗈ⩏ࡢ㤫
ᐗᴦᒓࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊ➹⪅ࡣ㤫ᐗᴦ࡛࠶ࡿ⇩ᴦࡣḷ⯙ᩓᴦࡀྵࡲࢀࡿ࠸࠺ㄝࢆࡶ⪃ᐹ
ࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ⇩ᴦࡢ࠺ࡕࡢᩓᴦࡣࠕᢤ㢌ࠖࡸࠕ⹒㝠⋤ࠖ࡞≀ㄒ㝶ࡍࡿḷ⯙ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ
ࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠊࡑࡢᛶ㉁ࡣ㞞ࡓࡿ㡢ᴦ␗࡞ࡿࠊᗢẸⓗ࡛ࡓࡿⰍྜ࠸ࡀᙉ࠸ 4ࠋ
ࡉ࡚ࠊ⇩ᴦࡢ୰ࡢᴦ⯙ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࠗ㝳᭩࠘㡢ᴦᚿୗࠊ
ࠗ㏻࠘ᴦභ࠾ࡼࡧࠗᪧ၈᭩࠘㡢ᴦࡢグ㏙ࡼࡿࠊ㝳௦ࡣ㛤ⓚึᖺ(581 ᖺ
㡭)୰ᅜᅛ᭷ࡢΎᴦㅖእᅜࡢᴦ⯙ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ㒊ᴦࡀไᐃࡉࢀࠊᴗᖺ㛫(605㹼618)㒊ᴦ
ࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ၈௦ࡣ㝳௦ࡢ㒊ᴦࢆ⥅ᢎࡋࠊ㤫ᐗᴦࡢෆᐜไᗘࡶཷࡅ⥅ࡂࠊ၈㧗♽Ṋᚨึᖺ(618
ᖺ㡭)㒊ᴦࢆ⏝࠸࡚ࠊ㈆ほ 16 ᖺ(642)༑㒊ᴦࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋ
௨ୗࡢ⾲ 1 ࡣㅖㄅࡢグ㏙ࢆࡶࠊ㝳௦ࡢ㒊ᴦ㒊ᴦࠊ၈௦ࡢ㒊ᴦ༑㒊ᴦࡢෆᐜࢆࡲࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 5ࠋ
すᾴࡣᩔ↥ࡢ࿘㎶ࠊኳ➊ࡣࣥࢻࠊ㧗㯇ࡣᮅ㩭༙ᓥࡢ㒊ᆅᇦࠊடⲐࡣࢡࢳࣕࠊີࡣ࢝ࢩࣗ࢞ࣝࠊ
ᗣᅜࡣࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻࠊᏳᅜࡣࣈࣁࣛ࠶ࡓࡾࠊ㧗ᫀࡣࢺࣝࣇࣥᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ၈௦ࡢࠊ༑㒊ᴦࡣ
ࢇ࿘㎶ᆅᇦࡢᑡᩘẸ᪘ࡸእᅜࡢᴦ⯙ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ⾲㸯ࡼࡗ࡚ㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞₎Ẹ᪘ᩥࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ୰ཎࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢḷࠊᴦ⯙ࡣูࡢྡ⛠ࡋ࡚ࠊᅄ᪉ᴦࡶ
ࡤࢀࡿࠋࡉ࡚ࠊ⇩ᴦࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿᅄ᪉ᴦࡣࡢࡼ࠺࡞ᴦ⯙࡛࠶ࡗࡓࡢࠊࡲࡓࠊࡢࡼ࠺࡞ᛶ
㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢࠊㅖㄅࡢグ㏙ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

3 ᓊ㎶ᡂ㞝ࠗ၈௦㡢ᴦࡢṔྐⓗ◊✲ ⥆ᕳ࠘(Ἠ᭩㝔ࠊ2005 ᖺ)ࠊΏ㎶ಙ୍㑻ࠗ୰ᅜྂ௦ࡢᴦไᅜᐙ̿᪥ᮏ㞞ᴦ
ࡢ※ὶ̿࠘(ᩥ⌮㛶ࠊ2013 ᖺ)࡛ࡣᩓᴦࢆ⇩ᴦࡶ(ᓊ㎶ࡣࠕᐗᴦࠖࠊΏ㎶ࡣࠕ⇩ᴦࠖ⛠ࡋࡓ)ࠊࡑࢀࡒࢀᐑᘐ
㡢ᴦࡢ୍ࢪࣕࣥࣝࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
4 ⋤ࠕᩓᴦࡽ⯙ᴦ̿ⱁ⬟ఏᢎࡢどⅬࡽ̿ࠖ(ᮾὒᏛ࢚ࠗࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲࠘➨ 8 ྕࠊ2014 ᖺ 3
᭶)61㹼74 㡫ࠋ
5 ࠕ୰ཎධࡗࡓᮇࠖࡢ㡯┠ࡣࠊⶱℚࠗ୰ᅜྂ௦㡢ᴦྐ✏࠘(ேẸ㡢ᴦฟ∧♫ࠊ1981 ᖺ)215 㡫ᡤ㍕ࡢ⾲ࢆ
ཧ↷ࡋࡓࠋ
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㒊ᴦ
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  ྛ

௦

6

ᮇ
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ᙜ௦స

Ύᴦ

Ύᴦ

Ύᴦ

Ύᴦ

ᅛ᭷

ᅜఄ(すᾴ)

すᾴ

すᾴ

すᾴ

386 ᖺ

  ᴦ

ኳ➊

ኳ➊

ኳ➊

ኳ➊

346㹼353 ᖺ

 

டⲐ

டⲐ

டⲐ

டⲐ

384 ᖺ

  㒊

㧗㯇

㧗㯇

㧗㯇

㧗㯇

436 ᖺ

 

Ᏻᅜ

Ᏻᅜ

Ᏻᅜ

Ᏻᅜ

436 ᖺ

  ྡ

ີ

ີ

ີ

436 ᖺ

 

ᗣᅜ

ᗣᅜ

ᗣᅜ

568 ᖺ

㧗ᫀ

⣙ 520 ᖺ

 

  ⛠
 

ᩥᗣ

♩␌

ᙜ௦స



2㸬ᅄ᪉ᴦࡣ
 ᅄ᪉ᴦࡣᅄዀஅᴦࡶゝ࠸ࠊ୰ཎࡢᅄࡘࡢ࿘㎶ᆅᇦ㸫ᮾዀ࣭すᡁ࣭≮࣭༡⻅㸫ࡢḷࠊᴦ⯙࡛࠶
ࡿࠋ
ࠕ⣡ᅄዀஅᴦ⪅ࠊ⨾ᚨᗈஅᡤཬஓࠖ7࠶ࡿࡼ࠺ࠊᐑᘐ㡢ᴦᅄ᪉ᴦࢆྲྀࡾධࢀࡿ⫼ᬒࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᚨࠖࠕᴦࠖࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿᛮࡸᅜጾࢆ♧ࡍࡿពྜ࠸ࡀྵࡲࢀࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᅄ᪉ᴦࡘ࠸࡚ࠊ၈ࡢᮭభࡀⴭࡋࡓไᗘྐࠗ㏻࠘ᴦභ࡛ࡣᮾዀᅜᴦ(㧗㯇ࠊⓒ῭)ࠊ≮୕ᅜᴦ
(㩭༝ࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ✍)ࠊすᡁᅜᴦ(டⲐࠊີࠊᗣᅜࠊᏳᅜࠊ㧗ᫀ)ࠊ༡⻅ᅜᴦ(ᢇ༡ࠊኳ➊)ࢆᅄ
᪉ᴦࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࡢ࡞ࡼࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓṇྐࠗᪧ၈᭩࠘㡢ᴦᚿ࡛ࡣࠊᮾዀᅜᴦ(㧗㯇ࠊ
ⓒ῭)ࠊ≮୕ᅜᴦ(㩭༝ࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ✍)ࠊすᡁᅜᴦ(டⲐࠊີࠊᗣᅜࠊᏳᅜࠊ㧗ᫀ)ࠊ༡⻅୕ᅜ
ᴦ(ᢇ༡ࠊኳ➊ࠊ㦛ᅜ)ࢆᅄ᪉ᴦࡋ࡚࠸ࡿࠋᏵࡢḢ㝧ಟ࡞ࡀສࡼࡗ࡚⦅⧩ࡋࡓṇྐࠗ᪂၈᭩࠘
♩ᴦ༑࡛ࡣᮾዀᅜᴦ(㧗㯇ࠊⓒ῭)ࠊ≮୕ᅜᴦ(㩭༝ࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ✍)ࠊすᡁᅜᴦ(டⲐࠊີࠊ
ᗣᅜࠊᏳᅜࠊ㧗ᫀ)ࠊ༡⻅ᅄᅜᴦ(ᢇ༡ࠊኳ➊ࠊ㦛ᅜࠊ༡ペ)ࢆᅄ᪉ᴦࡋ࡚࠸ࡿࠋᏵࡢ⋤⁅ࡀࡋࡓ
ࠗ၈せ࠘ࡣࠗ᪂၈᭩࠘ࡢグ㏙ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 ㅖㄅࡢศ㢮ࡣᮾዀࠊ≮すᡁ࠾࠸࡚ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ༡⻅࠾ࡅࡿグ㏙ࡣᅜᴦㄝ(ࠗ㏻
6

ࠕ⇩ᴦࠖࡣᗈ⩏࡛ࡣ㤫ᐗᴦࡢ⥲⛠ࠊ⊃⩏࡛ࡣ㒊ᴦ༑㒊ᴦࡢ୍ࡘࡢྡ⛠࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊᗈ⩏ࡢ
ࠕ⇩ᴦࠖ༊ูࡍࡿࡓࡵࠊ⊃⩏ࡢሙྜࡣࠕㆲᴦࠖ⾲グࡍࡿࠋ
7 (၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)3722 㡫ࠋ
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࠘)ࠊ୕ᅜᴦㄝ(ࠗᪧ၈᭩࠘)ࠊᅄᅜᴦㄝ(ࠗ᪂၈᭩࠘ࠗ၈せ࠘)ࡢ୕ࡘࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ㄝඹ㏻ࡍ
ࡿᴦ⯙ࡣᢇ༡ኳ➊࡛࠶ࡾࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘࠾࠸࡚ࡣࠗ㏻࠘ẚࠊ㦛ᅜᴦࡀቑ࠼ࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ẚࠊ
ࠗ᪂၈᭩࠘ࠗ၈せ࠘ࡣ༡ペᴦࡀቑ࠼ࡓࠋ
ࠗ㏻࠘ࡢᡂ❧ࡣᚨ᐀㈆ඖ 17 ᖺ(801)࡛࠶ࡾࠊ㦛ᅜࡀᴦ⯙
ࢆ⊩ࡌࡓࡢࡶ㈆ඖ 17 ᖺࡶࡋࡃࡣ 18 ᖺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 8ࠊ
ࠗ㏻࠘ࡣ㦛ᅜࢆ㍕ࡏࡽࢀ࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
ࠗᪧ၈᭩࡛࠘ࡣࠊᴦேࡢ᮰ᴦჾࡢ✀㢮㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊᅄ᪉ᴦࢆグࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠗ᪂၈᭩࠘
ࠗ၈せ࡛࠘ࡣ⡆༢࡞ࡀࡽ࿘㎶ࡢᴦ⯙ࢆࡍ࡚᭩ࡁ␃ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗᪧ၈᭩࠘༡ペᴦࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺၈௦ࡢ⠇ᗘࡀᮅぺࢆࡓࡗ࡚༡ペᴦࡢᨵ⦅ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ༡ペ
ᴦࡢ᮰ᴦჾࡣ࿘㎶ᆅᇦࡢ≉ᚩࡀ㢧ⴭ⾲ࢀ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣ༡⻅ᅄᅜᴦ࠸࠺ᤊ࠼᪉ἢࡗ࡚ࠊᮾዀᅜᴦࠊ≮୕ᅜᴦࠊすᡁᅜᴦ༡⻅ᅄᅜᴦ
ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᅄ᪉ᴦࡘ࠸࡚ぢ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ

3㸬⾶࠼ጞࡵࡓᮾዀᴦ≮ᴦ
 ၈௦ࡢᮾዀᴦࡣ᪂⨶ᴦⓒ῭ᴦࡀ࠶ࡿࠋ᪂⨶ᴦⓒ῭ᴦࡣࡍ࡛༡ᮅ௦ࡢ༡ᮅࡢᏵᮅᘐ
ධࡗ࡚࠸ࡿࡀ 9ࠊᮅࡀ⇩ࢆᖹᐃࡋࡓ㝿ࡣᮅᘐ㡢ᴦ⦅ධࡉࢀ࡞ࡗࡓ

10ࠋ๓⠇ࡢ⾲

1 ࡛♧ࡋࡓ

ࡼ࠺ࠊ㝳௦࡞ࡿࠊᐑᘐ㡢ᴦࡢࠊ㒊ᴦࡣ㧗㯇ᴦࡀ⦅ධࡉࢀࠊ၈௦ࡶ㧗㯇ᴦࢆࠊ༑㒊ᴦ
⦅ධࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㧗㯇ᴦⓒ῭ᴦࡢᴦேࡢ᮰ࡸᴦჾࡘ࠸࡚ࠊࠗ㏻࡛࠘ࡣࡇࡢࡼ࠺グࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ᮾዀᅜࠋ㧗㯇ࠊⓒ῭ࠋ
㧗㯇ᴦࠊᕤே⣸⨶ᖗࠊ㣭௨㫽⩚ࠊ㯤⿇ࠊ⣸⨶ᖏࠊཱྀࠊ㉥⓶㠐ࠊⰍ㑊⦖ࠋ⯙⪅ᅄேࠊ᳝㧳
ᚋࠊ௨⤭㢠ࠊ㣭௨㔠⎑ࠋே㯤⿳えࠊ㉥㯤ࠋே㉥㯤⿳ࠊえࠋᴟ㛗⿇ࠊⅲ⓶㠐ࠊ
୪❧⪋⯙ࠋᴦ⏝ᙎ⟈୍ࠊᦅ⟈୍ࠊ⮩⟱⠒୍ࠊ❿⟱⠒୍ࠊ⍇⍈୍ࠊ⤋⍇⍈୍ࠊ⩏れ➜୍ࠊ➛୍ࠊ
ᶓ➜୍ࠊ⡍୍ࠊᑠ⠥⠝୍ࠊ⠥⠝୍ࠊ᱈⓶⠥⠝୍ࠊ⭜㰘୍ࠊᩧ㰘୍ࠊᢸ㰘୍ࠊ㈅୍ࠋ၈Ṋኴྡྷ
ᑦ༑᭤ࠊ၏⬟⩦୍᭤ࠊ⾰᭹ᐱ⾶ᩋࠊኻᮏ㢼ࠋ
ⓒ῭ᴦࠊ୰᐀அ௦ࠊᕤேṚᩓࠋ㛤ඖ୰ࠊᒱ⋤⠊Ⅽኴᖖཀࠊዌ⨨அࠊ௨㡢ఄከ㜘ࠋ⯙⪅ேࠊ
⣸⿇⿳えࠊ❶⏠ෙࠊ⓶ⲡᒚࠋᴦஅᏑ⪅ࠊ⟈ࠊ➜ࠊ᱈⓶⠥⠝ࠊ⟱⠒ࠊḷࠋ 
                                  

ᴦභ 



㦛ᅜࡀᴦࢆ⊩ࡌࡓᖺࡘ࠸࡚ࠊࠗᪧ၈᭩࠘ᕳ 13ࠕᚨ᐀ୗࠖࠗ၈せ࠘ᕳ 33 ࡛ࡣ㈆ඖ 18 ᖺ(802)グࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊඖ✉ 㹼 ࡀⴭࡋࡓࠕᮤᰯ᭩᪂㢟ᴦᗓ༑㤳ࠖࡢࠕ㦛ᅜᴦࠖࡢ㢟ὀࡣࠕ㈆ඖ㎞ᕭṓࠖࡍ࡞ࢃࡕ㈆ඖ
17 ᖺ(801)ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨ᚋࡢࠗ᪂၈᭩࠘ࡶ㈆ඖ 17 ᖺグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
9 ࠗᪧ၈᭩࠘ᚿ࣭ᴦࠊ
ࠕᏵୡ᭷᪂⨶ࠊⓒ῭ఄᴦࠖ
ࠋࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᡣࠊ1975 ᖺ)1069 㡫ࠋ
10 ࠗᪧ၈᭩࠘ᚿ࣭ᴦࠊ
ࠕ㨯ᖹ㥁㊙ࠊᚓஅ⪋ᮍලࠖ
ࠋࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᡣࠊ1975 ᖺ)1069 㡫ࠋ
11 (၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)3722㹼3723 㡫ࠋ
8
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 ᮾዀᴦࡣ㧗㯇ᴦⓒ῭ᴦࡀྵࡲࢀࡿࠋ㧗㯇ᴦࡣ๎ኳṊྡྷ 㹼 ࡢࡣ༑᭤ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㧗㯇ᴦࡣኴᖖᑎࡢᴦ㒊ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ♩ⓗᮅ₇ዌࡉࢀࡿࠊᐑᘐࡢፗᴦⓗᐗࡶ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋ๎ኳṊྡྷࡢᑋ⮧࡛࠶ࡗࡓᙇ᫆அࡀᐗࡢ㝿ࠊᚚྐኵᛮ㧗㯇⯙ࢆ⯙ࢃࡏࡓࡇࡀ၈
௦ࡢ⢔ࡀⴭࡋࡓࠗ၈᪂ㄒ࠘グࡉࢀࡿ ࠊ㧗㯇ᴦࡣᐑᘐ࠸ὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕ၏⬟⩦୍᭤ࠖ᭩ࢀࡓࡼ࠺ࠊ ᖺᡂ❧ࡢࠗ㏻࠘ࡀ᭩ࢀࡓࡣࠊ㧗㯇ᴦࡢ
᭤ࡣࡓࡗࡓ୍᭤ࡋṧࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⯙ேࡢ᮰ࡶ⾶ᗫࡋࠊᮏ᮶ࡢጼࢆኻࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢෆᐜ
ࡽࠊⓒ῭ᴦࡣ㧗㯇ᴦࡼࡾࡶࡗ࡚ᗫࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࠋ୰᐀ ᅾ  ᖺ  ᭶㹼 ᭶ࠊ㹼
 ࡢⓒ῭ᴦࡢᴦேࡓࡕࡀᩓࡾᩓࡾ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ㛤ඖࡢ 㹼 ࡧᐑᘐ࡛ⓒ῭ᴦࢆタ
ࡅ࡚ࡶ㡢ᴦࡢᢏ⬟ࡣḞዴࡋ࡚࠸ࡓࠋⓒ῭ᴦࡀ㝳௦ࡢࠊ㒊ᴦ⥆ࡁࠊ၈௦ࡢࠊ༑㒊ᴦࡶ⦅ධࡉ
ࢀ࡞ࡗࡓࡇࡶ㛵㐃ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⥆࠸࡚≮ᴦࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࠗ㏻࠘ࡢグ㏙ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

≮୕ᅜࠋ㩭༝ࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ✍ࠋ
≮ᴦࠊⓙⅭ㤿ୖᴦஓࠋ㰘྿ᮏ㌷᪑அ㡢ࠊ㤿ୖዌஅࠊᨾ⮬₎௨᮶ࠊ≮ᴦ⥲ᖐ㰘྿⨫ࠋ ୰␎ 
Ꮡ⪅༑୕❶ࠊྡ┠ྍゎ⪅භ❶㸸ះᐜྍờࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ✍ࠊ㕳㮵බࠊⓑί⋤ኴᏊࠊපஓࠋ
వྍゎࠊဒከྍờஅモࠋ ୰␎ அࠊⓙⅭྍờࠋ ୰␎ ၈㛤ඖ୰ࠊḷᕤ㛗Ꮮඖ
ᛅஅ♽ཷᴗೃᑗ㌷㈗ᫀࠊ୪ᕞேஓࠊ௦⩦ḷࠋ㈆ほ୰ࠊ᭷ペ௧㈗ᫀ௨ኌᩍᴦᗓࠋඖᛅஅᐙ
௦┦ఏዴṈࠊ㞪ヂ⪅⬟㏻▱モࠊᖺṓஂ㐲ࠊኻ┿▯ࠋ⣒᱒ࠊ၏⍆᭤᭷⬌➮ኌゅࠊ㔠࿃
ᡤᤸࠋ





                                  

ᴦභ 


 ≮ᴦࡣ㩭༝ᴦࠊྤ㇂‐ᴦ㒊ⴠ✍ᴦࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢᴦࡣࡍ࡚ࠕ㤿ୖᴦࠖ
ࠊࡘࡲࡾࠊ㤿ୖ࡛
₇ዌࡍࡿ㡢ᴦ࡛࠶ࡗࡓࠋ㰘྿ᴦࡣࡶࡶ㌷ᴦ࡛࠶ࡾࠊ㤿ୖ࡛₇ዌࡍࡿࡀࡺ࠼ࠊ₎௦ࡽ≮ᴦࡣ
㰘྿⨫ᒓࡋࡓࠋ၈௦࡛ṧࡉࢀࡓࡶࡢࡣ 53 ❶࠶ࡾࠊྡ๓ࡀศࡿࡶࡢࡣះᐜྍờࠊྤ㇂‐ࠊ㒊ⴠ
✍ࠊ㕳㮵බࠊⓑί⋤ኴᏊࠊපࡢ 6 ❶࡛࠶ࡿࠋ≮ᴦࡣḷモࡢక࠺ḷ ḷࡶࡤࢀࡿ ࡀ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢḷモࡣ࠾࠾ࡼࡑྩࡢゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ၈௦ࡢḷேࡢ㛗Ꮮඖᛅࡢ♽ඛࡀೃᑗ㌷㈗ᫀࡢࡇࢁ
࡛ḷࢆ⩦࠸ࠊඖᛅࡢᐙࡣࡑࢀࢆఏᢎࡋࡓࡀࠊᜍࡽࡃ௦ࡢ㝸ࡓࡾࡀࡁ࠸ࡓࡵࠊḷࡢḷモࡀヂࡉ
ࢀ࡚ࡶࡍ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᅄ᪉ᴦࡢ࠺ࡕࡢᮾዀᴦ≮ᴦࡣࠊ၈௦࡛ࡣ᭤ᩘࡢῶᑡࡸࠊḷモࡢពࡢఏᢎࡢ㏵⤯
࠼࡞ࡀ㐍ࡳࠊ⾶㏥ഴྥࡀᙉࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 

12
13

(၈)⢔ࠗ၈᪂ㄒ࠘(Ṕ௦ྐᩱ➹グྀหࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ1997 ᖺ)ᕳ࣭ㅀ➨༑୍ࠊ143 㡫ࠋ
(၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)3725 㡫ࠋ
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㸬┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓすᡁᴦ
 ୍᪉ࠊᮾዀᴦ≮ᴦࡢ⾶㏥ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣすᡁᴦ࡛࠶ࡿࠋࠗ㏻࠘ ᴦභ ࡼࢀࡤࠊ၈௦
ࡢすᡁᴦࡣ㧗ᫀᴦࠊடⲐᴦࠊᏳᅜᴦࠊີᴦᗣᅜᴦࡢࡘࡢᴦࡀྵࡲࢀࡿࠋ⾲ 1 ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕࡢடⲐᴦࠊᏳᅜᴦࠊີᴦᗣᅜᴦࡣ㝳௦ࡽ⇩ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ၈௦࡛ࡣࡑࡢୖ㧗ᫀ
ᴦࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㧗ᫀᴦࡣࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ ᴦ ࡼࢀࡤࠊ
ࠕす㨯⯅㧗ᫀ㏻ࠊጞ᭷㧗ᫀఄࠖࠊす㨯ࡀ㧗ᫀࡢὶࡀ࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ㧗ᫀᴦࡀఏࢃࡗࡓグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝳ᩥᖇࡢ㛤ⓚ  ᖺ  ࠊ㧗ᫀࡀࠕ⪷᫂ᴦࠖࢆ⊩ࡌࡓ
ࡇࡣࠗ㝳᭩࠘ 㡢ᴦᚿୗ グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗ᫀᴦࡣ㝳௦ࡢ㒊ᴦࡶ㒊ᴦࡶ㧗ᫀᴦࡀྲྀࡾධ
ࢀࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊ၈௦ࡢኴ᐀ࡀ㧗ᫀࢆᩋࢀࡓࡑࡢᴦࢆᴦ㒊ධࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
டⲐᴦࡣ࿅ග 㹼 ࡀடⲐࢆ◚ࡗࡓ㝿⋓ࡓ㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋ࿅ගࡀᩋࢀࡓ࠶ࠊடⲐᴦࡣ୍ᗘᗫ
ࢀࡓࡀࠊ㨯ࡀ୰ཎࢆᖹᐃᚋࡲࡓάࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㝳௦࡛ࡣࠊடⲐᴦࡣ┒ࢇ࡞ࡾࠊすடⲐ࣭ᩧ
டⲐ࣭ᅵடⲐࡢ୕㒊ศࡅࡽࢀࠊ㒊ᴦ㒊ᴦྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ
 䔷≺ᴦࠊᗣᅜᴦᏳᅜᴦࡣࠊ࿘ࡢṊᖇ 㹼 ࡀ✺དྷࡢዪᛶࢆྡྷ㏄࠼ࡿ㝿ࠊすᇦㅖᅜࡽ
⊩ࡌࡽࢀࠊᮅࡢ㛗Ᏻᗈࡀࡗࡓࡇࡣࠗᪧ၈᭩࠘ ᴦ ࡢグ㏙ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿ ࠋ
 すᡁᴦࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗ㏻࡛࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
すᡁᅜࠋ㧗ᫀࠊடⲐࠊີࠊᗣᅜࠊᏳᅜࠋ
࣭㧗ᫀᴦࠊ⯙ேࠊⓑ〼㘊⿇ࠊ㉥⓶㠐ࠊ⓶ᖏࠊ⣚㢠ࠋᴦ⏝ⲟ⮞㰘୍ࠊ⭜㰘୍ࠊ㞱፝㰘୍ࠊ⩓㰘
୍ࠊ⡍୍ࠊᶓ➜ࠊ⠥⠝ࠊ⤋⍇⍈ࠊ⍇⍈ࠊ㖡ゅ୍ࠊ❿⟱⠒୍ஸࠊ➛୍ࠋ
࣭டⲐᴦࠊᕤேⓕ⣒ᕸ㢌ᕵࠊ⥮⣒ᕸ⿅ࠊ㘊⿇ࠊ⥮ᕸࠋ⯙ᅄேࠊ⣚㢠ࠊ⥮〼ࠊⓑᕾࠊⅲ⓶㠐ࠋ
ᴦ⏝❿⟱⠒୍ࠊ⍇⍈୍ࠊ⤋⍇⍈୍ࠊ➛୍ࠊᶼ➜୍ࠊ⡍୍ࠊ⠥⠝୍ࠊⲟ⮞㰘୍ࠊ⭜㰘୍ࠊ⩓㰘୍ࠊ
ẟဨ㰘୍ஸࠊ㞱፝㰘୍ࠊ㖡㕩ࠊ㈅୍ࠋ
࣭䔷≺ᴦࠊᕤேⓕ⣒ᕸ㢌ᕵࠊⓑ⣒ᕸ⿅ࠊ㘊⾿〯ࠊⓑ⣒ᕸࠋ⯙ேࠊⓑ〼ࠊ㘊⿇ࠊ㉥⓶㠐ࠊ㉥⓶
ᖏࠋᴦ⏝❿⟱⠒୍ࠊ⍇⍈୍ࠊ⤋⍇⍈୍ࠊᶓ➜୍ࠊ⡍୍ࠊ⠥⠝୍ࠊⲟ⮞㰘୍ࠊ⭜㰘୍ࠊ⩓㰘୍ࠊ
㞱፝㰘୍ࠋ
࣭ᗣᅜᴦࠊᕤேⓕ⣒ᕸ㢌ᕵࠊ⥮⣒ᕸ⿅ࠊ㘊⾿ࠋ⯙ேࠊ⥮〼ࠊ㘊⿇ࠊ⥳⥤‐ぃࠊ㉥⓶㠐ࠊⓑ
ᕾࠋ⯙ᛴ㌿ዴ㢼ࠊㅝஅ⬌᪕ࠋᴦ⏝➜ࠊṇ㰘୍ࠊ㰘୍ࠊ㖡㕩ࠋ
࣭Ᏻᅜᴦࠊᕤேⓕ⣒ᕸ㢌ᕵࠊ㘊⾿〯ࠊ⣸⿇ࠋ⯙ேࠊ⣸〼ࠊⓑᕾࠊ㉥⓶㠐ࠋᴦ⏝⍇⍈୍ࠊ
⤋⍇⍈୍ࠊ❿⟱⠒୍ࠊ⡍୍ࠊᶼ➜୍ࠊ⠥⠝୍ࠊ⠥⠝୍ࠊṇ㰘୍ࠊ㖡㕩ࠊ⟱⠒୍ࠋ





ᴦභ 

(ᚋ)➼ࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᡣࠊ1975 ᖺ)1069 㡫ࠋ
ࠕ࿘Ṋᖇ⪸ዪⅭྡྷࠊすᇦㅖᅜ᮶ᎉࠊடⲐࠊີࠊᏳᅜࠊᗣᅜஅᴦࠊ⪹㛗Ᏻࠖ
ࠊ(ᚋ)➼ࠗᪧ၈᭩࠘
(୰⳹᭩ᡣࠊ1975 ᖺ)1069 㡫ࠋ
16 (၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)3724 㡫ࠋ
14
15
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 ௨ୖࡢグ㏙ࡼࡿࠊすᡁᴦࡢ⯙ேࡣഅᩘ࡛⯙࠸ࠊ⍇⍈࣭⠥⠝࣭⡍࣭ᶓ➜࣭⟱⠒࣭㖡㕩࣭ྛ✀ࡢ㰘
࡞ࡢᴦჾࢆ⏝࠸ࡿᴦ⯙࡛࠶ࡿࠋ
すᡁᴦࡢ⯙ேࡣࠕ⓶㠐ࠖࢆᒚࡃ࡞ࠊࡑࡢ᮰ࡣࠕ⬌᭹ࠖࠊࡘࡲࡾ୰ཎᆅ᪉ࡢ₎Ẹ᪘␗࡞ࡿᑡᩘẸ
᪘ࡢ᭹ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀศࡿࠋ≉ࠊᗣᅜᴦࡢ⯙ࡣࠕ⬌᪕⯙ࠖゝࢃࢀࠊ㢼ࡢࡼ࠺ᛴ᪕ᅇ
ࡍࡿጼࡣ၈௦ࡢᴦ⯙ࡁ࡞⾪ᧁࢆ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐇ㝿ᐑᘐࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊẸ㛫࡛ࡶὶ⾜ࡋ࡚࠸
ࡓࡇࡣඖ✉ 㹼 ࡢリࠗ⬌᪕ዪ࠘ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿࠋ
ᴦჾ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡣู✏ㆡࡿࡀࠊすᡁᴦ⏝ࡉࢀࡿᴦჾࡢ࠺ࡕࠊ⍇⍈ࠊ⠥⠝ࠊ⟱⠒㖡㕩ࡣす
ᇦ࡛⏕ࡲࢀࡓᴦჾ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᴦჾࡼࡗ࡚ᙜࡢᐑᘐ࢚࢟ࢰࢳࢵࢡ࡞㡢ᴦ✵㛫ࡀ㔊ࡋฟࡉࢀ
ࡓࡇࡀീࡉࢀࡿࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࢆΏࡗ࡚୰ཎఏࢃࡗࡓࡇࡢࡘࡢᅜࡢᴦ⯙ࡣ␗ᅜ⥴⁄ࢀࠊ
࠾ࡑࡽࡃᙜࡢேࠎࢆ㨩ࡋࡓᴦ⯙࡛࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞すᡁᴦࡣ၈௦ࡢ⇩ᴦ྾ࡉࢀࠊᐑᘐⰼࢆဏࡏࡓࠋ၈௦ࡢᐑᘐ㡢ᴦࢆᫎࡋࡓ⤮⏬ࠊ
ࡾࢃࡅᩔ↥ቨ⏬ࡢίᅵኚ┦ᅗࡢ⯙ᴦቭࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓすᇦࡢⰍᙬࡀᙉ࠸ᴦჾࠊᴦேࡸ⯙ேࡀ⏕ࡁ⏕
ࡁ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ


㸬⤫ไࡉࢀࡓ༡⻅ᴦ
᭱ᚋ༡⻅ᴦࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋㅖㄅࡼࡿࠊ༡⻅ᴦࡣᢇ༡ࠊኳ➊ࠊ㦛ᅜࠊ༡ペࡢᅄࡘᆅᇦ
㛵㐃ࡍࡿᴦ⯙࡛࠶ࡿࡀࠊᆅ⌮ⓗ⨨ࡽぢ࡚ྠᵝࠕ༡⻅ࠖぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕᯘ㑚ࠖࡢᴦ⯙ࡘ
࠸࡚ࠊ
ࠗ㏻࠘ࡢ௨ୗࡢෆᐜࡀ⯆῝࠸ࠋ

⮳↺ᖇ(୰␎)ᖹᯘ㑚ᅜࠊ⋓ᢇ༡ᕤேཬ⍟⍆ࠊ㝄ྍ⏝ࠊణ௨ኳ➊ᴦ㌿ኌࠊ⪋ṑᴦ㒊ࠋ18      
(ᴦභ)

↺ᖇ(ᅾ 604㹼618)ࡢ௦࡞ࡿࠊᯘ㑚ᅜࢆᖹᐃࡋࠊᢇ༡ࡢᴦேࡑࡢ⍟⍆࡞ࡢᴦჾࢆ⋓ࡓࡶ
ࡢࡢࠊ⢒㝄ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࡓࡔኳ➊ᴦࢆ௨࡚ࡑࡢ㡢ࢆఏࡍࡿࡢࡳࡋ࡚ࠊᴦ㒊ิࡋ
࡞࠸ࠋ
ࡇࡢグ㏙ࡼࢀࡤࠊ㝳௦ࡢ↺ᖇࡢࡍ࡛ᯘ㑚ᅜࡢᴦ⯙ࢆ⋓࡚࠸ࡓࡀࠊ⯆῝࠸ࡇࡑࡢᴦே
ᴦჾࡣᯘ㑚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢇ༡ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜࡢᯘ㑚ࡣ㡢ᴦ࠾࠸࡚ࡣࡲࡔⓎᒎࡢ㏵ୖ࠶ࡗࡓ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ୍᪉ࠊᅜᐙ⤫୍ࢆ㐙ࡆࡓ㝳⋤ᮅࡣᩘከࡃࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢᴦ⯙ࢆ྾ࡋࠊ㒊ᴦࡢ୰ࡢ
ࡘࡣᅄ᪉ᴦ࡛࠶ࡾࠊ㒊ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡞ࡗࡓᅄ᪉ᴦࡣࡶᢇ༡ࠊⓒ῭ࠊ᪂⨶ࠊ✺དྷࠊೖᅜ

17

⋤ࠕίᅵኚ┦ᅗᥥࢀࡿ㏑㝠㢖ఞࡢ⪃ᐹ̿ᩔ↥ቨ⏬ࢆ୰ᚰ̿ࠖ(᪥ᮏẚ㍑ᩥᏛࠗẚ㍑ᩥ◊✲࠘➨
103 ྕࠊ2012 ᖺ 9 ᭶)1㹼14 㡫ࠋ
18 (၈)ᮭభࠗ㏻࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1988 ᖺ)3726 㡫ࠋ

280

࡞ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㝳ࡢᐑᘐࡣᯘ㑚࡛⋓ࡓᴦேᴦჾࢆ⢒㝄ุ᩿ࡋࠊኳ➊ᴦࡢㄪᏊᴦჾ࡛ࡑࡢ㡢ࢆఏ
ࡋࡓࠋ၈௦ࡣ㝳௦ࡢ⇩ᴦࢆ⥅ᢎࡋࡓࡓࡵࠊᯘ㑚ᴦᑐࡍࡿᥐ⨨ࢆኚ࠼࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࠊኳ➊ᴦ
ࡢㄪᏊᴦჾࢆ௨࡚ᯘ㑚ᴦࢆ⾲⌧ࡋࡓࠊࡶࡋࡃࡣᢇ༡ࡢᴦேࡀᯘ㑚࠸ࡓࡇࡽࠊᢇ༡ᴦ࡛⿵ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᯘ㑚ࡢᴦࡣᴦ㒊ิࡍࡿࡇࡣ୍ᗘࡶ࡞ࡃࠊ
㡢ᴦࡋ࡚ࡢᶒࢆኻ࠺ࡋࡓࡀ࠸ࠊ୰ᅜࡢṔྐࡑࡢ㊧ࢆṧࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
༡⻅ࡢᴦேࡢ᮰ᴦჾࡘ࠸࡚ࠊࠗᪧ၈᭩࡛࠘ࡣࠗ㏻࠘ࡢᢇ༡ᴦኳ➊ᴦࡢグ㏙ࢆࡰ㋃くࡋ
ࡓୖࠊ㈆ඖᖺ㛫⊩ࡌࡽࢀࡓ㦛ᅜᴦࢆຍ࠼ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᢇ༡ᴦࠊ⯙ேࠊᮅ㟘⾜⧳ࠊ㉥Ⰽ㠐ࠋ㝳ୡ⏝ኳ➊ᴦࠊᏑ⪅᭷⩓㰘ࠊ㒔㰘ࠊẟဨ㰘ࠊ⡍ࠊ
ᶼ➜ࠊ⠥⠝ࠊ㖡㕩ࠊ㈅ࠋ
࣭ኳ➊ᴦࠊᕤேⓕ⣒ᕸ㢌ࠊⓑ⦎えࠊ⣸⥤ࠊ⥮ᖀࠋ⯙ேࠊ㎬㧥ࠊᮅ㟘⿃⿸ࠊ⾜⧳ࠊ☐㯞㠠ࠋ⿃
⿸ࠊൔ⾰ஓࠋᴦ⏝⩓㰘ࠊẟဨ㰘ࠊ㒔㰘ࠊ⠥⠝ࠊᶼ➜ࠊ㬅㤳⟱⠒ࠊ⍇⍈ࠊ⤋⍇⍈ࠊ㖡㕩ࠊ
㈅ࠋẟဨ㰘ࠊ㒔㰘ஸࠋ 
࣭㦛ᅜᴦࠊ㈆ඖ୰ࠊ⋤᮶⊩ᮏᅜᴦࠋซ୍༑᭤ࠊ௨ᴦᕤ୕༑ே᮶ᮅࠋᴦ᭤ⓙ₇㔘Ặ⤒ㄽஅ
㎡ࠋ                                   

ᚿ࣭㡢

ᴦ 

ࡇࡢෆᐜࡼࡿࠊ㝳௦࡛ࡣᢇ༡ᴦࡣኳ➊ᴦࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣᢇ༡ᴦࡶᯘ㑚ᴦࡢࡼ࠺
⤫ไࡉࢀࡓࡇࢆពࡍࡿࠊ๓グࡢࡼ࠺ᢇ༡ᴦேࡀᯘ㑚ᴦேࡢ௦ࢃࡾᯘ㑚ᴦࢆዌ₇ࡍࡿ࠸
࠺᥎

ࡢྍ⬟ᛶࡣᴟࡵ࡚పࡃ࡞ࡿࡇࡶពࡋࠊᢇ༡ᴦᯘ㑚ᴦࡣ୧᪉ࡶኳ➊ᴦࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ

ࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᢇ༡ᴦኳ➊ᴦࡢ⏝ᴦჾࡣ୍⮴ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊ๓グࡋࡓࡼ࠺ࠊ⠥
⠝ࠊ⍇⍈ࡸ㖡㊙ࡣ୰ཎ࡛࡞࠸࿘㎶ᆅᇦࡼࡾⓎ⚈ࡋࡓᴦჾ࡛࠶ࡾࠊ₎Ẹ᪘ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᴦ⯙࡛࡞࠸ᑡᩘẸ
᪘ࡢᴦ⯙ࢃࢀࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊᢇ༡ᴦኳ➊ᴦࡢ⯙ேࡣඹᮅ㟘Ⰽࡢ⾜⧳ࠊ࠸ࢃࡤ⬮⤎ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢࢆ⧳ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ୧⪅ࡢ㛵㐃ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ኳ➊ᴦࡢ⯙ேࡣ⿃⿸ࢆ⧳ࡗ࡚࠾ࡾࠊൔࡼࡗ࡚₇ࡌࡽࢀࡓࡇࡢྡṧࠊᴦ⯙⮬యࡀᩍࡢᩍ࠼
ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡘ࠸࡚ࡣᐃ࡛࡞࠸ࡀࠊᩍ㛵㐃ࡍࡿᴦ⯙࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡼ
࠺ࠋᩍ㛵ࢃࡾࢆᣢࡘⅬ࡛ࡣࠊ㦛ᅜᴦ㏻ࡌࡿࠋ
㈆ඖᖺ㛫⊩ࡌࡽࢀࡓ㦛ᅜ ⌧࣑࣐࣮ࣕࣥ ࡢᴦࡢ≉ᚩࡣࠊ
ࠕⓙ₇㔘Ặ⤒ㄽஅ㎡ࠖ
ࠊࡘࡲࡾᩍࡢᩍ⌮
ࢆㄝࡃࡓࡵࡢᴦ࡛࠶ࡿࠋ㦛ᅜᴦኳ➊ᴦࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᩍࡢᩍ࠼ࢆ㡢ᴦ࡛
⾲⌧ࡍࡿⅬ࠾࠸࡚ࡣ୧⪅ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋࡇࡇ࡛⯆῝࠸ࡢࡣࠊࠗ᪂၈᭩࠘♩ᴦ༑ࡢグ
㏙ࡼࢀࡤࠊ㦛ᅜᴦࡣ༡すᕝ⠇ᗘࡢ㡋ⓠ(746㹼805)ࡼࡗ࡚ᨵ⦅ࡉࢀࡓ࠶⊩ࡌࡽࢀࡓ ࠊ

(ᚋ)➼ࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᡣࠊ1975 ᖺ)1070 㡫ࠋ
ࠕ⮳ᡂ㒔ࠊ㡋ⓜ㆕ḟኌࠊཪᅗ⯙ᐜࠊᴦჾ௨⊩ࠖ
ࠊ(Ᏽ)Ḣ㝧ಟ➼ࠗ᪂၈᭩࠘ᕳ 22 (୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)480
㡫ࠋ
19
20
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࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ㦛ᅜᴦࡣࡶࡶࡢࡼ࠺࡞ᴦ⯙࡛࠶ࡗࡓࡢࠊࡲࡓ⠇ᗘࡢ㡋ⓠࡀࡢࡄࡽ࠸ᮏ
᮶ࡢෆᐜࢆࡶᨵ⦅ࡋࡓࡣᐃ࡛࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶࠊ㦛ᅜᴦࡣᩍࡢᩍ⌮ࢆㄝࡃࡢ┦ᛂࡋ࠸
ᴦ࡛࠶ࢁ࠺⠇ᗘぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓゝ࠼ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡣࠊᙜࡢ㦛ᅜࡶ๓㏙ࡢᯘ㑚ᢇ༡ࡶࠊኳ
➊ࡢᩥᅪᒓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡛࠶ࡗࡓ᥎

ࡉࢀࡿࠋ

༡⻅ᴦࡣୖグࡢᴦࡢࠊࡸࡸⰍྜ࠸ࡀ␗࡞ࡿࠕ༡ペᴦࠖࡶྵࡲࢀࡿࠋ༡ペࡣ⌧ᅾࡢ୰ᅜ㞼༡
┬⌮ࢆ୰ᚰࢳ࣋ࢵࢺ࣭ࣅ࣐ࣝㄒ⣔㒊᪘ࡼࡗ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓᅜ࡛࠶ࡿࠋ༡ペᴦࡣୗグࡢࠗ၈せ࠘
ࠗ᪂၈᭩࠘ࡢグ㏙ࡼࡿࠊ㦛ᅜᴦྠᵝ㡋ⓠᨵ⦅ࡉࢀࡓᚋࠊ၈௦ࡢᐑᘐ⊩ࡌࡽࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

㈆ඖ༑භᖺṇ᭶ࠊ༡ペ␗∹ᑜసዊ⪷ᴦ⯙ࠊᅉすᕝᢲ㞼༡ඵᅜࠊ㡋ⓠ௨㐍ࠊ≉ᚚ㯌ᚨẊ௨㜀அࠋ      
ࠗ၈せ࠘ᕳ୕༑୕ 

㈆ඖ୰ࠊ༡ペ␗∹ᑜ㐵ユ༡すᕝ⠇ᗘ㡋ⓠࠊゝḧ⊩ዀ୰ḷ᭤ࠊୟ௧㦛ᅜ㐍ᴦࠋⓠస༡ペ
ዊ⪷ᴦࠊ⏝㯤㚝அᆒࠊ⯙භᡂࠊᕤභ༑ᅄேࠊ㈶ᘬேࠊᗎ᭤༑ඵ␚ࠊᇳ⩚⪋⯙ࠕ༡ペዊ⪷
ᴦࠖᏐࠊ᭤ᑗ⤊ࠊ㞾㰘సᅄ㝮ࠊ⯙⪅ⓙᣎࠊ㔠ኌస⪋㉳ࠊᇳ⩚✍㤳ࠊ௨㇟ᮅぺࠋẖᣎ㊭ࠊ⠇௨
㖍㰘ࠋཪⅭᆒ㸸୍᭣㯤㚝ࠊᐑஅᐑ㸹᭣ኴⶦࠊၟஅᐑ㸹୕᭣ጡὙࠊゅஅᐑ㸹ᅄ᭣ᯘ㚝ࠊᚩஅ
ᐑ㸹᭣༡ᐑࠊ⩚அᐑࠋᩥ⩏⦾㞧ࠊ㊊⣖ࠋᚨ᐀㜀㯌ᚨẊࠊ௨ᤵኴᖖᕤேࠊ⮬Ẋᗞᐗ
๎❧ዌࠊᐑ୰๎ᆘዌࠋ 
                     

ࠗ᪂၈᭩࠘ᕳ༑ 


 ࠗ၈せ࠘ࡼࢀࡤࠊ㈆ඖ  ᖺ  ༡ペ(⌧㞼༡┬)ࡢ␗∹ᑜࡀ⪷ᴦ⯙ࢆసࡾࠊ㞼༡ࡢඵᅜࢆ
ࡵࡓすᕝ⠇ᗘ㡋ⓠࡑࢀࢆ⊩ࡌࠊⓚᖇࡀࢃࡊࢃࡊ㯌ᚨẊ࠾࠸࡛࡞ࡾࡑࢀࢆࡈぴ࡞ࡗࡓࠋࠗ᪂
၈᭩࡛࠘ࡣࠊ㈆ඖᖺ㛫ࠊ༡ペࡢ␗∹ᑜࡀすᕝ⠇ᗘ㡋ⓠ⪅ࢆ㏦ࡾࠊ␗Ẹ᪘ࡢḷ᭤ࢆ⊩ࡌࡓ࠸ゝ
࠸ࠊࡘ㦛ᅜᴦࢆ⊩ࡌࡉࡏࠊࡑࡋ࡚㡋ⓠࡀࠕ༡ペዊ⪷ᴦࠖࢆసࡗࡓࠊ࠸࠺ࠋࡘࡢグ㏙ࢆྜࢃࡏ
ぢࡿࠊ㡋ⓠࡀ༡ペ␗∹ᑜࡢㅜぢᚋసࡗࡓࠕ༡ペዊ⪷ᴦࠖࡣࠊ༡ペ␗∹ᑜࡢస࡛࠶ࡿࠕዊ⪷ᴦࠖࢆ
ࡶࡋࡓࡇࡣീ㞴ࡃ࡞࠸ࠋྠࡌࡃ㡋ⓠࡼࡗ࡚ᨵ⦅ࡉࢀࡓ㦛ᅜᴦࡀࠕⓙ₇㔘Ặ⤒ㄽஅ㎡ࠖࡢ
ᴦ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࡍ࡛㏙ࡓࡀࠊࡑࢀᑐࡋࠊࡇࡢ༡ペዊ⪷ᴦࡣᮅぺࢆࡓࡾࠊ୰ᅜྂ௦ࡢኌ
㡢㝵㸫ᐑ࣭ၟ࣭ゅ࣭ᚩ࣭⩚㸫ᩚ࠼ࡽࢀࠊ၈㛗Ᏻᇛ᫂ᐑࡢᐗࡸ㠃ࡢ㔜せࡢሙᡤ࡛࠶ࡿ㯌ᚨẊ࡛
ዌ₇ࡉࢀࡓ♩ⓗ࡞୍㠃ࢆ᭷ࡍࡿᴦ⯙࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ༡⻅ᴦࡣᢇ༡ᴦኳ➊ᴦࡣඹኳ➊ᴦ࡛⾲⌧ࡉࢀࠊኳ➊ᴦ㦛ᅜᴦࡣඹᩍ㛵ࢃ
ࡾࢆᣢࡕࠊᙜࡇࡢ୕ࡘࡢᆅᇦࡣྠᵝ࡞ᩥᅪᒓࡍࡿࡇࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ
༡ペᴦࡣᆅ⌮ⓗࡶࠊᩥⓗࡶኳ➊ᩥᅪᒓࡉ࡞࠸ࡇࡽࠊྠࡌᨵ⦅⪅࡛࠶ࡗࡓ㡋ⓠࡢᡭ
21
22

(Ᏽ)⋤⁅ࠗ၈せ࠘(୰⳹᭩ᡣࠊ1955 ᖺ)620 㡫ࠋ
(Ᏽ)Ḣ㝧ಟ➼ࠗ᪂၈᭩࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)480 㡫ࠋ
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ࡼࡗ࡚సࡾ┤ࡉࢀ࡚ࡶࠊ㦛ᅜᴦྠᵝᩍ㛵㐃ࡍࡿᴦ⯙ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊᢇ༡ᴦ㦛ᅜᴦ࠾ࡼࡧᅄ᪉ᴦิࡋ࡞ࡗࡓᯘ㑚ᴦࡣ၈௦ࡢᐑᘐࡼࡗ࡚ኳ➊ᴦ⤫ไࡉࢀࡓࡀࠊ
ࡇࡢኳ➊ᴦࡢ⤫ไࡣࠕ༡⻅ࠖࡢࡍ࡚ࡢᅜࡸᆅᇦࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡ペᴦࡣ୰ཎࡢᴦ┿
ఝࡋ࡚సࡾ┤ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ


࠾ࢃࡾ
௨ୖ࡛၈௦ࡢᅄ᪉ᴦࠊࡍ࡞ࢃࡕᮾዀ࣭≮࣭すᡁ࣭༡⻅ࡢᅄࡘࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢḷࠊᴦ⯙ࡘ࠸࡚ぢ
࡚ࡁࡓࠋ
ᴦ⯙ࡀక࠺ᮾዀᴦࡣࠊࡍ࡛ึ၈௦ࡣ⾶㏥ࡢഴྥࡀぢࡽࢀࠊḷࡀ୰ᚰ࡞ࡿ≮ᴦࡶ၈௦࡛
ࡣࡑࡢ᭤ᩘࡀῶᑡࡋࠊḷモࡢពࡢఏᢎࡶ㏵⤯࠼ࡿ࡞ࠊ⾶㏥ࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋᮾዀᴦࡢ୰ࡢ㧗㯇
ᴦࡣ၈௦ࡢࠊ༑㒊ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡀࠊࡇࡢࡘࡢᴦࡣ၈௦࠾࠸࡚୰ᚰⓗ࡞⨨࠶ࡗࡓࡣ
ゝ࠸㞴࠸ࠋ
すᡁᴦࡣすᇦ⏕ࡲࢀࡓᴦჾࢆ⏝࠸ࠊ⯙ேࡢ᮰࡞ࡼࡾࠊ␗ᅜ⥴⁄ࢀࡓᴦ⯙࡛࠶ࡗࡓࡇࡣ
ീ㞴ࡃ࡞࠸ࠋすᡁᴦࡢࡘࡢᴦࡣࡍ࡚၈௦ࡢ༑㒊ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊᑟⓗ࡞❧ሙ࠶ࡗࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༡⻅ᴦࡣࡘࡢὶࢀࡀ࠶ࡾࠊ୍ࡘࡣኳ➊ࠊࡶࡋࡃࡣኳ➊ࡼࡗ࡚㉳ࡉࢀࡿᩍ㛵ࢃࡿᴦ⯙࡛
࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣ୰ཎࡢᴦᨵኚࡉࢀࡓᴦ⯙࡛࠶ࡿࠋ၈௦ࡢࠊ༑㒊ᴦྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡢࡣኳ➊ᴦ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢኳ➊ᴦࡣᙜኳ➊ᩥᅪ࠶ࡿᢇ༡ࡢ㡢ᴦࢆ⾲⌧ࡉࡏࡽࢀࡓࡇࡽࠊᮅᘐࡽ༡⻅
ᴦᑐࡍࡿ⤫ไࡀ࠶ࡗࡓࡇࡀ᥎

ࡉࢀࡿࠋᅄ᪉ᴦࡢ࠺ࡕࠊ༡⻅ᴦࡣᮅᘐࡼࡗ࡚ᨵ⦅ࡉࢀࠊ⤫ไࡉ

ࢀࡓⅬ࠾࠸࡚ࠊ≉⯆῝࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
၈௦ᐑᘐ㤫ᐗᴦ̿⇩ᴦ㸫ࡢ୰ࠊᩓᴦࢆ㝖࠸ࡓᴦ⯙ࡣࠊ༑㒊ᴦ⦅ᡂࡉࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢከࡃࡣすᡁ
ᴦࢆ୰ᚰࡍࡿᅄ᪉ᴦ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠊ༑㒊ᴦ⦅ᡂࡉࢀࡓኳ➊ᴦࡣኳ➊୍ᅜࡢᴦ⯙࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⤫ไࡉࢀࡓ༡⻅ᴦࡢ௦⾲ⓗᴦ⯙࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣᅄ᪉ᴦࡢᴦேࡑࡢఏᢎ㛵ࡍࡿศᯒṆࡵࠊࠊ༑㒊ᴦࡀ࠸࡞ࡿᮅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢࠊࡑࢀࡽࡣ༢⣧࡞ፗᴦⓗᛶ㉁ࡢࠊ♩ⓗ࡞୍㠃ࡶ᭷ࡍࡿ࠸࠺᳨ドࡘ࠸࡚ࡣᚋࡢㄢ
㢟ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ⏝㈨ᩱࡣࠗ㏻࠘ࢆ୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ࠊ
ࠗ᪂၈᭩࠘ࠗ၈せ࠘ࡢ୰ࠊ
ᴦჾ࡞㛵ࡍࡿグ㏙ࡢᕪ␗ࡶど㔝ධࢀ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃవᆅࡀṧࡉࢀࡿࠋ


せཧ⪃ᩥ⊩
㛵ஓ⥔ࠗ၈௦㡢ᴦྐ࠘ ୰ኸẸ᪘Ꮫฟ∧♫ࠊ ᖺ 
ᓊ㎶ᡂ㞝ࠗ၈௦㡢ᴦࡢṔྐⓗ◊✲ ᴦไ⦅ ้∧࠘ Ἠ᭩㝔ࠊ ᖺ 
ᓊ㎶ᡂ㞝ࠗ၈௦㡢ᴦࡢṔྐⓗ◊✲⥆ᕳ࠘ Ἠ᭩㝔ࠊ ᖺ 
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ⶱℚࠗ୰ᅜྂ௦㡢ᴦྐ✏࠘ ேẸ㡢ᴦฟ∧♫ࠊ ᖺ 
Ώ㎶ಙ୍㑻ࠗ୰ᅜྂ௦ࡢᴦไᅜᐙ̿᪥ᮏ㞞ᴦࡢ※ὶ̿࠘ ᩥ⌮㛶ࠊ ᖺ 
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⋢႐㐀ࡢ㟋Ẽㄝࡽࡳࡿ⮬↛㌟య
㔝ᮧ ⱥⓏ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⋢႐㐀ࠊబ⸨ಙῡࠊ㟋Ẽ

ࡣࡌࡵ
⋢႐㐀㸦1856㹼1931㸧ࡣࠊ㥖ሙ㎰Ꮫᰯࡢ➨ 1 ᮇ⏕ࡋ࡚༞ᴗ㸦1880 ᖺ㸧
ࠊ⡿ᅜ␃Ꮫ㸦1885㹼1887
ᖺ㸧ࢆ⤒࡚ᮾி㎰ᯘᏛᰯ╔௵㸦1887 ᖺ㹼㸧
ࠊ㎰ᐙᏛᰯᩍᤵࡋ࡚␆⏘ᏛㅮᗙࡸᅬⱁᏛㅮᗙࢆࡢᢸ
௵ࢆࡵ࡞ࡀࡽ㸦1893 ᖺ㹼㸧
ࠊ ㎰Ꮫ༤ኈ㸦➨ 1 ྕ㸧ࢆᤵࡉࢀ㸦1899 ᖺ㸧
ࠊࡑࡢᚋ┒ᒸ㧗➼㎰ᯘᏛ
ᰯ㛗㸦1903 ᖺ㹼㸧
ࠊ㮵ඣᓥ㧗➼㎰ᯘᏛᰯ㛗㸦1909 ᖺ㹼㸧ࢆṔ௵ࠊ㈗᪘㝔㆟ဨࡶ௵ࡌࡽࢀࡓ㸦1922
ᖺ㹼㸧ࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᴗᨻ⟇ࠊ㎰ᴗᩍ⫱ࢆ≌ᘬࡋࡓே≀ࡢ୍ேゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡑࡢ୍᪉࡛ᙼࡣ⮬㌟ࡢᗣ
Ᏻࡽࠊᙜὶ⾜ࡋࡓࠕ⢭⚄⒪ἲࠖ
ࠊ㟋⾡㸦ദ╀⾡㸧࡞ࢆࡗ࡚⢭⚄ࡢຊࡼࡾẼࢆࡍ⒪ἲࡸ
ᗣἲഴಽࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㎰ᯘᏛᰯ࡛ࡢ⌮ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛ࠊ൲ᩍ⌮ᗣἲࡢᐇ㊶ࢆ
㔜どࡋࠊ㛵㐃ࡍࡿⴭసࡶṧࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡇࡢ᪉㠃ࡢ⋢ࡢᛮ࡛ࠊ୰ᚰⓗ࡞⌮ㄽ࡞ࡿࡢࡀ㟋Ẽㄝ࡛
࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ㟋Ẽㄝࡣࠊ࢝ࢹ࣑ࢬ࣒ࡸᏛᰯࡢᩍᐁࡸ⏕ᚐࡓࡕࡼࡾࡶ⢭⚄⒪ἲࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡓ㟋
⾡ᐙࡓࡕḼ㏄ࡉࢀࠊࡲࡓᙼ⮬㌟ぶࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ⋢႐㐀ࡢ㟋Ẽㄝ㛵ಀࡍࡿⴭస࡛᭩⡠ࡲࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࠗ෭Ỉᾎࡢᐇ㦂Ꮫ⌮࠘
ࠊᐇᴗஅ᪥ᮏ♫ࠊ1907㸦᫂ 40㸧ᖺ
ࠗᐇ⏝⌮࠘
ࠊᘯ㐨㤋ࠊ1909㸦᫂ 42㸧ᖺ
ࠗෆほⓗ◊✲㸸㑧Ẽࠊ᪂⌮ㄝ࠘
ࠊᐇᴗஅ᪥ᮏ♫ࠊ1912㸦ṇඖ㸧ᖺ
ࠗෆほⓗே㢮㐍ㄝ࠘
ࠊ⫱ⱥ᭩㝔ࠊ1914㸦ṇ 3㸧ᖺ
ࠗෆほⓗ◊✲ㄝ୍ᕳ࠘
ࠊ⋢႐㐀ࠊ1930㸦 5㸧ᖺ
 ࡇࢀࡽࡢⴭసࡣࠊ㸰స┠௨㝆๓సࡢෆᐜࢆ୍㒊ྵࡳ࡞ࡀࡽ୍సࡈ㆟ㄽࢆᗈࡆ࡚࠾ࡾࠊ᭱ᚋฟ
∧ࡉࢀࡓࠗෆほⓗ◊✲ㄝ࠘ࡣࠊ୍ᕳࢆ㢟ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ⩣ᖺ⋢ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵ⥆หࡍࡿࡇࡣ
࡞ࡗࡓࡀࠊ⋢ࡢ㟋Ẽㄝࡢ㞟ᡂゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⋢ࡢ㟋Ẽㄝࡣᙼ⮬㌟ࡢᐇయ㦂ࢆᇶ♏ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᮾὒすὒࡢᛮࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣྠ᭩
ࡶ࡙࠸ࡓ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋࡋྠ᭩ࡢグ㏙ࡔࡅࢆ㠃ⓗ᥇⏝ࡋ࡚ࠊ⋢ࡢ㟋Ẽㄝࢆㄞ
ࡳゎࡃࡣࠊᐇࡢࡇࢁၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ⋢ࡢ㟋Ẽㄝ㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢᡂ❧㐣⛬ࢆ᳨ドࡋ࡞ࡀࡽࠊ

1 ⋢ࡢ⏕ᾭࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋢႐㐀ඛ⏕ఏグ⦅⧩ᴗ 1974 ࢆཧ↷ࠋ⋢⢭⚄⒪ἲࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊྜྷỌ
2004AࠊB ヲࡋ࠸ࠋ
2 ୰ᇼㄔࠕ㟋Ẽ㑧Ẽࡢㄝࠖ
ࠊ⋢႐㐀ඛ⏕ఏグ⦅⧩ᴗ 1974 㘓ࠋ

285

≉⋢ࡀཧ↷ࡋࡓఏ⤫ᛮࡢ㛵㐃ࡽࡑࡢᛮࢆ⨨࡙ࡅ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸯㸬㟋Ẽ㑧Ẽࡢᐃ⩏
 ࠗෆほⓗ◊✲ㄝ࠘࠾࠸࡚ࠊ⋢ࡣ㟋Ẽ㑧Ẽࡢྡ⛠ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㟋Ẽࡣ㟋ጁࡢẼப࠺ព
ࡋ࡚ࠊ㑧Ẽࡣྂ᮶₎᪉་ࡀၐ࠼ࡓࡿྡ⛠ࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࠖ 3ࡋࡓࡔࡅ࡛῝࠸ពࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ྠ᭩ 64 㡫㸧ࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊ⋢ࡗ࡚ࠊ㟋Ẽ㑧Ẽࡣఱࡼࡾࡶ⮬㌟ࡢయ㦂ࡼࡗ࡚ࡑࡢᏑᅾࢆᐇ
ឤࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡔࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㟋Ẽࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋢ࡣཎ✏ᇳ➹㉳ࡁࡓฟ᮶ࢆḟࡢ
ࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

వࡣ⛅ࡼࡾṈࡢ✀ࡢ㟋Ẽᕥᡭከࡃୖ᪼㐍ධࡋ᮶ࡓࡾ࡚ࠊࡑࡢ୕ሢࡣ⫝㛵⠇ࡢ⚄⤒ࡢ㛫
ࣜ ࢘ ࣐ ࢳ

ᅾࡋࠊᡤㅝ㛵⠇ ⒦⑴ᐊ᪁ ࢆ㉳ࡋࠊᕥᡭࡣືࡋවࡡࡿࡲ࡛ⱞ③ࢆឤࡌࡘࡘஅ࠶ࡿࡀࠊṈࡢ
✏ࢆ➹グࡍࡿ᪉ࡾࠊ⬌ᗙࡋ࡚ᕥᡭࡢ⫝㛵⠇ࢆ᭤ࡆ࡚⭣ࡢෆഃᙉࡃቶࡋࡘࡘࡌ࠾ࡾࡓࡿࠊ
ഹභศ㛫⮳ࡽࡎࡋ࡚⭣㟋Ẽࡢ㌿ື㉳ࡾ࡚ࠊ͐͐ᙜኪ㸦ṇ༑୕ᖺᅄ᭶୍᪥ኪ㸧Ṉࡢ≧
ែ࡚ࡣ⫝㛵⠇ࡢ⒦⑴ᐊ᪁ࡀኴ⭣⛣ືࡏࡿࡶࡢࡢዴࡋࠋ͐͐⫝ࡶ⿕᭹ᯛࠊኴ⫤ࡣᅄᯛࠊྜࡋ
࡚භᯛ㔜ࡡࡓࡿ୰㛫≀࠶ࡿᣊࢃࡽࡎࠊ᪁ࡃ㟋Ẽࡢ┦㏻ࡎࡿࡣ㟋Ẽࡢᛶ㉁㟁Ẽ➼ࡋࡁࢆ❚࠸▱
ࡿࡁ࡞ࡾࠋ
㸦ྠ᭩ 87-88 㡫㸧

 ⋢ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㟋Ẽࢆࠕཎጞⓗ⚄⤒ࡢ᪥࿃ேࡢ㌟యෆ㑇␃ࡋᒃࡿࡶࡢࠖ
㸦ྠ᭩ 122 㡫㸧
⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ㟋Ẽࡣࠊ
ࠕ㟋ጁ࡞ࡿ᭷ᶵⓗࡢẼᅋẼሢ࡛ࠖࠊ
ࠕ⏕≀ࡢ⏕ᚲせ࡞ࡿࡶࡢࠊྰᐇ⏕
ࡢᮏ※࡞ࢀࡤࠊᅛࡼࡾᑍࡶḞࡃࡽࡊࡿ᭷ᶵⓗ㟋ጁࡢẼሢࠖ࡞ࡢࡔ㸦ྠ᭩ 67 㡫㸧
ࠋ
 ࡇࢀᑐࡋ࡚㑧Ẽࡣࠊ㑧Ẽࡣ⣧⢋≀㉁ⓗ࡞Ꮡᅾࡋ࡚ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋢ࡣࠊ㑧ẼࡀⅣ㓟࢞ࢫ
ࢆ⏕ᡂศࡍࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤ㑧Ẽࡀ⯉ࡽฟࡉࢀࡿࡁࠊ࣒ࣛࢿࡢࡼ࠺࡞่⃭ࢆឤࡌࡓ
⮬㌟ࡢయ㦂ࢆ㏙࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 129 㡫㸧
ࠋᐇ㝿ࠊᶵᲔⓗ࡞᳨ฟࢆヨࡳࡓࡀࠊࡑࢀࡣኻᩋ⤊ࢃࡗࡓ
࢞ ࢫ

グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 138 㡫㸧ࠋࡘࡲࡾ⋢ࡗ࡚㑧Ẽࡣࠊ
ࠕయෆⓎ⏕ࡍࡿ↓ᶵⓗ ⎰᪁ ཬᨺᑕ
≀ࡋ࡚ࠊᡤㅝ≀㉁ⓗẼὶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ➽⫗୪㣗≀ࡢᦆᩋࡼࡾ⤯࠼ࡎయෆⓎ⏕ࡋ࡚ἥࡏࡽࡿ
ࡁࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦ྠ᭩ 67 㡫㸧ࠋ
 㟋Ẽࡶ㑧ẼࡶྂᮾすࡑࡢᏑᅾࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮾὒࡢ᭩≀࡛ࡣࡇࡢẼࡢΰྠࡀከࡃࠊすὒࡢ
᭩≀࡛ࡣΰྠࡉࢀࡿࡇࡀᑡ࡞࠸⋢ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡓ㸦ྠ᭩ 66 㡫㸧
ࠋ㟋Ẽ┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚⋢
ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ⅑࣭᫂ᚨ࣭㟋࣭㨦࣭⢭㟋࣭ᗃᡃ࣭ぬᚰ࣭⋞∷࣭ኪẼ࣭ືẼ࣭anima࣭Soul࣭Pneuma࣭
Phantom࣭Geist࣭Ghost࣭Logus ࡞࡛࠶ࡾ㸦ྠ᭩ 71 㡫㸧
ࠊ≉ࣂࣛࣔࣥᩍࡢࠕᲙኳࠖࡀ㟋Ẽࡢෆ
ᐜࡶࡗࡶ㏆࠸ࡋࠊࡑࢀࡒࢀᣐゎㄝࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㑧Ẽ┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࡣࠊ

3

௨ୗࠊᘬ⏝ᩥࡣᖖ⏝₎Ꮠ⌧௦௬ྡ㐵࠸ᨵࡵࠊ㐺ᐅࡾ௬ྡࢆࡋ࡚࠶ࡿࠋ
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㑧Ẽ㸦⅑㸧
࣭⑂ປ≀㉁࣭ẘ⣲࣭Aura㸦Puneuma㸧ࢆᣲࡆࠊྠᵝᣐゎㄝࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
㟋Ẽࡣᐇయࡢ࡞࠸ࡶࡢࠊ㑧Ẽࡣᐇయࡢ࠶ࡿࡶࡢ࠸࠺㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡓࡔ࠸ࡎࢀࡶ┠ࡣぢ࠼࡞࠸ࡀ
㌟యឤぬ࡛ᐇឤ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸰㸬㢼㑧ࡽ㑧Ẽ
 ࠗෆほⓗ◊✲ㄝ࡛࠘ࡣࠊ⋢ࡀ㟋Ẽ㑧ẼࢆⓎぢࡋࡓࡢࡣྠᮇ࡛࠶ࡿࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ᫂ 40 ᖺ㡭ࠊຍ⸨ᘯஅ㸦1836ࠥ1916㸧ࡢၐ࠼ࡓᕫᚰࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡓே㛫ほᑐࡋ࡚ࠊ
ࠗᏛ࡛࠘ㄝࢀࡿ᫂ᚨࡢᏑᅾࢆᣲࡆࠊ୰Ụ⸨ᶞࢆཧ↷ࡋࡘࡘㄝ᫂ࡋࡓ㝿ࠊ᫂ᚨ࡞ࡿࡶࡢࢆ⋢⮬
㌟ࡀෆほἲࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬㌟ࡢෆ㟋Ẽࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆⓎぢࡋࡓ㏙࡚࠸
ࡿ㸦ྠ᭩ 10ࠥ11 㡫㸧ࠋࡋࡋ⋢ࡢⴭసࡼࡿࡂࡾࠊຍ⸨ࡢㄽෆᐜࢆ㘓ࡋࡓࠗᐇ⏝⌮࠘
ࡣ㟋Ẽ࡞ࡿㄒࡣฟ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊ๓సࡢࠗ෭Ỉᾎࡢᐇ㦂Ꮫ⌮࠘ࡢⅬ࡛ࠊ⋢ࡣࡍ
࡛㑧Ẽࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᗣἲࡋ࡚ࡢ෭Ỉᾎࢆㄽࡌࡓࠗ෭Ỉᾎࡢᐇ㦂Ꮫ⌮࡛࠘ࡣࠊ෭Ỉᾎࡢຠ⬟ࡋ࡚ࠊࠕ⚄⤒ཬࡰ
ࡋ࡚ᚰ⌮ⓗࡢ⌧㇟ࢆ࿊ࡍࡿࡶࡢࠖࠊࡘࡲࡾ⢭⚄ࡢᙳ㡪ࠊ
ࠕ⏕⌮ⓗཪࡣ୍⯡ࡢᗣཬࡰࡍ⌧㇟ࠖࠊ
ࡘࡲࡾ⫗యࡢᙳ㡪ࡢⅬࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 19 㡫㸧
ࠋ
 ෭Ỉᾎࡢ⢭⚄ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣಟ㣴ⓗ࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ⋢ࡣᙇࡍࡿࠋ⚄⤒ࡀᙉࡃ࡞ࢀࡤ⢭⚄Ẽ
ຊࡀቑ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᅔ㞴ࢆⱞࡋ࡞࠸ࠕሀᚸᢤᧉᒅࡢ⢭⚄ࢆᖏࡧࡓࡿຬẼࠖࡢᣢࡕ࡞ࢀࡿ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 22 㡫㸧
ࠋࡋࡋࡑ࠺ࡋࡓ⢭⚄ⓗ࡞ಟ㣴ࡣᗣࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ⋢ࡣ෭Ỉᾎࡼࡗ࡚
Ẽ⨯ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ⌮⏤ࡋ࡚ࠊࠕ⚄⤒ࡀᙉኊ࡞ࢀࡤࠊㅖࠎࡢࡶධࡋ㞴ࡃཪࡣᡴࡘࡇ
ࡶᐜ࡛᫆࠶ࡿࠖࡋࠊࠕᚨᕝᐙᗣࡶẼࡣ⮑⪅ࡀ⨯ࡿࡢ࡛࠶ࡿபࡣࢀࡓࡑ࠺࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⢭⚄
Ẽຊࡀ᪲┒࡛࠶ࢀࡤ⨯ࡽࡠࠖࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⢭⚄Ẽຊ౫࡚ᗣࢆ⥔ᣢࡋᚓࠖ⋢ࡣ⪃࠼࡚࠸
ࡓ㸦ྠ᭩ 24-25 㡫㸧
ࠋ
 ෭Ỉᾎࡢ⫗యࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋢ࡣࠕ෭Ỉᾎࢆ⾜࠼ࡤ⓶ࡀኵᡂࡗ࡚㢼㑧ෑࡉࢀࡠࠖ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࠕ⓶ࡢ⚄⤒ࡀኵᡂࡿࡽࠖ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠕ⓶ࡀኵ࡛ࡶୗ
ᙅࡁᒁ㒊ࠊཪࡣᶵ㛵ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢኵ࡞ࡿ⓶ࢆ㏱ࡋ࡚ᙅࡁᒁ㒊ࢆෑࠖࡍࡓࡵࠊ㌟యෆእ
ྛ㒊ࡢ⚄⤒ࢆኵࡍࡿࡶࡢ⌮ゎࡍࡁࡔࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 25-26 㡫㸧
ࠋ
 ⋢ࡣࡉࡽ⪃ᐹࢆࡍࡍࡵࠊ㢼㑧ࡢᛶ㉁ࡣ≧ࡽࡍࡿ࣐ࣜ࢘ࢳྠࡌࡶࡢ࡛ࠊ᪉ࡶࡑࡢṇ
యࡣ㑧Ẽ࡛࠶ࡿ㏙ࡿࠋ⋢ࡢⴭస࡛ࡢ㑧Ẽㄝࡣࡇࡇጞࡲࡿࠋ⭡ࡀᅛࡃᙇࡗࡓࡾࠊ⫪ࡀจࡗࡓࡾࠊ
ᝏᐮࢆឤࡌࡓࡾࡍࡿࡢࡶࠊࡍ࡚㑧Ẽࡀ➽⫗ࡸ⚄⤒ࢆෑࡋࡓࡇࡀཎᅉ࡛ࠊࡑࢀࡀࡦࡃ࡞ࡿࣜ࢘
࣐ࢳ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡔࠋேࡀ⪁⾶ࡋ࡚㌟యࡢ㐠ືࡀ㕌ࡃ࡞ࡿࡢࡶࠊ㑧Ẽࡀධࡋ࡚ྛ㒊ᶵ⬟ࢆጉࡆ࡚
࠸ࡿࡓࡵࡔࡍࡿ㸦ྠ᭩ 29-33 㡫㸧
ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㑧Ẽࡢᑐฎ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋢ࡣ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆ࠼
࡚ࠊ㑧Ẽෑࡉࢀࡓ㒊ࡢ➽⫗ຊࢆධࢀࡿࡇ࡛ࠊ㑧Ẽࢆ㏣࠸ฟࡏࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ㝶ព➽
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ࡣព㆑ࡋ࡚ຊࢆධࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋ෭Ỉᾎࢆ⾜࠼ࡤ୧᪉ࡢ➽⫗ࢆືࡏࡿ࠸࠺ࢃࡅ࡛
࠶ࡿ㸦ྠ᭩ 32-36 㡫㸧
ࠋ
⓶ࡢ㝽㛫ࡽ㢼㸦㑧Ẽ㸧ࡀධࡾ㎸ࡴேࡣẼ࡞ࡿࠊࡣᮾὒ་Ꮫࡢఏ⤫ⓗ࡞㌟యほࡋ࡚ࡣ
ᖖ㆑ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ෭Ỉᾎ࡛⓶ࡀᘬࡁ⥾ࡲࡿࡢ࡛Ẽ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࡿࡢࡣࡑࡢ㌟యほ
ࡼࡿࠋ⋢ࡣࡋࡋࡑࡇすὒ་Ꮫࡢ⚄⤒ࡢᴫᛕࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊࡉࡽ㑧Ẽࡣయእ࡛࡞ࡃయෆⓎ⏕
ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࠊࡑࡢᡂศࡲ࡛ᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ⋢ࡢ㑧Ẽㄝࡢ⌮ㄽ㠃ࡣࢇ㏆
௦ⓗ࡞ᛮ⪃⨨ࡁ࠼ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬᫂ᚨࡽ㟋Ẽ
 ࡍ࡛ᣦࡋࡓ࠾ࡾࠊ൲ᩍ⌮ࡢᩍ⫱ୖࡢ㔜せᛶࢆㄝࡃࠗᐇ⏝⌮࠘ࡣ㟋Ẽ࠸࠺ㄒࡣࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋᅄ᭩ࡢࠗᏛ࠘ࡢ᫂ᚨࠗ୰ᗤ࠘ࡢ୰ᗤ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊࡑࡢᚋࡢ⋢ࡢ㟋Ẽㄝ
ࡰ㔜࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ᫂ᚨࡘ࠸࡚ࠊ⋢ࡣࠊᮏᚰ࣭㐨ᚰ࣭Ⰻᚰ࣭Ⰻ▱࣭┿ᚰ࣭ㄔ࣭
┿ዴ࣭┿࿃࣭ோ࣭㐨࣭୰࣭ኳྩ࣭ዴ᮶࣭⚄࣭ኴ୍࣭Კኳ࣭ኴ࡞ྠࡌពࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 228
㡫㸧ࠋࡲࡓ᫂ᚨࢆഛ࠼ࡿࠕ⮬ᡃࡣᏱᐂࡢᡃ┦㏻ࡎࡁ㟋༶ࡕᮏᚰཪࡣ┿࿃ࠖ࡞ࡢࡔ࠸࠺㸦ྠ᭩
287 㡫㸧
ࠋ

Ṉ㞧ᛕ↹ᝎᚰࢆཤࡾࡓࡿᖹᚰẼࡢ┿࿃ⱝࡃࡣ┿ዴࡢዴఱ⚄⪷࡞ࡿࡸࢆ▱ࡿ࠶ࡽࡎࡸࠋ⸨ᶞ
᭣ࡃࠊ᫂ᚨࡣᮏኴྠయ࡞ࡾࠋᨾኳᆅ≀ᑾࡃ᫂ᚨࡢ㠃ໟᅾࡋࠊ⪷ே᫂ᚨࢆ᫂ࡽࡍࡿ
࡞ࡾࠋᨾኳᆅࡢᚫࢆྜࡋ᪥᭶ࡢ᫂ࢆྜࡋ㨣⚄ࡢྜྷปࢆྜࡍ࠶ࡾࠋ༶ࡕᚰࢆࡋ
࡚ᚓࡓࡿ╧㐟⪅ཪࡣኳ║㏻⚄㏻ຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢᐇࢆ↷ྜࡍࡋࠋ⪷ேࡢኳᆅࡑࡢᚫࢆྜࡍ
ࡿࡇࡣ⏦ࡍࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ͐͐㸦ྠ᭩ 287 㡫㸧

ࡑࡋ࡚᫂ᚨྠᵝ൲ᩍࡢ⌮ⓗ࡞ቃᆅ࡛࠶ࡿ୰ᗤࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠕᝳࢀ⢭ᝳࢀ୍ࠖࡘ࠸
࡚ḟࡢࡼ࠺ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

அࢀࡣദ╀⾡࡚⬟ࡃப࠺ฎࡢ⢭⚄ࡢ⤫୍㞟ὀப࠺ྠ୍ࡢពࡋ࡚ࠊ⾡⪅⿕⾡⪅
ඹ↓ព↓ᚰᡤㅝ↓ᡃࡢቃධࡾ㞧ᛕࢆཤࡾ࡚⢭⚄ࢆ⤫୍ࡍࡿࡇ⢭࡞ࢀࡤ⢭࡞ࡿ⛬⢭⚄ࡢ㟋ື
ࢆ⌧ࢃࡋ᫆ࡋப࠺ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ₎Ꮫ⪅ඛ⏕ᡈࡣஅࢆ⪺࠸࡚ྏ㈐ࡍࡿ࡞ࡽࢇࡶ⢭⚄ࡢ㟋ືࡍࡿ
ሙྜࡣྠ୍ࡋ࡚ࡑࡢദ╀⾡ࡓࡾኳ║㏻ࡓࡾㄞᚰ⾡ࡓࡾ㝆⚄⾡ࡓࡾᑗࡓᕩࡓࡿࡀዴࡁఱࡶ⢭⚄ࡢ
㟋ືཪࡣ⚄㏻ຊࢆ⌧ࢃࡍሙྜࡣⓙྠࡃ↓ᡃࡢቃධࡿࡁࡣ᫂ᚨゎ࡚ᘚࡌࡓࡿ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ྠ᭩ 315 㡫㸧
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ࡘࡲࡾദ╀⾡ࡗࡓᚰࡢ≧ែࡣࠊ൲ᩍࡀ⌮ࡍࡿ⪷ேࡢᚰྠࡌ≧ែ࡛࠶ࡾࠊኳᆅᏱᐂࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ≉Ṧ࡞ຊࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡀṇ⤫ⓗ࡞ゎ㔘࡛࡞࠸ࡇࡣᢎ▱ࡢୖ
࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺⋢ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ୰ᗤࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪷ேࡢഛ࠼ࡿᚫ࡛࠶ࡾே㛫ࡢฎୡୖࡢせㄳ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊኳᆅᏱᐂࢆ㈏
ࡃㄪࡢㄽ⌮࡛ࡶ࠶ࡿ⋢ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࠗ୰ᗤ࠘ࡢࠕ୰ࢆ⮴ࡋኳᆅࡋࠊ≀⫱ࢃࡿࠖ࠸࠺୍
ྃࢆᩜ⾝ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᆅ⌫ኴ㝧㛫ࡢ㐲ᚰຊồᚰຊࡢᖹᆒㄪࠖࠊẼೃࡢᐮᬬࡸ⇱‵₶ࠊ㟁
Ẽࡢࣉࣛࢫ࣐ࢼࢫࠊ㓟ᛶࣝ࢝ࣜᛶࠊࡑࡋ࡚⢭⚄㸦ᚰ㟋㸧≀㉁ࡶࡲࡓ┦ㄪࡋ᭰ࡍࡿ
⪃࠼࡚࠸ࡓ㸦ྠ᭩ 294-299 㡫㸧
ࠋࡇ࠺ࡋࡓᏱᐂほᩍᛮࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡢࡀḟᅗ࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣேࡢᑐࡢ⨨࠶ࡿኴᴟኴཎ≀㉁ࡸ㟁Ꮚ᭩ࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽ
ࡃࡇࢀࡀ⋢ࡢ㟋Ẽㄝࡢཎᆺࡔࢁ࠺ࠋ
 ⋢ࡣࠗෆほⓗே㢮㐍ㄝ࠘࠾࠸࡚ࠊ㟋Ẽࡀ㟋㨦ࡸ⢭⚄ࡢࠊ₯ᅾព㆑ࡸព㆑ࡶࡤࢀࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆᣦࡋࠊᐇࡣࡑࢀࡀே㛫ࡢព㆑ࡢᮏ※࡛࠶ࡾࠕᏱᐂᐇᅾ᭷ࡢᮏయࠖ⛠ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ 5 㡫㸧
ࠋࡑࡋ࡚㟋Ẽࡣࠊ
ࠕ⮳㟋⮳ጁᏱᐂ᭷ࡢᮏ※ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽ่ᡎ≀
ᡂࡾࠊࡓ⮬ࡽ㟋ືࡋ࡚㐙≀ࢆ㐀ࡋࠊཪ⮬ࡽ่ᡎࢆཷ࡚┈ࠎⓎ㐩ࡍࡿຊࢆ᭷ࡍࡿࠖࡶࡢࡋ
࡚ࠊ㟋Ẽࢆ⏕≀ࡸே㢮ࡢ㐍ࡢཎືຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⋢ࡢᙇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྠ᭩ 118 㡫㸧
ࠋ
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㟋ẼࡣᏱᐂÅ‶ࡋ≀ࡢᐇయ㟋ຊࢆࠊ่ᡎ౫࡚㐀ࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾ࠸ࡩࡶࠊ่ᡎࡑࡢࡶ
ࡢࡀ㟋Ẽ࡞ࡾࠊ㟋Ẽࡑࡢࡶࡢࡀ่ᡎ࡞ࡾࠋ⏕≀ࡣ㟋ຊࡢ⌧άືࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊື≀ࡣ⏕≀୰Ṧ
⬟ࡃάືࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊణࡋᒾ▼ࡢዴࡁ↓ᶵ≀㞪ࡶࠊࡑࡢ⣽ᚤศᏊࢆ㢧ᚤ㙾ୗ↷ࡏࡤࠊⓙከ
ᑡ㌿ືࡍࠊஅࢀࢆࠕࣈࣛ࢘ࣥࠖẶࡢ㐠ືபࡩࠋ↛ࡽࡤ᪁ࡿ㐠ືࡣࡑࡢ⣽ᚤศᏊࡼࡾᡂࢀࡿ୍ᒾ
▼ࡢෆ㒊ࡶ⾜ࡣࡿࡶࡢᐹࡍࡋࠊࡋᅛᙧ≀◳≀㛫Ꮡᅾࡍࡿ㝶ࡦࠊ㐠ື㐜㕌ᡂࡾࠊ
அࢀࡋ࡚◳ᗘᚤᙅ࡞ࡿ㝶ࡦࠊ㟋Ẽࡢࢆ㌿ືࡍࡿຊࡣ┈ࠎά‸ᶵᩄ࡞ࡾ࡚ࠊ㐙⚄⛎ⓗ
⮬ᅾຊࢆ⌧ࡍࡿࢆぢࡿࠋ

ࡇࡇ࡛⋢ࡣࣈࣛ࢘ࣥ㐠ືࡀ㟋Ẽࡢ㟋ືࡢ⌧ࢀࡔ࠸࠺ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋศᏊࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ㟋ẼࡣⓎ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ⏕≀࡞ࡽ࠺࡞ࡿࡢࠋ⋢ࡣ༢⣽⬊⏕≀࡛࠶ࡿ࣓࣮ࣂࢆᐃࡍࡿࠋ

Ṉࠕ࣓࣮ࣂࠖ⮬ࡽ⛣ືࡍࡿ㝿ࡋࠊࡑࡢ㣗≀࡞ࡿࡁࡶࡢ㐼㐝ࡍࢀࡤࠊഇ㊊ࢆฟࡋ࡚㟼அ
ࢀࢆໟᅖࡋ࡚ࠊ㐙அࢆయෆྲྀࡾධࢀࠊࡑࡢ㣴ศࢆ྾ࡋᑾࡏࡤࠊཪஅࢀࢆయእᲠࡍࠋ≉
⚄⤒⣔ࡢㄆࡴࡁࡶࡢ࡞ࡋ㞪ࡶࠊ㣗≀ࡢ㑅ᢥࢆ࡞ࡍࡼࡾᐹࡍࡿ᫂ឤᛂࡍࡁ⚄⤒ཎ㉁ࢆ
ྵ᭷ࡍࡿ࡞ࡽࢇࠋ
㸦ྠ᭩ 86 㡫㸧

ࡘࡲࡾࠊ࣓࣮ࣂࡣ⚄⤒⣔ࡀ࡞࠸ࡢእ⏺ᛂࡋ࡚ືࡃࡢࡔࡽࠊఱ⚄⤒ࡢࡶ࡞ࡿࡶࡢࡀ
ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ㐪࠸࡞࠸᥎ㄽࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣊ࢵࢣࣝࡢಶయⓎ⏕ࡣ⣔⤫Ⓨ⏕ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠸࠺᭷ྡ
࡞ㄝࡢࡗࢀࡤࠊே㛫ࡣࡑࡢᡂ㛗㐣⛬࠾࠸࡚༢⣽⬊⏕≀ࡢᮇࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡔࡽ⬻ࡸ┠࡞
ࡢ⚄⤒⣔ࡼࡾࡶࡶࡗཎጞⓗ࡞⚄⤒ࡢാࡁࢆ࡞ࡍࡶࡢࡀே㛫ࡢ㌟యṧࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀ㟋Ẽ࡞ࡢࡔ
࠸࠺ࡢࡀ⋢ࡢ⤖ㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬బ⸨ಙῡࡢ㟋Ẽㄝ
 ࡉ࡚ࠊ⋢⮬㌟ࡣࡑࡢⴭస࡛ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ᫂☜࡞ᙳ㡪㛵ಀࡣ⌧Ⅼ࡛❧ド࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᏱ
ᐂ㟋Ẽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡘ࠸࡚ࡣࠊỤᡞᚋᮇࡢ㎰Ꮫ⪅బ⸨ಙῡࡢᡤㄽࡀ⋢ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
⋢ࡀ⦅⪅ࡢ୍ேࡋ࡚ྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿࠗబ⸨ಙῡᐙᏛせ࠘ࡣࠊ⋢ࡢ㟋Ẽయ㦂ࡼࡾࡶ๓ࡢ 1906
㸦᫂ 39㸧ᖺห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᭩㘓ࡢࠗ㙎㐀⫱ㄽ࠘ࡣࠊ
ࠕඛ࡙ࠕேࡣኳᆅࡢᏊࠖࡢᙇࢆ௨
ࡘ࡚ࠊ௦ࡢ㎰Ẹያ㞔ࡢほᛕㄽࢆᡴ◚ࡋࠊ㎰Ẹࡀே㛫ࡋ࡚⏕Ꮡ☜ಖࡢᶒࢆせồࡍࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ᫂ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠖࡶࡢホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋᐇࡣࡇࡢ᭩࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏱᐂㄽ࠾࠸࡚ࠊ
㟋Ẽࡢㄒࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

4

⩚ோ 1929
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 ࡉ࡚బ⸨ࡣࠗ㙎㐀⫱ㄽ࡛࠘⮬㌟ࡢᏱᐂㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊᖹ⏣⠜⬍ࠗ㟰⬟┿ᰕ࠘ࢆཧ↷ࡋ
ࡓࡇࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᖹ⏣ࡣᮏᒃᐉ㛗ࡢㄝࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡿᏱᐂㄽࢆඖ⮬ㄝࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡓࠋୗ
ᅗᕥࡀࠗ㟋⬟┿ᰕ࠘ᡤࡢᅗ∧࡛࠶ࡿ 5ࠋኳᆅ᭶ࡀࡑࢀࡒࢀูࡢኳయࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡘࡲࡾᐇࡣᮏᒃࡢẁ㝵࡛すὒࡢኳᩥᏛࡢ▱㆑ࡀᐦ㍺ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇࢁࡀୖᅗྑࠊࠗ㙎㐀⫱ㄽ࠘ᡤࡢᅗ∧ࢆぢࡿࠊࡲࡿ࡛ᖹ⏣ࡢࡶࡢࡣ␗࡞ࡿࠋࢇす
ὒࡢኳᩥᏛࠊࡑࢀࡶᆅືㄝࡢᏱᐂᅗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊྜྷ
㞝༡ⓠࠗ㐲すほ㇟ᅗㄝ࠘
㸦ᩥᨻ 6㸦1823㸧ᖺ㸧౫ᣐࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࠗ㐲すほ㇟ᅗ
ㄝ࠘ᕳ୰ኴࡢ᮲ࡣᏱᐂ✵㛫ࢆḟࡢࡼ࠺ᥥࡍࡿࠋ

ซࡑࠊ௮࠸࡛どࡿᡤࠊⲉࡋ࡚㝈㔞࡞ࡁࠊࡇࢀࢆኴப࠺ࠋ✵㳬ࡋ࡚᪉య࡞ࡃࠊΎࡋ࡚
⮳࡞ࡿࡀዴࡋ㞪ࡶࠊ㟋ጁ┿Ẽᐇࡋࠊᒅఙኚఇࡴࡇ࡞ࡋࠋẼᒅࡍࡿࡁࡣࠊ༶ࡕ๛ࡋࠋ
ࡇࢀࢆయப࠺ࠋẼఙࡿࡁࡣࠊ༶ࡕᰂ࡞ࡾࠋࡇࢀࢆ✵ப࠺ࠋయࡣ✵⿹ධࡾࠊ✵ࡣᐇయࢆໟᣓ
ࡋࠊ๛ᰂ┦┞ࡋࠊ✵యΰ⼥ࡋ࡚ࠊ≀⏕ࠎࡍࠋ͐͐ 6

 ࡇࡇ࡛ࡣすὒࡢኳᩥᏛࡢ▱㆑ࢆ๓ᥦࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇᮒᏊᏛࡢẼ୍ඖㄽⓗ࡞Ᏹᐂほࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㟋ጁ┿Ẽ࠸࠸ࠊ㟋Ẽࡣゝࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡛ࡣࠗ㙎㐀⫱ㄽ࠘࠾࠸࡚ࠊబ⸨ࡣࡢ
ࡼ࠺Ᏹᐂ✵㛫ࢆᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋ

5
6

⏣ཎ 1973
ᗈ℩ 1972

291

ㅽࡳ࡚⚄௦ࡢྂࢆᣨࡎࡿࠊኳᆅᮍࡔᡂࡽࡊࡿࠊኳஅᚚ୰⚄ࠊ㧗ⓚ⏘㟋⚄ࠊ⚄ⓚ⏘㟋⚄᭷ࡾࠋ
᪁ࡢ୕⚄ࡣࠊᐇ㐀ࡢ㤳ࢆⅭࡍࠋኳ㐀ⲡ᪉ࡾ࡚ࠊ୍ඖࡢ㟋Ẽࠊኴࡢ୰Ꮞ㸦ࡁࡊ㸧ࡍࠋ
‐‐ࡓࡾࠊἁἁࡓࡾࠋᘕࡕ㙎㐀ࡢ⚄ᶵࢆ㢗ࡾࠊ㔜⃮ࢆἪูࡋࠊở✧ࢆศุࡘࠋ⢭⢨୰ኸจᐃࡋࠊ
ୖኳ௨࡚ᡂᑵࢆᚓࡿ࡞ࡾࠋᨾୖྂኳ⛠ࡍࡿࡣࠊ༶ࡕ᪥㍯࡞ࡾࠋ͐͐㸦ᕳୖ㸧

ⲉⲉࡓࡿኴྂࠊ͐͐ࡋᆅ࡞ࡿ⪅ୖㄝࡢዴࡅࢀࡤࠊ୍ඖ㟋Ẽ୰ࡢ㔜⃮࡞ࡾࠋᨾ≀Ⓨ⫱ࡢ㈨⣲
ࢆྵ᭷ࡍࡿࡸࠊᴟࡵ࡚ከࡋࠋ͐͐⪋ࡋ࡚ᆅ୰ΰࡌࡿᡤࡢở✧ࠊ⮬ࡎࡽ⬺ฟࡋ୍࡚ሢ≀ࢆⅭࡍࠋ
Ṉࢀ᭶㍯Ⅽࡍࠋᆅ᭶㍯ࢆศ⏕ࡋࠊ௨ᚋࡃจ⤖ࡋࠊᅜᅵ௨࡚ᅛᡂࡍࡿ࡞ࡾࠋ
㸦ᕳ୰㸧 7

 ࡼ࠺ࡍࡿబ⸨ࡣࠊᮏᒃ㸫ᖹ⏣ࡢྂグࡢᅜ⏕ࡳ⚄ヰࡢすὒኳᩥᏛⓗゎ㔘ࢆᣑᙇࡋࠊࢥ࣌ࣝࢽࢡࢫ
ࡢᏱᐂᅗ࡛ᮏᒃ㸫ᖹ⏣ࡢᅗᘧࢆ᭩ࡁ࠼ࡓࠋࡉࡽᖹ⏣ࡢྰᐃࡋ࡚࠸ࡓᏵ᫂⌮Ꮫࡢᛮࡶྜࢃࡏ࡚ᑟ
ධࡋࠊࡑࡇ࡛ኳᆅ≀ࡢඖ࡞ࡿ㟋Ẽ࠸࠺ࡶࡢࢆタᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㟋Ẽࡀ≀ࡇࡈࡃᾐ㏱ࡋ
࡚࠸ࡿࡇࢆㄝࡁࠊ⮬㌟ࡢ㎰ᴗㄽࡸ⤒῭ㄽࡢᅵྎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡵ
 Ụᡞᚋᮇࡢబ⸨ಙῡ᫂ࡽึᮇࡢ⋢႐㐀ࡢ㟋Ẽㄝࢆ୪࡚ࡳࡿࠊḟࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢὶ
ࢀࡋ࡚ㄞࡳゎࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋబ⸨ࡣࠊኳᆅேࡀඹ㟋Ẽࡽ⏕ࡲࢀࡓࡇ୍࡛ࡘࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほࢆࠊすὒኳᩥᏛࡢ▱㆑ࡼࡗ࡚⿵ᙉࡋࠊ♫ᨻ⟇ࡸ⌮ⓗ࡞ᐇ㊶ࡢᅵྎ
ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋ⋢ࡣࠊబ⸨ࡰྠࡌࡇྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ⏕≀Ꮫⓗ࡞▱ぢࢆࡶྲྀࡾ㎸
ࡳࠊ㟋Ẽㄝࢆே㛫ࡢ㌟యෆ㒊ࡢᶵᵓࡲ࡛㏻ᗏࡉࡏࡓࠋࡔࡽࡇࡑࠊᙜࡢಟ㣴ࢆවࡡഛ࠼ࡓ
⢭⚄⒪ἲⓗᐇ㊶ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᇶ┙࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
⋢႐㐀ඛ⏕ఏグ⦅⧩ᴗࠗ⋢႐㐀ඛ⏕ఏ࠘
ࠊ⋢႐㐀ඛ⏕ఏグ⦅⧩ᴗࠊ1974 ᖺ
⏣ཎႹ㑻➼ᰯὀࠗᖹ⏣⠜⬍ కಙ ᅜ㝯ṇ࠘
㸦᪥ᮏᛮ⣔ 50㸧
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1973 ᖺ
⩚ோ㑻ࠗబ⸨ಙῡ㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1929 ᖺ
ᗈ℩⚽㞝➼ᰯὀࠗὒᏛ ୗ࠘
㸦᪥ᮏᛮ⣔ 65㸧
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1972 ᖺ
ᑿ⸨ṇⱥ➼ᰯὀࠗᏳ⸨ᫀ┈ బ⸨ಙῡ࠘
㸦᪥ᮏᛮ⣔ 45㸧
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1977 ᖺ
ྜྷỌ㐍୍ࠕゎㄝ Ẹ㛫⢭⚄⒪ἲࡢ௦ࠖ
ࠊྜྷỌ㐍୍⦅ࠗ᪥ᮏேࡢ㌟࣭ᚰ࣭㟋ï㏆௦Ẹ㛫⢭⚄⒪ἲྀ᭩ո࠘
ࠊ
ࢡࣞࢫฟ∧ࠊ2004 ᖺ A

7

ᑿ⸨ 1977
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ྜྷỌ㐍୍ࠕゎㄝࠖ
ࠊྜྷỌ㐍୍⦅ࠗ᪥ᮏேࡢ㌟࣭ᚰ࣭㟋ï㏆௦Ẹ㛫⢭⚄⒪ἲྀ᭩ϩշ࠘
ࠊࢡࣞࢫฟ∧ࠊ2004
ᖺB
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㒌ἓⱝࠗዪ⚄࠘࠾ࡅࡿ⮬↛
̿⏕⩏ỗ⚄ㄽ̿
ᶓᡴ ⌮ዉ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㒌ἓⱝࠊ
ࠗዪ⚄࠘ࠊ⏕⩏ࠊỗ⚄ㄽࠊ⮬↛


㸯㸬ࡣࡌࡵ
ṇ௦ࡣ 1912 ᖺ 7 ᭶ 30 ᪥ࡽ 1926 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥ࡲ࡛ࡢ 13 ᖺ༙࠸࠺▷࠸ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࡑࡢ▷࠸ᮇ㛫ࠊୡ⏺つᶍࡢᡓத࡛࠶ࡿ➨୍ḟୡ⏺ᡓࡢຨⓎࠊࡲࡓ㛵ᮾ㟈⅏ࡑࡢᚋࡢ⯆ࠊ
ṇࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࡑࢀࡽ㛵ࢃࡿ௦⫼ᬒᩥࡣࠊ᫂௦ࡣ␗࡞ࡿ௦࡛࠶ࡗࡓࠋᩥⱁ࣭ᛮ
₻ࡢືྥࡢ୰࡛ࡣࠊࡑࡢ₻ὶࡣ⏕⩏ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ⏕⩏ࡣࠊୡ⏺つᶍ࡛⯆ࡗࡓ
ࠕ⏕ࠖࡢ⮬⏤࡞Ⓨ⌧ࢆồࡵࡿᛮ₻ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡶṇ௦ྠࡌࡼ࠺ࡑࡢᛮ₻ࡣ㛤
ⰼࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㕥ᮌ㈆⨾ࡣࠕṇ⏕⩏ࠖࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢᛮ₻ࡣᛮဴᏛࡸ♫Ṇ
ࡲࡽࡎࠊᩥᏛ࠾࠸࡚ࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ 1ࠋ࡛ࡣࠊࡇࡢ⏕⩏ࡣዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢࠋ㕥ᮌ
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆௦ᛮ࠾࠸࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡑࢀࡢᑐ❧㡯ࡋ࡚⤒㦂⩏ࡸྜ⌮⩏ࡀ⯆ࡿࠋ๓⪅ࡀ⤒㦂⩏
ⓗဴᏛࡽ㟋㨦ࡢྰᐃ⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡀ⛉Ꮫࡸᢏ⾡⤖ࡧࡘ࠸࡚≀
⌮Ꮫࡢἲ๎㑏ඖࡉࢀࡿࠋࡇࡢྜ⌮⩏ࡣ୍᪉࡛ࡣ㏆௦ྜ⌮⩏ࡋ࡚㏆௦⛉Ꮫ⤖ࡧࡘࡁࠊࡶ࠺
୍᪉࡛ࡣ⚄⛎ⓗྜ⌮⩏ࡋ࡚ദ╀⒪ἲ⤖ࡧࡘࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ⮬↛㈶⨾ࡢᛮ⪃ࠊ
ᮾὒࡢ⚄⛎⩏ࠊࢼࢳࣗࣛࣜࢬ࣒ࡽⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃ㐍ㄽ࡞ࠊ༑ୡ௨๓ࡢḢ⡿࠾࠸࡚ࡣᛮࡢ
ᒎ㛤ࡣ┠ぬࡲࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ༑ඵୡ⣖ᚋ༙ࡽ༑ୡ⣖ࡅ࡚ࠊ⚄⛎⩏ࡣୗⅆ࡞ࡾࠊᐇド
⩏ࡀ㝯┒ࡍࡿࠋࡲࡓྠࠊ⏕≀Ꮫࡢୖ࡛ࡣ㐍ㄽࡀၐ࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࢲ࣮࢘ࣥ㸦Charles
Robert Darwinࠊ1809㹼1882㸧ࡢࠗ✀ࡢ㉳※࠘ࡼࡗ࡚⮬↛Ὲửㄝࡀᡴࡕ❧࡚ࡽࢀࡓࡇᣐࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌ࣥࢧ࣮㸦Herbert Spencerࠊ1820㹼1930㸧ࡣ♫࠾ࡅࡿ㐍ࡢ⤌ࡳㄝࡁࠊࣁࢡࢫ࣮ࣜ
㸦Thomas Henry Huxleyࠊ1825㹼1895㸧ࡀே㛫ࢆ⏕≀ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࡇࢆᗈࡵࡿ୍᪉࡛ࠊඃ⏕Ꮫ
ࡸࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢၥ㢟࡞ࡀ⏕ࡌࡿ༴࠺ࡉࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀᣦࡉࢀࡿࠋ
 ಶேࡸᅜᐙࡢ┈ࡼࡾࡶᕷẸ♫ࡢ┈ࢆඃඛࡍࡿ♫⩏ࡀᗈࡲࡗࡓࡢࡀ༑ୡ⣖࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࣐
ࣝࢡࢫ㸦Karl Heinrich Marxࠊ1818㹼1883㸧࢚ࣥࢤࣝࢫ㸦Friedrich Engelsࠊ 1820㹼1895㸧ࡣࠊ

1

㕥ᮌ㈆⨾ࠗ
ࠕ⏕࡛ࠖㄞࡴ᪥ᮏ㏆௦࠘㸦᪥ᮏᨺ㏦༠ฟ∧ࠊ1996 ᖺ㸧ࡢࠕϫṇ⏕⩏ࡢㄌ⏕ࠖཬࡧࠕϬ⏕
⩏ࡢ㛤ⰼࠖヲࡋ࠸ࠋࡣ㕥ᮌ㈆⨾⦅ࠗṇ⏕⩏⌧௦࠘
㸦Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸪1995 ᖺ㸧࡞୍㐃ࡢ◊✲ᡂᯝ
ࡀ࠶ࡿࠋ
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♫㐍ㄽⓗ❧ሙࡽ၏≀ᘚドἲ⌮ㄽᇶ࡙ࡁࠊ≀⌮Ꮫ㑏ඖ⩏ࡢ⏕ほࢆᇶ♏ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋࠊࡇ
ࡢ⪃࠼ࡣ༑ୡ⣖ࡢ⮬↛⛉Ꮫ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡃࠋࡣ⮬↛⩏ࡢసᐙ࡛࠶ࡿࢰࣛ㸦Émile
François Zolaࠊ1840㹼1902㸧ࡸࠊ⢭⚄ࡢ⤯ᑐ⮬⏤ࢆㄝࡁ⮬ᕫ㉸㉺࠸࠺ቃᆅࢆㄝࡃࢽ࣮ࢳ࢙
㸦Friedrich Wilhelm Nietzscheࠊ1844㹼1900㸧
ࠊᬑ㐢ⓗ࡞ࠕ⏕ࠖࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃ࣋ࣝࢡࢯࣥ㸦HenriLouis Bergsonࠊ1859㹼1941㸧࡞ࡀ⌧ࢀࡓࠋࡲࡓࠊဴᏛ࣭ᚰ⌮Ꮫࢆ⢭⚄⌮Ꮫࡢ᪉㠃࡛ࡣࣇࣟࢺ
㸦Sigmund Freudࠊ1856㹼1939㸧ࡀ⢭⚄ศᯒᏛࢆ☜❧ࡋࠊࡇࡇࡽศᒱࡋ࡚࠸ࡃศᯒᚰ⌮Ꮫࢆ☜❧
ࡋࡓࡢࡀࣘࣥࢢ㸦Carl Gustav Jungࠊ1875㹼1961㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺Ḣ⡿࡛ࡁࡃᛮࡀᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶᙼࡽࡢᛮဴᏛࡸᩥᏛࡢ⤂ࡀ┒ࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ࡘ࠸࡚㔜せ࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡢࡣࠊᮧ㏱㇂㸦1868㹼1894㸧ࡢࠕෆ㒊⏕ㄽࠖ
㸦1893 ᖺ㸧࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢㄽ⪃ࡢ㊃᪨ࡣ௨ୗグࡉࢀࡿ⟠ᡤ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

୍ࡢဴᏛ࡞ࡁࡶࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣚࣥࡣஅ࠶ࡿ࡞ࡾࠊ␌❵㸦ࡦࡘࡁࡸ࠺㸧ࡍࡿࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣚ
ࣥࡣᏱᐂࡢ⢭⚄༶ࡕ⚄࡞ࡿࡶࡢࡼࡾࡋ࡚ࠊே㛫ࡢ⢭⚄༶ࡕෆ㒊ࡢ⏕࡞ࡿࡶࡢᑐࡍࡿ୍✀
ࡢឤᛂ㐣ࡂࡊࡿ࡞ࡾࠋ࿃ேࡢஅࢆឤࡎࡿࡣࠊ㟁Ẽࡢឤᛂࢆឤࡎࡿࡀዴࡁ࡞ࡾࠊ᪁ࡢឤᛂ࠶ࡽࡎ
ࡋ࡚ࠊ᭨㸦࠸࡙ࡃ㸧ࢇࡒ⣧⪷࡞ࡿ⌮ᐙ࠶ࡽࢇࡸࠋ

ᮧ㏱㇂ࡣ࢚࣐ࢯࣥ㸦Ralph Waldo Emersonࠊ1803㹼1882㸧ࡢᛮᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚࣐ࢯ
ࣥࡣ࣓ࣜ࢝ࡢᛮᐙ࣭ဴᏛᐙࡋ࡚࣭᫂ṇ࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1912 ᖺᡞᕝ⛅㦵㸦1871 ᖺ㹼
1939 ᖺ㸧ࡀ⩻ヂࡋࡓ࢚࣐ࠗࢯࣥㄽᩥ㞟࠘ࡢࢀࡺࡁࡀࡼࡗࡓࡓࡵࠊ1917 ᖺ࢚࣐ࠗࢯࣥ㞟࠘
ඵᕳࡀᅜẸᩥᗜห⾜ࡼࡾὈすྡⴭᩥᗜ➨㒊ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾṇ௦ࡣ
࢚࣐ࢯࣥࡣ▱㆑ேࡓࡕࡗ࡚ࡣࡈࡃᙜࡓࡾ๓ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭦ࡣࠊ㟋⏕Ᏹᐂほ
ࡢㄆ㆑࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊࡇࢀ௨๓ࡢୡ⏺ほࢆࡼࡾ῝ࡵࡓᛮࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊࡲࡓᛮ⏺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
ᩥᏛ࣭ⱁ⾡࣭⛉Ꮫ࠸࠺࠶ࡽࡺࡿศ㔝Ἴཬࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇࡣ㟋ࡸ⏕࠸࠺ㄒᙡࡣ᪂⪺
ࡸ㞧ㄅࡶ㢖⦾⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄞ⪅ࡸ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡓࡕࡣᙜࡓࡾ๓ாཷࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡓ࠼ࡤࠊఀ⸨ࡣ㩃㎿㸦1881㹼1936㸧ࡢࠕ㝶ឤ㘓භ༑භ ⏕ⓗ㊰ࠖࠊ୰ἑ⮫ᕝ㸦1878㹼
1920㸧ࡢࠕ⏕ࡢถḷࠖ
㸦1916㸧ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㩃㎿ࡢࠕ㝶ឤ㘓ࠖࡀࠕ㐍ㄽⓗࠖ
࡛࠶ࡾࠊ㕥ᮌࡢᣦࡍࡿ⏕⩏ࡀ㩃㎿ࡢ୰ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡋࡘࡘࡶࠊࡋࡋ୰ἑࡀࡶࡍࢀࡤᴦ
ほⓗ࡛⮬ࡽࢆ⏕ࡢഃ⨨࠸࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ㩃㎿ࡢࡑࢀࡣᬯࡃࠊ㐍ࡸ⏕ࡢഃ❧ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
㩃㎿ࡢ⏕ほࡣᑀࢁᏱᐂㄽࡣ㐲࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣẸ᪘ⓗ༴ᶵឤࢆࡧ㓰ࡲࡍࡶࡢࡔఀ⸨ࡣᣦ
ࡍࡿ 2ࠋ㩃㎿ࡢ᪥ᮏ␃Ꮫᮇࡣ 1902 ᖺࡽ 1909 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊṇᮇ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡓ㒌ἓⱝࡣࠊ
ࡴࡋࢁࡇࡢ୰ἑ⮫ᕝࡢࠕ⏕ࡢถḷࠖࡀ᭩ࢀࡓᮇࡲࡉࡋࡃ᪥ᮏ࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢᮇࡢᛮ
₻ࡢᙳ㡪ࢆ☜ᐇཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

2

ఀ⸨ࠗ㏆௦ࡢ⢭⚄୰ᅜ⌧௦ᩥᏛ࠘㸦Ữྂ᭩㝔㸪2007 ᖺ㸧234㸫239 㡫ࠋ
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㩃㎿ྠࡌࡼ࠺᪥ᮏ࡛་ᏛࢆᏛࢇࡔࡀࠊࡑࡢᚋࡣ་⪅࡞ࡽࡎᩥᏛ⪅ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓ⪅ࠊ㒌
ἓⱝ㸦1892㹼1978㸧ࡀ࠸ࡿࠋ㒌ἓⱝࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ₻ࡢṇ௦ࠊ1914 ᖺࡽ 1923 ᖺ᪥ᮏ࡛Ꮫ
ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㒌ἓⱝࢆྲྀࡾᕳࡃ௦ࡑࡢᙜࡢᛮ₻ࡽࠊᙼࡢసရࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆヨࡳ
ࡓ࠸ࠋ

㸰㸬㒌ἓⱝࡢᩥᏛ࠾ࡅࡿỗ⚄ㄽࡘ࠸࡚ɆᏱᐂ࣭⏕ࡢᤊ࠼᪉
ࠗዪ⚄࠘ࡣࠊࡑࡢไసࡢᮇࡀ୍ᖐᅜࡢᮇࡀ࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࠊ᪥ᮏ␃Ꮫ୰᪥ᮏ࡛᭩ࢀࡓࡶ
ࡢࡀ୰ᚰ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ␃Ꮫ୰すὒᩥᏛࡸᛮ࡞ゐࢀࡓᮏேࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࠗዪ⚄࠘ࡣࡇࢀࡲ࡛ᾉₔ⩏ỗ⚄ㄽᛮࡑࢀక࠺⮬ᡃࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᙼࡢ᪥ᮏ␃Ꮫᮇࢆ୰ᚰ
◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊỗ⚄ㄽᛮཬࡧ⮬ᡃࡘ࠸࡚ࠊ≉ࡑࡢึᮇࡢᛮࢆ⮬ࡽㄒࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢᴫほࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
㒌ἓⱝࡀ⮬ࡽࡢึᮇᛮࡋ࡚ỗ⚄ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊ1922 ᖺ᭩ࢀࡓࠕኴᠼ∞᮶⳹அᡃぢ㸦ࢱࢦ࣮
ࣝࡢ୰ᅜ᮶ゼ࠾ࡅࡿ⚾ぢ㸧
࡛ࠖࠕࢱࢦ࣮ࣝࡢᛮࡣ⚾ࡀᛮ࠺࠶ࡿ✀ࡢỗ⚄ㄽᛮ࡛࠶ࡿࠖ3㏙
࡚࠸ࡿࡀࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢᛮࡣࣥࢻࡢఏ⤫ᛮすḢᘧࡢ᭹ࢆ╔ࡏࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࢱࢦ࣮ࣝࡢᛮࡀࣥࢻᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇࡶྠ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ㒌ἓⱝࡣỗ⚄ㄽᛮ
ࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࠋࡓ࠼ࡤ 1923 ᖺ᭩ࢀࡓࠕࠗᑡᖺ⥔≉அ↹ᝎ࠘ᗎᘬ㸦ࠗⱝ
ࡁ࢙࢘ࣝࢸࣝࡢᝎࡳ࠘ᗎ㸧࡛ࠖࡣࠊࢤ࣮ࢸࡢᛮࡢᗄࡘඹ㬆ࡍࡿグࡋࡓ⟠ᡤ࡛ࠊࢤ࣮ࢸࡢᛮ
ࡀỗ⚄ᛮ࡛࠶ࡿࡇゐࢀ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ỗ⚄ࡣ↓⚄ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ୍ษࡢ⮬↛ࡣ⚄ࡢ⾲⌧ࡍࡂࡎࠊ⮬ᡃࡶ⚄ࡢ⾲⌧࡞ࡢࡔࠋᡃࡣࡍ࡞
ࢃࡕ⚄࡛࠶ࡾࠊ୍ษࡢ⮬↛ࡣ⮬ᡃࡢ⾲⌧࡞ࡢࡔࠋ 4

1925 ᖺ᭩ࢀࡓࠕ⋤㝧᫂♩㈶࡛ࠖࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࢀࡲ࡛⚾ࡢ┠ࡢ๓ࡢୡ⏺ࡣືࡁࡢ࡞࠸ᖹ㠃ⓗ࡞⤮⏬࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ࠸ࡓࡗ࡚⏕ࡁ⏕ࡁ
ࡋ࡚ࠊ❧యⓗ࡞ࡾࠊࡑࢀࡀࡲࡿ࡛Ỉᬗࡢࡼ࠺ᚭᗏࡋ࡚ࡁࡽࡁࡽࡋ࡚ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓࠋ⚾ࡣࡶࡶࠗⲮᏊ࠘ࢆㄞࡴࡢࡀዲࡁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡓࡔᩥ❶⾲⌧ࢆ㚷㈹ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊࡑࡢព
ෆᐜࡣ࠺࡛ࡶࡼࡃࠊࡲࡓ⌮ゎࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࡇࡇཬࢇ࡛ࠊ⚾ࡣࠗⲮᏊ࠘ࡢ
ᮏ㉁ࢆぢᢤ࠸ࡓࠋ⚾ࡣࠕ㐨ࠖࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿࡢࠊ
ࠕࠖࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿࡢࢃࡗࡓࠋ⚾ࡣࡇࡇ
ࡽ⪁Ꮚᑟࢀࠊ൲ᩍဴᏛᑟࢀࠊ༳ᗘဴᏛᑟࢀࠊ㏆ୡึᮇࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ၏ᚰὴࡢㅖဴ

3
4

ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘15 ᕳ㸪271 㡫ࠋ㞟ࡣࠕኴᠼඣ᮶⳹அᡃぢࠖ⾲グࡉࢀࡿࠋ
ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘15 ᕳࠊ311 㡫ࠋ
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Ꮫ⪅ࠊ≉ࢫࣆࣀࢨᑟࢀࡓ 5ࠋ

1932 ᖺ᭩ࢀࡓࠗ㐀༑ᖺ࡛࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ࢱࢦ࣮ࣝࢆዲࢇࡔࡇࠊࢤ࣮ࢸࢆㄞࢇࡔࡇࡽࠊဴᏛୖࡢỗ⚄ㄽࡢᛮ᥋㏆ࡋࡓࠋɆɆ࠶
ࡿ࠸ࡣ⚾ࡶࡶỗ⚄ㄽࡢഴྥࡀᑡࡋ࠶ࡗࡓࡽࡇࡑࠊࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡢリேࢆዲࢇࡔࡢࡔゝ
࠼ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ⚾ࡣࢱࢦ࣮ࣝࡽࣥࢻࡢྂ௦リே࢝ࣅ࣮ࣝࢆ▱ࡾࠊࣥࢻྂ௦ࡢࠕ࢘ࣃࢽ
ࢩࣕࢵࢻࠖࡢᛮ᥋㏆ࡋࡓࠋ⚾ࡣࡲࡓࢤ࣮ࢸࡽࢫࣆࣀࢨࢆ▱ࡗࡓࠋࢫࣆࣀࢨࡢⴭ᭩ࠊࡓ࠼
ࡤᙼࡢࠕ⌮Ꮫࠖ
ࠕ⚄Ꮫᨻࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕ⌮▱ࡢୡ⏺ᨵ㐀ࠖ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡣ┤᥋㛫᥋ࡓࡃࡉࢇ
ㄞࢇࡔࠋᅜእࡢỗ⚄ㄽᛮ᥋㏆ࡋࡓࡇ࡛ࠊᑡᖺࡢࡇࢁዲࢇࡔࠕⲮᏊࠖࢆⓎぢࡋࡓࠋ 6

1936 ᖺ᭩ࢀࡓࠕᡃⓗసリ⤒㐣㸦⚾ࡢリసࡢ⤒⦋㸧
࡛ࠖࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ⚾ࡣࡶࡶⲮᏊࡀዲࡁ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢱࢦ࣮ࣝ㏆࡙࠸ࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊỗ⚄ㄽᛮ࠸ᘬ
ࡁࡘࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ḢᕞࡢဴᏛ⪅ࢫࣆࣀࢨࡢⴭసࡸࢻࢶࡢリேࢤ࣮ࢸࡢリ㏆࡙࠸ࡓࠋ
᐀ⓑ⳹ࡶᙜࠊỗ⚄ㄽഴಽࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚾ࡓࡕ୧ேࡢ㛵ಀࡣࡼࡾᐦ᥋࡞ࡗࡓࠋᙼࡣᖖึᚰ࡛
⚾ỗ⚄ㄽᛮࢆⴭࡋࡓリࢆసࡿࡼ࠺ᡭ⣬ࢆࡼࡇࡋࡓࠋ⚾ࡣࡑࡢࡇࢁࠊ࠸ࡘࡽࡣࡣࡗࡁࡾ
ࡋ࡞࠸ࡀ࣓ࣜ࢝ࡢ࣍ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠗⲡࡢⴥ࠘ࠊࢻࢶࡢ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢḷ㏆࡙࠸࡚ࠊ୧ே
ࡶ࠸ࡃࡽỗ⚄ㄽࡢⰍྜ࠸ࢆᖏࡧ࡚࠾ࡾࠊࡾࢃࡅ࣍ࢵࢺ࣐ࣥࡢ୍ษࡢᪧ࠸ᙧᘧࢆὙ࠸ὶࡋࡓ
リ㢼ᅄ௦ࡢᭀ㢼ࡀ✺㐍ࡍࡿ⢭⚄ࡀྜ⮴ࡋ࡚ࠊࡍࡗࡾ⚾ࡣᙼࡢ㞝‐࡛ᨺ࡛ᗈ᫂ᮁ࡞
ㄪᏊືࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᙼࡢᙳ㡪ୗ࡛ࠊ᐀ⓑ⳹ࡢບࡲࡋᛂࡌ࡚ࠊࠕ❧ᅾᆅ⌫㎶ୖᨺྕ㸦ᆅ
⌫ࡢࡩࡕ❧ࡗ࡚ྉࡪ㸧
ࠖ
ࠕᆅ⌫ࠊᡃⓗẕぶ㸦ᆅ⌫ࠊᡃࡀẕ㸧
ࠖ
ࠕᚐ㡴㸦ᚐࡢ㡴㸧
ࠖ
ࠕᬋᏳ㸦࠾ࡣ
ࡼ࠺㸧ࠖࠕ㬅ตᾖᵎࠖࠕኳ≸㸦ኳࡢ≸㸧ࠖࠕᚰⅉ㸦ᚰࡢⅉ㸧ࠖࠕ∄୰↴㸦⅔ࡢ୰ࡢ▼Ⅳ㸧ࠖࠕᕧⅤஅᩍカ
㸦ᕧ◙ࡢᩍカ㸧
ࠖ࡞⏨ᛶⓗ࡛⢒ᭀ࡞リࢆไసࡋࡓࠋ 7

1937 ᖺ᭩ࢀࡓࠗ㐀༑ᖺ⥆⦅㸦⥆㐀༑ᖺ㸧
࡛࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ⲮᏊࡢᛮࡣ୍⯡ࡣ↓⩏⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ࡣᙼࡣࢫࣆࣀࢨࡁࢃࡵ࡚㏆࠸ᛮ࠺ࠋ
ᙼࡣᏱᐂ≀ࢆ୍ࡘࡢᐇᅾࡍࡿᮏయࡢ࠶ࡽࢃࢀ⪃࠼ࡿࠋேࡣࡇࡢᮏయࢆయ㦂ࡋࠊ≀ࢆ୍య
ぢ࡞ࡋࠊಶయࡢ⚾ḧ⚾ᛕࢆ㝖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚⏕ࢆ㣴࠼ࡤᖹ㟼ࡓࡾ࠼ࠊࡇࢀࡼࡗ
࡚ᨻࢆ⾜࠼ࡤதࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࡴࡋࢁᏱᐂ⩏⪅࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ

5
6
7

ࠗᩥⱁㄽ㞟࠘㸦ேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊ1979 ᖺ㸧42 㡫ࠋ
ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘12 ᕳࠊ66 㡫ࠋ
ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘16 ᕳࠊ216 㡫ࠋ
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࡚ᙼࡢᩥ➹ࡣࠊ⚾ࡢぢࡿࡇࢁࡼࢀࡤࠊ୰ᅜࡢྂᩥ୰࡛ྂ⊂Ṍࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 8

௨ୖࠊ㒌ἓⱝᮏேࡀỗ⚄ㄽࡘ࠸࡚㏙ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
㒌ἓⱝࡢỗ⚄ㄽࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᛮᐙࡸసᐙࡣࠊ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࢱࢦ࣮ࣝ㸦Rabindranath Tagoreࠊ1861㹼1941㸧ࠊࢤ࣮ࢸ㸦Johann Wolfgang von
Goetheࠊ1749㹼1382㸧
ࠊ࣍ࢵࢺ࣐ࣥ㸦Walter Whitmanࠊ1819㹼1892㸧
ࠊࢫࣆࣀࢨ㸦Baruch De Spinozaࠊ
1632㹼1677㸧࠸ࡗࡓྡ๓ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྡ๓ࡣࠊ᪥ᮏ␃Ꮫᮇసရࢆ㏻ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ㒌ἓⱝࡢỗ⚄ㄽཷᐜࡣࠊ␃᪥ᮇᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ๓ࠊ᪤ୗᆅࡋ࡚ᗂᑡᮇᏛࢇࡔࡶࡢ
ࡢୖ㛤ⰼࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤṊ⥅ᖹࡣࠊᩥᏛࡽဴᏛỗ⚄ㄽ㏆࡙ࡁࠊ㏆
௦ᕷẸ♫ࡢᡂ❧ᑒᘓⓗព㆑㈉⊩ࡋࡓすὒⓗỗ⚄ㄽࠊྂ௦୰ᅜဴᏛࢆ⼥ྜࡋࡓ⊂⮬ࡢỗ⚄
ㄽࢆసࡾୖࡆࡓㄽࡌࡓ 9ࠋࡇࡇ࡛Ṋࡣࠊ㒌ἓⱝࡢࠕ⮬ᡃࠖὀ┠ࡋࠊ
ࠗዪ⚄࠘➨㍴ࡢࠕỗ⚄ㄽ⪅ࡢ
㒊୍ࠖᣓࡾࡉࢀࡓ༑⦅ࡢసရ⩌ࡀࠊ⮬↛ゎᨺࡸ⮬ᡃ⫯ᐃ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᡃㆭ⨾⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ᣦࡋ࡚࠸ࡿ

10ࠋ

  
  ୕୭ἷ⚄ㄽ⪅
  ୍
ᡃឡᡃᅜⓗᗉᏊ㸪

⚾ࡣࢃࡀᅜࡢⲮᏊࢆឡࡍࡿࠊ

ᅉ∔ᡃឡⓗ Pantheism㸪

ᙼࡢ Pantheism ࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊ

ᅉ∔ᡃឡ㠁ᡴⲡ㠠ྚ㣤ⓗேࠋ

ᙼࡀⲡᒚࢆ⦅ࢇ࡛ᬽࡽࡍேࡔࡽࠋ

  
ᡃឡⲴޠⓗ Spinoza㸪

⚾ࡣ࢜ࣛࣥࢲࡢ Spinoza ࢆឡࡍࡿࠊ

ᅉ∔ᡃឡⓗ Pantheism㸪

ᙼࡢ Pantheism ࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊ

ᅉ∔ᡃឡ㠁☻㙾∦ྚ㣤ⓗேࠋ

ᙼࡀࣞࣥࢬࢆ☻࠸࡚ᬽࡽࡍேࡔࡽࠋ

  ୕
ᡃឡ༳ᗘⓗ Kabir㸪

⚾ࡣࣥࢻࡢ Kabir ࢆឡࡍࡿࠊ

ᅉ∔ᡃឡⓗ Pantheism㸪

ᙼࡢ Pantheism ࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊ

ᅉ∔ᡃឡ㠁⦅㨶⥙ྚ㣤ⓗேࠋ

ᙼࡀ⁺ࡢ⥙ࢆ⦅ࢇ࡛ᬽࡽࡍேࡔࡽࠋ

ࠕ୕୭ἷ⚄ㄽ⪅㸦୕ேࡢỗ⚄ㄽ⪅㸧ࠖࡣⲮᏊࢫࣆࣀࢨ࢝ࣅ࣮ࣝࢆྠิᣲࡆࠊࡑࡢ୕⪅ඹ㏻ࡍ
ࡿỗ⚄ㄽࡀᕫࡢ⏕ࡁ᪉㞳ࡀ࡞࠸ࡇࢆャ࠺ࠋࡇࡇᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ୕ྡࡢ࠺ࡕࠊࢫࣆࣀࢨ࢝

8

ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘12 ᕳࠊ208 㡫ࠋ
Ṋ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ୰ࡢ㒌ἓⱝ Ɇ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ 12 ᭶㸧236 㡫ࠋ
10 Ṋ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ୰ࡢ㒌ἓⱝ Ɇ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘
㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ 12 ᭶㸧237 㡫ࠋ
9
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ࣅ࣮ࣝࡢேࡣࠊṇᙜࡢ᪥ᮏ࠾࠸࡚⌧௦ࡢᡃࠎࡀീࡍࡿ௨ୖཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ1915 ᖺ 7
᭶㰻ᮌ㓩ࡀࠗ࢝ࣅ࣮ࣝࢱࢦ࣮ࣝ࠘ࢆฟ∧ࡋࡓࠋࡇࡢ᭩ࡢ୰࡛ࠊ࢝ࣅ࣮ࣝࢫࣆࣀࢨࡣࡀ⤖ࡧࡘ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣὀ┠ࡍࡁࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㒌ἓⱝࡀసရิᣲࡋࡓྡ๓ࡣࠊᐇࡣṇᮇࡢᛮ₻ࡸ
ᩥᏛࡢ୰࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡣỗ⚄ㄽ⪅ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ୕୭ἷ⚄ㄽ⪅ࠖࡓࡕࡢ
Pantheism㸦ỗ⚄ㄽ㸧ࡣ⏕ࠊࡘࡲࡾ⏕άື⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ㒌ἓⱝࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⏕ά
ືࡇࡑࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ1920 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥㒌ἓⱝࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕ⏕ᗏᩥᏛ㸦⏕ࡢᩥᏛ㸧ࠖࡣࠕ⏕
ࡣᩥᏛࡢᮏ㉁࡛࠶ࡿࠋᩥᏛࡣ⏕ࡢ࡛ᫎ࠶ࡿࠋ⏕ࢆ㞳ࢀ࡚ࡣᩥᏛࡣ࡞࠸ࡢࡔࠖ࠸࠺᭩ࡁฟࡋ
ࡢࡇࡢホㄽࡣࡲࡉࡋࡃࡇࡢ⏕⩏ࡢ௦࠶ࡗ࡚ࡇࡑᡂ❧ࡍࡿࠋ

   ே㛫ࡢ⏕ࡢ୰࡛᭱ࡶ㧗⣭࡞せ⣲ࡣ⢭⚄ࡢാࡁ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄ࡢാࡁࡣ⬻ࡢാࡁࡢ⥲ࡍࡂ
࡞࠸ࠋ⬻ࡢാࡁࡢᮏ㉁ࡣ Energy ࡢὶࡍࡂ࡞࠸ࠋ
   ࡚ࡢ≀㉁ࡣࡳ࡞⏕ࡀ࠶ࡿࠋ↓ᶵ≀ࡶ⏕ࡀ࠶ࡿࠋ࡚ࡢ⏕ࡣࡳ࡞ Energy ࡢὶ࡛
࠶ࡿࠋᏱᐂయࡣ Energy ࡢὶࡍࡂ࡞࠸ࠋ
  㸦୰␎㸧
   ⏕ࡢᩥᏛࢆ㐀ࡍࡿࡇࡣࠊ➨୍ேࢆ㐀ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡲࡎࡣከ㔞ࡢ Energy ࢆ㞟ࡵ
࡚ಶయࡢ⢭⚄ࡢാࡁࢆቑ㛗ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
   ⏕ࡢᩥᏛࢆ㐀ࡍࡿே㛫ࡣࡍ࡚ࡢഇ࣭ࡓࡵࡽ࠸࣭ࡶࡃࢁࡳ࣭ᅉくࢆ㝖ࡋࠊ⤯ᑐⓗ࡞⣧
┿࣭⋡┤࣭ῐⓑ࣭⮬ⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ೧࡞Ꮎඣ࡞ࡿࡢࡔࠋ 11

๓⪅ࡀỗ⚄ㄽ࡛࠶ࡾࠊ⏕⩏ࡢᐃ⩏ࡑࡢࡶࡢ࡛ࠊᚋ⪅ࡀⲮᏊⓗ࡞ᛮ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆㄝ᫂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋඹࠊ⢭⚄ࡢാࡁࢆ㔜せどࡋࠊᕫ⮬↛ࡀ୍యࡍࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭦ᩥᏛࠊ≉⏕
ࡢᩥᏛࢆసࡍࡿே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡶ㏣ồࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  リࡣࠕసࡿࠖࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓࡔࠕ᭩ࠖ࠸࡚ฟ᮶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣリேࡢᚰቃࡣ㆜࠼ࡿ࡞ࡽ
ࡤ‴ࡢࡳษࡗࡓᾏࡢࡼ࠺࡛ࠊ㢼ࡀ࡞࠸ࡁࡣ㟼Ṇࡋ࡚㙾ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊᏱᐂࡢ≀ࡀࡳ࡞ࡑ
ࡇᫎࡋฟࡉࢀࡿࡀࠊࡦࡓࡧ㢼ࡀ㉳ࡇࡿࠊἼࡀᾛࡁ㉳ࡇࡗ࡚ࠊᏱᐂ≀ࡢ༳㇟ࡍ࡚ࡀࡑࡢ
ෆഃ࡛άືࡍࡿࠋࡇࡢ㢼ࡀࡍ࡞ࢃࡕ┤ឤ࡛㟋ឤ㸦Inspiration㸧࡛ࠊࡇࡢ㉳ࡇࡗࡓἼࡀࡍ࡞ࢃࡕ㧗
ᥭࡋࡓㄪ࡛࠶ࡿࠋ 12

㒌ἓⱝࡗ࡚リࡢไసࡣࠊ⮬↛࠶ࡿ࠸ࡣᏱᐂࡢឤᛂࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ⏕ࡀᦂࡾືࡉࢀࡿ⾪
ື࠶ࡿࡶࡢࡔㄝ᫂ࡍࡿࠋࡇࢀࡀ㒌ἓⱝࡢỗ⚄ㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

11
12

ࠕ⏕ᗏᩥᏛࠖ
㸦ࠗ᪂ሗ࣭Ꮫⅉ࠘1920 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥㸸
ࠗ㒌ἓⱝశᩥ㞟࠘ୖ㸧25㹼26 㡫ࠋ
ࠗ୕ⴥ㞟࠘㸦㒌ἓⱝࡽ᐀ⓑ⳹ࡢ᭩⡆㸸1920 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥ࠊࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘15 ᕳ㸧14 㡫ࠋ
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㸱㸬ࢱࢦ࣮ࣝリࡘ࠸࡚
 ࢱࢦ࣮ࣝࡣ࣋ࣥ࢞ࣝฟ㌟ࡢᩥᏛ⪅࣭ⱁ⾡ᐙ࣭ᛮᐙ࣭ᩍ⫱⪅࡛࠶ࡿࠋࢱࢦ࣮ࣝᩥᏛࡣࠊ᪥ᮏ୰ᅜ
࡛ 1910㹼1920 ᖺ௦ࡁ࡞┒ࡾୖࡀࡾࡶཷᐜࡉࢀࡓࠋ1913 ᖺࢪฟ㌟⪅ࡼࡿึࡵ
࡚ࡢࣀ࣮࣋ࣝᩥᏛ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࢱࢦ࣮ࣝࡣࠊ᪥୰୧ᅜ࠾࠸࡚ᚰ㓉ࡍࡿᮇࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡋࡋすὒ
ᐤࡾࡢ㏆௦ᅜᐙࢆ┠ᣦࡍᙜࡢ᪥ᮏᑐࡋ࡚ࢱࢦ࣮ࣝࡀኻᮃࡋࡓࡇࠊࡲࡓࡑࡢⓎゝࡼࡾ᪥ᮏഃࡶ
ࢱࢦ࣮ࣝ⇕ࡀᛴ㏿෭ࡵ࡚࠸ࡁࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࢱࢦ࣮ࣝ⇕ࡣ୍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࡑࡢ
リࡢᣢࡘ㞺ᅖẼࡸᛮࢆዲࡴ⪅ࠊᅜᐙᑐࡍࡿほᛕࠊࢹ࢜ࣟࢠ࣮ព㆑ࡢ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ⪅ࠊࢱࢦ࣮
ࣝࡢゎ㔘ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⪅ࡣ㒯㚫࣭ᚎᚿᦶ࣭⪺୍ከ࡞ࡀ࠸ࡓ

13ࠋࡑࡢࡼ࠺

࡞୰࡛᪥ᮏ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡓ㒌ἓⱝࡣࡢࡼ࠺ࢱࢦ࣮ࣝฟࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 㒌ἓⱝࡣࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯ≉タண⛉௦ࢱࢦ࣮ࣝࡢసရࢆㄞࢇࡔ⮬ࡽ㏙࡚࠸ࡿࠋ1932 ᖺฟ
∧ࡉࢀࡓࠗ㐀༑ᖺ࡛࠘ࡣࠊᙜࡢ௦ࡢὶࢀࢆཷࡅ࡚ࠊᩥᏛἲᏛ࣭ᨻ࣭⤒῭ࢆ᎘ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ᐇᏛ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣᩘᏛࡀⱞᡭ࡛⌮ᕤ⛉ࢆࡉࡅࡓ⤖ᯝࠊ་Ꮫࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᛮ࠸ࡀࡅ
ࡎࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢసရ᥋ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢసရࡣࠕࢱࢦ࣮ࣝࡢࠗ᪂᭶㞟࠘ࡢ୰
ࡽᩘ㤳㑅ࢇࡔࡶࡢ࡛ࠊ
ࠕᓊୖࠖ
ࠕ╧╀ⓗആඣࠖ
ࠕᎾඣⓗୡ⏺ࠖ࡞࡛࠶ࡗࡓࠖ14ࡍࡿࠋ1936 ᖺࡢࠕᡃ
ⓗసリⓗ⤒㐣࡛ࠖࡶ 1915 ᖺ๓༙ࡢண⛉ࡢ➨ᏛᮇᅾᏛ୰ࠊୗᐟࡢྠᐊࡢᮏ⛉⏕ࡀᏛᰯࡽᣢࡕᖐࡗ
࡚ࡁࡓⱥᩥࡢㄢእㄞࡳ≀ࡀࢱࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࠊࡑࡢసရࡢྡ๓ࢆࠕ
ࠕᓊୖࠖ
ࠕ╧╀ⓗആඣࠖࡑ
ࡢࡢ୍ࠊ㤳࡛࠶ࡗࡓࠖ 15グࡋ࡚࠸ࡿࠋ1923 ᖺࡢࠕኴᠼ∞᮶⳹அᡃぢ࡛ࠖࡣࠊ1914 ᖺ 9 ᭶
➨୍㧗➼Ꮫᰯண⛉㐍ࢇ࡛ࡽࠊୗᐟࡢྠᐊ⪅࡛࠶ࡿᮏ⛉ 3 ᖺᅾ⡠ࡍࡿぶᡉࡢ⪅ࡀᣢࡕᖐࡗࡓⱥᩥ
ࡢࣉࣜࣥࢺࠕ⚾ࡀぢࡓࡢࡣ“Baby’s Way”“Sleep Stealer”“Clouds and Waves ࡛࠶ࡗࡓࠊ⚾ࡣࡑࢀࢆ
ぢ࡚㦫វࡋࡓࠖ 16グࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒌ἓⱝࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿసရࡣ࡚ࠗ᪂᭶㞟࠘
㸦“The Crescent Moon”㸧
㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢁ࡛ࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢࠗ᪂᭶㞟࠘ࡣ 1914࣭1915 ᖺ㞟୰ࡋ࡚⩻ヂ⤂ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ

17ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ┠㘓࡛ࡣ⤂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊⰼᅬවᐃ㸦1886㹼1944㸧 18ࡼࡿࠗⱥトᑞ㆞ト

ࢱࢦ࣮ࣝࡢリᩥ࡛࠘ࡣࠊ“On The Seashore”㸦ࠕᾏᓊ࡚ࠖ㸧ࠊ“Baby’s Way”㸦ࠕ㉥ᆓࡢⒷࠖ㸧ࠊSleep
Stealer”㸦ࠕ╀ࡾࡢ┐ேࠖ
㸧 “Clouds and Waves”㸦
ࠕ㞼Ἴࠖ
㸧ࡀⱥᩥ᪥ᮏㄒヂ࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

13

19ࠋ

㒭ᤩࠗ୰ᅜ㏆௦リ࠾ࡅࡿᩥᏛᅜᐙ࠘
㸦ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪2010 ᖺ㸧ࡢ➨୕❶ࠕ୍ࠐᖺ௦୰ᅜ࠾ࡅࡿࢱࢦ࣮
ࣝཷᐜ⪺୍ከࡢ᱁ᚊリࠖヲࡋ࠸ࠋ
14 ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘12 ᕳࠊ65 㡫ࠋ
15 ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘16 ᕳࠊ212 㡫ࠋ
16 ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘15 ᕳࠊ269 㡫ࠋ
17 ࠗୡ⏺ᩥᏛ⥲ྜ┠㘓 ᮾḢㅖᅜ࣭୰ᅜ࣭ࣥࢻ࣭ࣛࣅࣥࢼࢺ⦅࠘➨ 10 ᕳ㸦✵♫ࠊ2013 ᖺ㸧ࡣࠊ
ࠗ᪂
᭶㞟࠘ࡢ୍㒊࣭ヂࢆၥࢃࡎࠊィ 7 ࡀ⩻ヂ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
18 ⰼᅬවᐃࡣࠊ᫂ࡽࡅ࡚ά㌍ࡋࡓⱥㄒᏛ⪅࡛࠶ࡿࠋ1910 ᖺ᪩✄⏣Ꮫⱥᩥ⛉ࢆ༞ᴗࡢᚋࠊ
ࠗࢪࣕ
ࣃ࣭ࣥࢱ࣒ࢬ࠘グ⪅࡞ࢆ⤒࡚ࠊ1919 ᖺᮾி᪥᪥᪂⪺♫ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ≉ὴဨ࡞ࡾࠊᖐᅜᚋࡣࠗⱥᩥẖ᪥࠘
ࡢ⦅㞟ᚑࡋࡓࠋྕࡣ⥳ேࠋࠗⱥసᩥࡢඛ⏕࠘㸦1917㸧ࠊࠗⱥᩥἲࡢඛ⏕࠘㸦1920㸧ࠊࠗⱥㄒヰ㝶➹࠘㸦1925㸧ࠊ
ࠗⱥㄒࡢ❺ㅴ❺ヰ࠘㸦1927㸧࡞ࡢࠊᏛ⏕ྥࡅࡢⱥㄒᏛ⩦᭩ࢆከࡃⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋ
19 ࡇࡇ࡛ࡢ㑥㢟ࡣⰼᅬවᐃࡢヂࡼࡿࠋ
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㒌ἓⱝࡢㄞࢇࡔリࡣ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢱࢦ࣮ࣝసရࡋ࡚ࡣࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡛ࡣ㒌ἓⱝࡗ࡚ࢱࢦ࣮ࣝࡣࠊ࠺࠸࠺Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࢱࢦ࣮ࣝ㒌ἓⱝࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓ⪅㆓୰ࡀ࠸ࡿࠋ㆓ࡣ㒌ἓⱝࡀࠕᬋᏳ㸦࠾ࡣࡼ࠺㸧࡛ࠖࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺ࢱࢦ࣮ࣝࡧࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ᬋᏳ㸟Bengal ⓗὈᠼቄ⩝࿄㸟

࠾ࡣࡼ࠺ࠊBengal ࡢࢱࢦ࣮ࣝ⩝ࡼࠋ

ᬋᏳ㸟⮬↛Ꮫᅒ㔛ⓗᏛԜ࿄㸟
ࠖ

࠾ࡣࡼ࠺ࠊ⮬↛ᏛᅬࡢᏛࡓࡕࡼࠋ

㆓ࡣ୰ᅜリࡢఏ⤫࡛ࡣࠊࡢリேࡢリྃࢆᘬ⏝ࡋࠊᡈ࠸ࡣྡࢆసရⴭࡍࡇࡣࠊࡑࡢリேࡢ⏽ᩗ
ࡢᛕࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ㒌ἓⱝࡣࢱࢦ࣮ࣝゐⓎࡉࢀࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛠㈶ࡢពࢆ⾲ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠊᣦࡋ࡚࠸ࡿ

20ࠋ㈩➗ᐮࡶࡇࡢ㆓ࡢᣦ㈶ྠࡋ࡚࠸ࡿ 21ࠋࢱࢦ࣮ࣝࡢྡࢆグࡍసရࡣ

ࠕᚐ㡴㸦ᚐࡢ࠺ࡓ㸧
ࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕᚐࠖࡋ࡚⛠ࡉࢀࡿ⪅ࡣⓙࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢṇ⤫
ࢆ⩻ࡍᨵ㠉⪅ࡋ࡚⛠㈶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦ࠊ㒌ἓⱝࡣࠕᓊୖ࡛ࠖࢱࢦ࣮ࣝࡢ“On the Seashore”ࢆࡑ
ࡢࡲࡲ୰ᅜㄒヂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

↓❓ୡ⏺ⓗᾏ℈⩋ඤ┦㐝ࠋ㸭↓㝿ⓗ㟷ኳ㟿⮫㸪㟿ⓗᾏỈ႖㇙ࠋ㸭↓❓ୡ⏺ᗏᾏ℈⩋ඤ┦㐝㸪ྉ
╔㸪㊴╔ࠋ
ᯝ࡚ࡋ࡞࠸ୡ⏺Ꮚ౪㐩ࡀ㞟࠺ࠋ㸭ᯝ࡚ࡢ࡞࠸㟷✵ࡣ㟼ࡲࡾࠊ㟼ࡲࡽࡠᾏࡣࢁ࠸࡚࠸ࡿࠋ㸭
ᯝ࡚ࡋ࡞࠸ୡ⏺Ꮚ౪㐩ࡣ㞟࠸ࠊྉࡧࠊ㋀ࡿࠋ
    On the seashore of endless worlds children meet. The infinite sky is motionless overhead
and the restless water is boisterous. On the seashore of endless worlds children meet with
shouts and dances.

 ࡇࡢリࡣࠗ᪂ሗ࣭Ꮫⅉ࠘
㸦ᥖ㍕ࡣࠕᓊୖ୕㤳ࠖ
㸧Ⓨ⾲ࡢ㝿ࠕTagore ᗏリɆɆኴᯝ∞ⓗリࠗ᪂
᭶㞟࠘அ➨㤳ࠋ
ࠖ࠸࠺㝃トࡀ࠶ࡿ

22ࡼ࠺ࠊࢱࢦ࣮ࣝリࢆᮏḷྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 㒌ἓⱝᮏேࡀㄆࡵࡿࡼ࠺ࠊ➨୍ẁ㝵ࡀࢱࢦ࣮ࣝࡢࠊ➨ẁ㝵ࡣ࣍ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠊ➨୕ẁ㝵ࡀࢤ࣮
ࢸᘧࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࠸࠺ࠗ㐀༑ᖺ࠘ࡢグ㍕ࡣ㛫㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࡘ࠸࡚ᙳ
㡪ࢆཷࡅࡓࡢࠋࡑࡋ࡚ࢱࢦ࣮ࣝリࡢ┦㐪ࡘ࠸࡚᭦ḟ⠇࡛ࠕᓊࠖ࠸࠺ࣔࢳ࣮ࣇࢆ୰ᚰ⪃࠼
࡚ࡳࡓ࠸ࠋ


20

㆓୰ࠕࢱࢦ࣮ࣝࡢ୰ᅜ⌧௦リࡢᙳ㡪ࠖ㸦
ࠗࢱࢦ࣮ࣝⴭస㞟ูᕳ ࢱࢦ࣮ࣝ◊✲࠘ࠊ➨୕ᩥ᫂♫ࠊ1993 ᖺ㸧
㈩➗ᐮࠕ㒌ἓⱝࠗዪ⚄࠘ࡳࡿࢱࢦ࣮ࣝ㸪࣍ࢵࢺ࣐ࣥࡢᙳ㡪ࠖ
㸦ࠗEX ORIENTE࠘11 ྕࠊ㜰እᅜㄒᏛࠊ
2004㸧
22 ⌧ᅾࡢࠗ㞟࠘ࡣǋ
ࠓྜྷ᷄㏑ࠔ୰ⓗ䈇ྃࠋ
ࠖ࠸࠺ὀࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
21
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㸲㸬ᓊࡢࣔࢳ࣮ࣇ࠾ࡅࡿࢱࢦ࣮ࣝ㒌ἓⱝࡢ┦㐪Ⅼ
 ඛᣲࡆࡓ“On the Seashore”࡛ࡣࠊ
ࠕᓊࠖࡣᏊ౪ࡓࡕࡀ㞟ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇࡣࠕἼࠖࡀᢲࡋᐤࡏ
࡚࠸ࡿࠋᏊ౪ࡓࡕࡣᯤࢀⴥ࡛సࡗࡓࠕ⯚ࠖࢆࠕᾏࠖᾋ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢᏊ౪ࡓࡕࡣࠊᐩࢆᚓ
ࡿࡓࡵᾏࢆΏࡿ⾡ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ␗࡞ࡾࠊࡑࡢ⾡ࢆ▱ࡽ࡞࠸↓ᇈࡢᏑᅾࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐࡍࡿ㒌ἓⱝࡢసရ࡛ࡣࠕᓊࠖ࠸ࡿ㒌ἓⱝࡢ≧ἣࡣࠊ
ࠕ୍࡛ࠖࡣ㟼࡞ࠕᾏࠖࢆ┠ࡢ๓ࠊቯࢀࡓ
ࠕ⯚࡛ࠖ࠶ࡿ㞴◚⯪ࡢ⏥ᯈᗙࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࠊ
ࠕ࡛ࠖࡣ῝࠸㟷࠸ࠕᾏࠖ㎘ࡃࠕἼࠖࢆ┠ࡋ࡚
࠸ࡿᵝᏊࢆࠊ
ࠕ୕࡛ࠖࡣࠊࢱࢦ࣮ࣝసရㄪࡍࡿࡼ࠺ᜥᏊࢆྵࡴᏊ౪ࡓࡕࡀࠕᓊ࡛ࠖ㐟ࢇ࡛࠸ࡿ
ᵝࢆ═ࡵࡘࡘࠊ↓ᇈࡢᏊ౪ࡣ࡞ࢀ࡞࠸ᚰࢆㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋᓊ㐟ࡪᏊ౪ࡀ⣧₩࡛࠶ࡿࡇࡶࡇࡇ࡛ࡣ
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣㄽཬࡋ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡇᥥࢀࡿࠕᓊࠖࡣࠊᚰࢆ✜ࡸࡍࡿ⢭⚄ⓗࡼࡾࡇࢁࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡣඹ㏻ࡍࡿ
ࡢࡔࡀࠊࢱࢦ࣮ࣝ࠾࠸࡚ࡣࡢసရࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡿࠊձ࠸ࡲ࠸ࡿሙᡤࡋ࡚ᾏࡸᑐᓊࢆព㆑ࡋࡓ
ࡇࡕࡽഃࡢᓊࠊղゎ⬺ࡢព࡛࠶ࡿᙼᓊࠊճᏊ౪ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࠊ࠸࠺ᛶ᱁ࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿ

23ࠋ

ࡋࡋ㒌ἓⱝࡢసရ࡛ࡣࠊ㞳ࢀࡿሙᡤࡋ࡚ࡢᓊ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤᑐᓊࡋ࡚ࡢᙼᓊࡢ࣓࣮ࢪࡶ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ㒌ἓⱝࡢసရ⌧ࢀࡿࠕᓊࠖࡣࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࠕἋୖⓗ⬮༳㸦Ἃࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶㸧
ࠖ24ࡀࠗ᪂ሗ࣭Ꮫⅉ࠘ึฟࡣࠕᓊࠖ࠸࠺㢟ྡ࡛࠶ࡿࠋ㒌
ἓⱝࡀዲࢇ࡛࠸ࡓࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟ㸦Henry Wadsworth Longfellowࠊ1807㹼1882㸧ࡢࠕே⏕ㆭḷࠖ
㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࠗ
ࠓዪ⚄ࠔᰯ㔘࠘25ࡣㄝ᫂ࡍࡿࠋ᭦ࠊࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟࡢリ࡛ࡣࠊ㛫ࡀ◁ࠊே⏕ࡀ
ᾏࡓ࠼࡚࠾ࡾࠊࡇࡢẚ႘ࢆ㒌ἓⱝࡀࠕἋࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶࡛ࠖྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋࡋࠕே⏕ㆭ
ḷࠖࠕἋࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶ࠖࡣࡑࡢព⩏ࡀ┦ࡋ࡚࠾ࡾࠊ๓⪅ࡀேࠎࢆዧ࠸❧ࡓࡏࡼ࠺㰘⯙ࡍࡿࡢ
ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣே⏕ࡢⱞࡸே⏕ࡢ౯್ࡢࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿసရ࡛࠶ࡿㄝ᫂ࡍࡿࠋ
 ࡇࡢࠕே⏕ㆭḷࠖࡣ 1838 ᖺࠊࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟ31 ṓࡢࡢసရ࡛ࠊ⤖፧ࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸ጔࢆὶ⏘࡛ஸ
ࡃࡋࡓᮇ࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࢆዧ࠸❧ࡓࡏࡿពྜ࠸ࡀ࠶ࡿᕝᮏⓡႹࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ

26ࠋ

 ࠕே⏕ㆭḷࠖ➨ 7 㐃ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

   Lives of great men all remind us㸭We can make our lives sublime,
㸭And,departing,leave behind us㸭Footprints on the sands of time;

23 ࡓ࠼ࡤࠊࢱࢦ࣮ࣝリࠕ᭱ᚋࡢዎ⣙࡛ࠖࡣࠕኴ㝧ࡀ◁℈ࡢୖࡸ࠸࡚ᒃࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᾏࡢἼࡣ⮬⏤Ẽ൷
○ࡅ࡚ࢄࡲࡋࡓࠋ㸭୍ேࡢᑠඤ㸦ࡇࡶ㸧ࡀᗙࡘ࡚Ẇࢆ࠾ࡘ࡚㐟ࢇ࡛ࢄࡲࡋࡓࠋࠖࡸࠕ㞼Ἴ࡛ࠖࡣࠕ⚾ࡀᾉ
࡛ࠊẕୖ㸦࠶ࡉࡲ㸧ࡀᛮ㆟࡞℈㑔࡛࠶ࢀࡤ࠸ࠋ㸭⚾ࡣᐤࡏ࡚ࡣ㏉ࡋࠊ㏉ࡋ࡚ࡣᐤࡏࡲࡏ࠺ࠊࡑࡋ࡚ẕୖࡢⶸ
⭸㸦ࡲࡅ㸧ࡢୖ➗⫆࡛○ࡅࡲࡏ࠺ࠋࠖ࡞ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡚ࠗ᪂᭶࠘㘓సရࠋ
24 ࠕἋୖⓗ⬮༳ࠖࡣ 1920 ᖺ 2 ᭶ 7 ᪥ࠗ᪂ሗ࣭Ꮫⅉ࠘Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡣࠕᓊࠖ࠸࠺㢟ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠗዪ
⚄࠘㘓⌧ᅾࡢ㢟ྡኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
25 㝞Ọᚿᰯ㔘ࠗ
ࠓዪ⚄ࠔᰯ㔘࠘㸦⳹ᮾᖌ⠊Ꮫฟ∧♫ࠊ2008 ᖺ㸧
26 ᕝᮏⓡႹࠕࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟࠗே⏕ㆭḷ࠘ A Psalm of Lifeࠖ(࣓ࠗࣜ࢝ࡢリࢆㄞࡴ࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1998 ᖺ)5599 㡫ࠋ
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 㸦೧ேࡓࡕࡢ⏕ᾭࡣࠊࢃࡽࢀᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿࠊ㸭ㄡ࡛ࡶࡑࡢẼ࡞ࢀࡤࠊẼ㧗࠸ே⏕
ࢆ㏦ࢀࡿࠋ㸭ࡑࡋ࡚ࡇࡢୡࢆཤࡿࡁࡣࠊ㸭ࡢ◁㊊㊧ࢆṧࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢࡔࠋ
㸧

ࠕleave footprints on the sands of timeࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣࠕṔྐྡࢆṧࡍࠖ࠸࠺ヂࡀ᥇㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࠋ
ࡇࢀࡣ⪷᭩ㄒ※ࡀ࠶ࡿᕝᮏࡀᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ㠃࣭◁࣭Ỉ࡞᭩ࡃ࠸࠺ࡇࡣࠕ࠶࠶
ࡲ࡛ᾘ࠼࡞࠸グ㘓ࢆ᭩ࡃࡇࢆ࠸࠺ࠖ࠸࠺ពࡍࡿ࠸࠺ࠋ࡞ࢀࡤࠊ㒌ἓⱝࡢࡇࡢసရࡢሙྜࡣࠊ
ᡙࢀ◁ṧࡋࡓ㊊㊧ࢆ═ࡵ࡚࠸ࡿ௨ୖࡢពࡣࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕἋୖⓗ⬮༳ࠖࡣḟࡢࡼ࠺
࡞సရ࡛࠶ࡿࠋ

Ἃୖⓗ⬮༳
  ୍
ኴ㜶↷ᅾᡃྑ᪉㸪

ኴ㝧ࡣ⚾ࡢྑഃࢆ↷ࡽࡍࠊ

ᢕᡃ㌟ⓗᙳඒ

⚾ࡢ㌟ࡢᙳࢆ

ᢞᅾᕥ䗩ⓗᾏ㔛㸹

ᕥഃࡢᾏᢞࡆࡇࢇࡔࠊ

Ἃᓊୖ␃ᡃ䇨ከⓗ⬮༳ࠋ

◁ࡣ⚾ࡢ࠸ࡃࡘࡶࡢ࠶ࡋ࠶ࡀṧࡗࡓࠋ

  
ኴ㜶↷ᅾᡃᕥ᪉㸪

ኴ㝧ࡣ⚾ࡢᕥഃࢆ↷ࡽࡍࠊ

ᢕᡃ㌟ⓗᙳඒ

⚾ࡢ㌟ࡢᙳࢆ

ᢞᅾྑ䗩ⓗᾏ㔛㸹

ྑഃࡢᾏᢞࡆࡇࢇࡔࠊ

Ἃᓊୖ␃ᡃ䇨ከⓗ⬮༳ࠋ

◁ࡣ⚾ࡢ࠸ࡃࡘࡶࡢ࠶ࡋ࠶ࡀṧࡗࡓࠋ

  ୕
ኴ㜶↷ᅾᡃྡྷ᪉㸪

ኴ㝧ࡣ⚾ࡢᚋ᪉ࢆ↷ࡽࡍ

ᢕᡃ㌟ⓗᙳඒ

⚾ࡢ㌟ࡢᙳࢆ

ᢞᅾ๓䗩ⓗᾏ㔛㸹

๓᪉ࡢᾏᢞࡆ㎸ࢇࡔ

ᾏ₻ଏ㸪࡛せ㦑ཤἋୖⓗ⬮༳㸟

ἼࡼࠊἋࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶ࢆࡉࡽࢃ࡞࠸࡛ࠋ

  ᅄ
ኴ㜶↷ᅾᡃ๓᪉㸪

ኴ㝧ࡣ⚾ࡢ๓᪉ࢆ↷ࡽࡍࠊ

ኴ㜶ଏ㸟ྍஓ᭯ᢕᡃⓗᙳඒ

ኴ㝧ࡼࠊ⚾ࡢ㌟ࡢᙳࢆ

ᢞᅾྡྷ䗩ⓗᾏ㔛㸽

ᚋ᪉ࡢᾏᢞࡆࡇࡵࡓࡢࠋ

ါ㸪ᾏ₻ඒ᪩ᕬ㦑ཤἋୖⓗ⬮༳㸟

࠶࠶ࠊἼࡣࡶ࠺Ἃࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶ࢆࡉࡽࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓ

㒌ἓⱝࡢሙྜࡣࠊ◁ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἼᡴࡕ㝿ࡲ࡛㐍ࡳࡲࡓ◁ᡠࡿࠊ࠸࠺ᵝࢆᥥ࠸࡚࠸
ࡿ㐣ࡂ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡴࡋࢁࠊࢱࢦ࣮ࣝࡀᥥࡃ↓ᇈ࡞Ꮚ౪ࡀἼᡴࡕ㝿ᡙࢀࡿᵝࡢ᪉㏆

303



࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡅࢀࡶࠊࡇࡢ㊊㊧ࡣṧࡗࡓࡋ࡚ࡶࡑࢀࡣࡣ࡞࠸ࡶࡢࡔ࠸࠺ࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟࡢࡇ
ࡢసရࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࡍࢀࡤࠊసရリ㢟ࡣࠊࣟࣥࢢࣇ࢙࣮ࣟࢱࢦ࣮ࣝࡢリࡢෆᐜࢆ⼥ྜࡉࡏ
࡚࠾ࡾリⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢリ⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ◁ṧࡉࢀࡓ㊊㊧ࡣỌஂ␃ࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➨୍㐃➨㐃࡛
ࡣṧࡗࡓ㊊㊧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➨୕㐃࡛Ἴᾘࡉࢀࡑ࠺࡞ࡾࠊ➨ᅄ㐃࡛ࡣἼࡁᾘࡉࢀࡓᵝࡀᥥࢀ
ࡿࠋࡶࡶࡢ㢟ྡࡀࠕᓊ࡛ࠖ࠶ࡿࡇࡢసရ࡛ࡣࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢ“On the Seashore”ྠࡌࡼ࠺ࠊ㒌ἓ
ⱝ⮬㌟ࡣᓊἼᡴࡕ㝿ࢆᙸࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㒌ἓⱝࡢసရ࠾ࡅࡿᓊࡣࠊ⮬ศࡢ⏕ࢆឤ
ࡌྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡿࡇࡢリࡣࡸࡣࡾࠊኴ㝧ࡑࢀ↷ࡽࡋฟࡉࢀࡿᙳࠊἼᡴࡕ
㝿ࡲ࡛ᐤࡏࡿἼ◁࡛࠶ࡿᓊࡣࠊ⮬ศࡢ❧ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࡋ࡚⏕ࢆឤࡌࡉࡏࡿ㡿ᇦ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡣࠊࢱࢦ࣮ࣝリࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᾏࡢྥࡇ࠺ࢆឤࡌࡉࡏࡿࠕᓊࠖࡋ࡚
ᥥࡃࢱࢦ࣮ࣝࠊᾏ࠸࠺⏕ຊࢆឤࡌࡉࡏࡿࠕᓊࠖ࠸ࡿ㒌ἓⱝ࡛ࡣࠊ
ࠕᓊࠖࡢࡽ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂☜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏕ࢆឤࡌࡉࡏࡿሙᡤࡋ࡚ࠕᓊࠖࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿ㒌ἓⱝࡢࡢసရࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸

  ❧ᅾᆅ⌫䗩ୖᨺྕ
᪢ᩘⓗⓑபṇᅾ✵୰ᛣᾛ㸪
ၢၢ㸟ዲᖜኊѭⓗ෦ὒⓗᬕᬒଏ㸟
᪢㝈ⓗኴᖹὒᥦ㉳㌟ⓗຊ㔞᮶せᢕᆅ⌫᥎ಽࠋ
ၢၢ㸟ᡃ║๓᮶ⓗ┊┊ⓗὥᾧଏ㸟
ၢၢ㸟᩿ⓗ⇱⧟㸪᩿ⓗࡋ㐀㸪᩿ⓗດຊଏ㸟
ၢၢ㸟ຊଏ㸟ຊଏ㸟
ຊⓗ㔈⏬㸪ຊⓗ⯙㋡㸪ຊⓗ㡢Ҁ㸪ຊⓗ䈇ḷ㸪ຊⓗᚊଏ㸟

↓ᩘࡢⓑ࠸㞼ࡀ✵ᾛࡁ㉳ࡇࡿ㸭࠶࠶ࠊኊ㯇࡞ᴟᾏࡢᬒࡢࡼ࠺㸟㸭ᯝ࡚ࡋ࡞࠸ኴᖹὒࡣ࠶
ࡾࡗࡓࡅࡢຊ࡛ᆅ⌫ࢆᢲࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸭࠶࠶㸟┠ࡢ๓ᢲࡋᐤࡏࡿἼࡼ㸟㸭࠶࠶㸟⤯࠼㛫࡞࠸
◚ቯࠊ⤯࠼㛫࡞࠸㐀ࠊ⤯࠼㛫࡞࠸ດຊ㸟㸭࠶࠶㸟ຊࡼࠊຊ㸟㸭ຊࡢ⤮⏬ࠊຊࡢ⯙㋃ࠊຊࡢ㡢ᴦࠊ
ຊࡢリḷࠊຊࡢࣜࢬ࣒ࡼ㸟

ࡇࡇ࡛㒌ἓⱝࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠕᆅ⌫ࡢࡩࡕࠖࡣ⚟ᒸࡽぢ࠼ࡿᾏ㠃ࡋࡓሙᡤ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿ༤ከ
‴ࡢᾏᓊ࡛࠶ࢁ࠺ࠋṊ⥅ᖹࡣ⮬ᡃ࠸࠺ၥ㢟ࡋ࡚ࡇࢀࢆࠕ࠸࡞ࡿࡶࡢࠖࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ

27ࠋ☜

㒌ἓⱝࡢࠗዪ⚄࠘ࡣࠊゎᨺࡉࢀࡓ⮬ᡃࢆ㇟ᚩࡍࡿసရࡀࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ௦ࡢリே࡛࠶ࡿ
ᮒ⮬Ύ㸦1898㹼1948㸧ࡀࠕ࠸࡞ࡿࡶࡢࠖࡋ࡚ㆭ⨾ࡋࡓᅄ௦ࡢ⏘≀ࡋ࡚ከࡃ⏕ࡳฟࡉࢀࠊࡲ

27

Ṋ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ࡞ࡢ㒌ἓⱝɆɆ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ㸧204 㡫
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ࡓ୍⯡Ẹ⾗⮬యࡀᚲせࡋ࡚࠸ࡓᚰ⌮࡛࠶ࡿᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢసရࡣ㞝࡛ࠊⲨࢀ≬࠺Ἴࢆ┠ࡢ๓
ࡋ࡚ࡑࡢຊᙉࡉࢆឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿసရ࡛࠶ࡿ࠸࠺ゎ㔘ࡣṇࡋ࠸

28ࠋ

ࡋࡋࡇࡢసရࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠕᓊࠖࡣᙼᓊᑐࡍࡿṈᓊ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ⢭⚄ⓗ✜ࡸ࡞ࢀࡿሙ
ᡤ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡇࡣἼᡴࡕ㝿࠸࠺ᾏ㝣ࡢ㝿ࡢᏑᅾࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢసရ࡛ࡣᓊᢲࡋᐤࡏ
ࡿἼࢆぢ࡚⏕ࡢຊࢆឤࡌࡿሙᡤࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊ
ࠕᓊࠖ㛵㐃ࡋ࡚ᡴࡕᐤࡏࡿࠕἼࠖࡸἼࢆෆໟࡍࡿࠕᾏࠖ
ࠊࡲࡓࠕᾏࠖࢆΏࡿࠕ⯚ࠖࢆ㒌ἓⱝ
ࡣࡢࡼ࠺ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋḟ⠇࡛ヲࡋࡃぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸳㸬⯚ࡸᾏࡢࣔࢳ࣮ࣇ࠾ࡅࡿࢱࢦ࣮ࣝ㒌ἓⱝࡢ┦㐪Ⅼ
 㒌ἓⱝࡣ 1913 ᖺ 3 ᭶ࡢ⤖፧ࡢࡁࠊ᪂፬ࡢᐙ㔛ᖐࡾࡍࡿ㝿ࠊ⯚ࢆ⏝ࡋ࡚⛣ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࠊᡈ࠸ࡣྠᖺ 6 ᭶ࡢኳὠ㝣㌷Ꮫᰯࡢເ㞟ᛂࡌࡿ㝿ࡶ⯚ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᒖࠎᥥࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ᮶᪥ࡢࡶ⯚࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊᙼࡗ࡚⯚ࡣ⛣ືࡢᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠋ㒌ἓⱝࡗ࡚
⯚ࡣ㏻⛣ືᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠋ᮶᪥ᚋࡑࡢ༢࡞ࡿ⛣ືᡭẁ࡛࠶ࡗࡓ⯚ࡢᥥࢀ᪉ࡣࠊ㏻ᡭ
ẁ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  ャ༤ከ‴
༤ከ‴Ỉ☐␃㯪ࠊ
ⓑᕹ∦∦㝶㢼㣕

29ࠋ

༤ከ‴ࡢỈࡣ☐ࡢ␃㯪ࠊ
ⓑᕹࡣ∦∦ࡋ࡚㢼㞉ࡦ࡚㣕ࡪࠋ

㢪స⯚୰ேࠊ

㢪ࡣࡃࡣ⯚୰ࡢேసࡾ࡚ࠊ

㍕㓇㓉᫂㍤ࠋ

㓇ࢆ㍕ࡋ࡚᫂㍤㓉ࡣࢇࠋ

ྠࡌࡼ࠺࡞ෆᐜࡣࠕᡣᕞ᮲ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡕࡽࡶࠕ㓇ࢆഴࡅ࡚ᴦࡋࡳࡓ࠸ࠖ࠸࠺㢪ᮃࢆྔ࠼ࡿሙ
ᡤ࡞ࡾࠊࡑࢀࡣ୍✀ࢀࡢࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ᮶᪥ࡋࡓ㒌ἓⱝࡢ⛣ືࡀ⯚࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ㛵ಀࡀ࠶
ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࢁࡀࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯ≉タண⛉௦ࢱࢦ࣮ࣝࡢసရࢆ▱ࡗ࡚ࡽࠊ㒌ἓⱝࡢ⯚ࡢ࣓࣮ࢪኚ
ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࡢࢱࢦ࣮ࣝリࢆᮏḷྲྀࡾࡋࡓࠕᓊ ୕࡛ࠖࡣࢱࢦ࣮ࣝࡢリࢆヂࡋࡓ࠶ḟࡢࡼ࠺
ㅻࡗࡓࠋ

ᡃཪᆘᅾ䘉◚⯪ᯈୖ㸪

⚾ࡣࡲࡓࡇࡢ㞴◚⯪ࡢ⏥ᯈᗙࡗ࡚ࠊ

ᡃⓗ㜿

⚾ࡢࡕࡷࢇࡣࠊ

╔୍லᏝඒԜྠᅾἋ୰ᠿࠋ

ࡦࡴࢀࡢᏊ౪㐩◁ࡢୖ࡛ᡙࢀ࡚࠸ࡿࠋ

28

Ṋ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ࡞ࡢ㒌ἓⱝɆɆ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ㸧206 㡫ࠋ
ᆶᡭࠖ
ࠊࠗ၈リ࠘ᕳභ㸧

29ࠕ⯙⨭㣕⇩Ṛ㸪∦∦㞉㢼ཤࠋࠖ
㸦
ࠕ㞯᭤ḷ㎫
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ᡃᛕ╔Ὀᠼቄⓗ୍㤳䈇㸪

⚾ࡣࢱࢦ࣮ࣝࡢリࢆཱྀࡎࡉࡳࠊ

ᡃஓཤ╔Ԝᠿࠋ

⚾ࡶᙼࡽᡙࢀࡼ࠺ࠋ

ణ㸟ᡃᛠ⬟ᡂᑵ୭⣧₩ⓗᏝඒ㸽

࠶࠶㸟࠺ࡋࡓࡽΎࡽ࡞Ꮚ౪࡞ࢀࡿࡢࡔࢁ࠺㸽

ᓊ࠸ࡿࡢࡣࠕ⣧₩ࠖ࡞Ꮚ౪ࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋࢱࢦ࣮ࣝࡢリ࡛ࡣேࡣ⯚ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᓊࡣேࡣ࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ㒌ἓⱝࡣ⣧⢋↓ᇈ࡞Ꮚ౪㐩ᓊࡣ࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࠕ㞴◚⯪ࠖ࠸࠺⯚ࡢ
ṧ㧁ᗙࡗ࡚Ꮚ౪㐩ࢆ═ࡵ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽᡙࢀࡓ࠸࠸࠺㢪ᮃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࢱࢦ࣮ࣝసရࡣ␗࡞
ࡾࠊே࡞ࡗ࡚ࡶᾏࢆΏࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸࡞࠸⯚⭜ࡅ࡚ᓊ࠸ࡿࠋ୧⪅ࡗ࡚Ꮚ౪㐩ࡀ⣧⢋
↓ᇈ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇࠊᙼࡽࡀᓊ࠸ࡿࡇࡣඹ㏻࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾṈᓊ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㒌ἓ
ⱝࡣᏊ౪㐩ᓊࡣ࠸ࡿࡀࠊே࡛࠶ࡗ࡚Ꮚ౪࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᭦ே࡛࠶ࡿ㒌ἓⱝࡣቯࢀࡓ⯚⭜ࡅ
࡚ᓊ࠸ࡿᥥࢀ࡚࠾ࡾࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢసရࡼࡾࡦࡡࡾࢆධࢀࡓࠋᏊ౪ࡋ࡚ᓊ࠸ࡿࢱࢦ࣮ࣝࠊ
ே࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀ⯚ࢀ࡞࠸㒌ἓⱝ࠸࠺ᑐẚࠊࡑࡋ࡚Ꮚ౪ࡀࢀ࡞࠸⯚ࠊே࡛࠶ࡿࡓࡵ⯚
ࡣࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡋࡋ⭜ࡅ࡚࠸ࡿ⯚ࡣ㞴◚⯪࠸࠺ᑐẚࠊࡇࢀࡣ᫂ࡽࢱࢦ࣮
ࣝࡢリࢆᮏḷྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖព㆑ࡋ࡚సࡾୖࡆࡓ࠸࠺ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࠕᖐᅜྫྷࠖࡢ୰࠶ࡿࠕᾏࡢ⯚୰ࡽ᪥ฟࢆᮃࡴࠖࡸࠕ㯤ᾆࡢධࡾỤࠖࡶࠕ⯚ࠖࡣⓏሙࡍࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣᖐᅜࡢ㝿ࠊ⯚ࡣ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆྤ㟢ࡍࡿሙᡤ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⯚ࡽ═ࡵࡿᬒⰍࡣᕼᮃࡀぢ࠼࡚
࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣ⯚ࡢᏑᅾࡣࠊ⮬ᕫࡢᕼᮃࡸ㢪ᮃࢆᥥࡃࡁ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ
࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࠕᓊୖ ୕ࠖ⾲ࢀࡿࠕቯࢀࡓ⯚ࠖ㝈ࡗ࡚ࡣࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢリࢆ⏝
ࡋࢱࢦ࣮ࣝ㢼ࡢసရࢆసࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ᕫࡢసရࡋ࡚᪼⳹ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟᾏࡢ࣓࣮ࢪࢆࡢࡼ࠺ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡢぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࢱࢦ࣮ࣝࡢ“On the Seashore”ࡣ
“The sea surges up with laughter and pale gleams the smile of the sea beach.ᾏࡣ➗࠸ኌ࡛⬽ࢀ࠶
ࡀࡾࠊⓑ࠸㛝ගࡀࡢᚤ➗࡛Ἴ࠺ࡗ࡚࠸ࡿ㸧”࠸࠺ྃࡀ࠶ࡿࠋᑐࡋ࡚㒌ἓⱝࡣࠕගᾏ㸦ගࡾࡢ
ᾏ㸧
ࠖࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇࡣ௨ୗࡢࡼ࠺グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᾏஓᅾ➗㸪

ᾏࡶ➗࠸ࠊ

ᒣஓᅾ➗㸪

ᒣࡶ➗࠸ࠊ

ኴ㝧ஓᅾ➗㸪

ኴ㝧ࡶ➗࠸ࠊ

ᆅ⌫ஓᅾ➗㸪

ᆅ⌫ࡶ➗࠸ࠊ

ᡃྠ㜿㸪ᡃⓗᎤⱑ㸪

⚾ࡕࡷࢇࠊᡃࡀឡࡋᏊࠊ

ྠᅾ➗୰➗ࠋ

୍⥴➗࠸ࡢ୰࡛➗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡇ⾲ࡉࢀࡿἼࡸᾏࡣࠊ㡪ࡁྜ࠺⏕ࡋ࡚ࡢ႐ࡧࢆ༑ாཷࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᾏࡀ⮬ศⓎࡍ
ࡿኌࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᾏࡽ࠼ࡽࢀࡿ⏕ࢆ༑ศឤࡌྲྀࡿሙᡤ࡛࠶ࡿᓊ࠸࡚㛫㏆ឤ
ࡌࡿឤぬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋἼࡣ㒌ἓⱝၥ࠸ࡅࡿゝⴥࡋ࡚ࠊᾏࡣ⏕ࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸
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ࡿࠋ
ࢱࢦ࣮ࣝࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㆓୰ࡣ 1916 ᖺࡽ 1917 ᖺࡅ࡚㒌ἓⱝࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓ⢭⚄ⓗ༴
ᶵࢆᩆࡗࡓࡶࡢࡀࢱࢦ࣮ࣝࡢリ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠕဴᏛⓗ࡞リ⢭⚄ⓗ࡞ὶࢆࡶࡗࡓࠖࡽࡔᣦ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿసရࡋ࡚ඛᣲࡆࡓࠕᓊୖࠖࠕ࠾ࡣࡼ࠺㸦ᬋᏳ㸧
ࠖ௨እࠕṚⓗㄏ㸦ᝨ
Ṛࡢㄏᝨ㸧
ࠖ30ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㆓ࡣ㒌ἓⱝࡢ⢭⚄ⓗ༴ᶵࢆᩆࡗࡓࡶࡢࡀࢱࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡾࠊࡇࡇࡽゐ
Ⓨࡉࢀ࡚ࠕṚⓗㄏᝨࠖࡣ᭩ࢀࡓㄽࡌࡓࠋ⮬ࡽࢆࢱࢦ࣮ࣝ㌿㌟ࡉࡏ࡚࠸ࡿ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࢱ
ࢦ࣮ࣝࡢࠕ⤊↉㸦࠾ࢃࡾ㸧ࠖࢆᛮࢃࡏࡿసရࡔ㏙࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠕ㒌ἓⱝពᆅᝏ࠸ᑠย࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸リࡢஎዪཱྀ࡙ࡅࡉࡏࡓࡶࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼࢆေࡍࡿᾏࡢᗏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ࡢ
ὶ㸦࡞ࡀࢀ㸧㌟ࢆᢞࡐࡋࡵࡓࡶࡢࠊࡑࢀࡣ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࢱࢦ࣮ࣝࡢリࡀᙼࡢᚰὀධࡋࡓ⢭⚄ࡢ
ຊ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ▱ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ 31ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᯝࡓࡋ࡚ࡑ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠕṚⓗㄏᝨ࡛ࠖࡣ➨୍㐃ࡀᑠยࠊ➨㐃ࡀᾏࡼࡿṚࡢㄏ࠸࡛࠶ࡿࠋᮾி࡛⚄⤒⾶ᙅくࢃࢀࡓ
㒌ἓⱝࡣࠊ㟼ᆘࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡶ❧ࡕ┤ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋࡑࡢᚋࠊబ⸨ࡳࡢฟ࠸ࠊᜊ
ឡࠊྠ᳇㸦ᐇ፧㸧
ࠊᏊ౪ࡢㄌ⏕ࠊ࠸࠺႐ࡧྠヨ⦎ࡀ⥆ࡃࠋ
 ࢱࢦ࣮ࣝࡀᥥࡃࠕᾏࡸἼࠖࡀ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᏊ౪࠸࠺⣧⢋࡞⪅ࡀΏࢀ࡞࠸ሙᡤࡢẚ႘ࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸
ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ㒌ἓⱝࡢࡑࢀࡣ⮬↛ࡢ⏕ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࢱࢦ࣮ࣝ㒌ἓ
ⱝࡢỴᐃⓗ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ

㸴㸬ኴ㝧ࡀពࡍࡿࡇ
 ࠗዪ⚄࠘ࡣኴ㝧ࢆㅻࡗࡓసရࡀከ࠸ࠋ᪂ࡋ࠸ኴ㝧ࡢฟ⌧ࢆㅻࡗࡓࠕዪ⚄அ⏕㸦ዪ⚄ࡢ⏕㸧
ࠖࡸ
ࠕ᪥ฟ㸦᪥ࡢฟ㸧
ࠖ
ࠕᬋᏳ㸦࠾ࡣࡼ࠺㸧
ࠖࠊ
ࠕἋୖⓗ⬮༳㸦Ἃࡢୖࡢ࠶ࡋ࠶㸧
ࠖ࡞㠀ᖖከ࠸ࠋ

ኴ㝧♩䎎
㟷ἀἀⓗᾏ㸪Ἴᾧỳᾛ╔㸪₻ྥь᪉ࠋ
ගⰢᆅ㸪ᑗせฟ⧠ଏɆɆ᪂⏕ⓗኴ㜶㸟

30 ࠗ
ࠓዪ⚄ࠔᰯ㔘࡛࠘ࡣ᭱ึᮇࡢ᪂リࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠕṚⓗㄏᝨࠖ
ࠕṧ᭶㯤㔠Თࠖ
ࠕVenusࠖ
ࠕ᪂᭶⯅ⓑ㞼ࠖࡢᇳ➹
ᮇࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡶࡇࡢసရࡣ㒌ἓⱝࡢ⮬ⴭࠗ㐀༑ᖺ࠘
㸦1932 ᖺ㸧࡛ࡣ 1918 ᖺᒸᒣ
௦㸦Ꮨ⠇࡞ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࡢసရࠊ
ࠕ⚾ࡢసリࡢ⤒㐣ࠖ㸦1936 ᖺ㸧࡛ࡣ 1918 ᖺࡢኟࡽ⛅ࡅ࡚ࡢ
సရࠊ
ࠗ༑ᖺ⡆㆕࠘㸦1941 ᖺ㸧࡛ࡣ 1916 ᖺኟᮇఇᬤ୰ࡢసရࠊ
ࠕ㒌ἓⱝࠊ㟶ᖺࡢၥ⟅࠼ࡿࠖ㸦1959 ᖺ㸧࡛ࡣ
1918 ᖺ᭩ࡁฟࡋࡓࡶࡢࠊࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛◊✲⪅ࢆᝎࡲࡏ࡚ࡁࡓࠋ
 ⪃ᐹ౫ࡿࠊᒸᒣࡢఫࡲ࠸ࡢ㏆ࡃࡣᾏࡀ࡞࠸ࡇࠊࡲࡓ 1918 ᖺኟᕞᖇᅜᏛ་Ꮫ㒊ධᏛࡍࡿࡓࡵ
ᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡁࡓ㒌ἓⱝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢసရࡣ 1919 ᖺ 9 ᭶ 29 ᪥Ⓨ⾲ࡉ࠼࡚࠸ࡿࡇࠊࡉࡽࠗḈⰼ᭩⡆࠘ࡢ
58 ␒┠ࡢᡭ⣬ࠊࡑࡢఫࡲ࠸ࡢ⨨ࡀࠕᏛࡽⓒṌ㞳ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊᏛࡢ㛛ࡢᚋࢁ࡛ࠖࠕᾏᓊࡶ㏆࠸ࠖ
࠶ࡿࡇࢁࢆᡭࡀࡾ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋṊ⥅ᖹẶࡢࠗ㒌ἓⱝ␃᪥༑ᖺ࠘࡞ࢆ౫ᣐࡋ࡚ࠊ1919 ᖺึኟ⤖ㄽ࡙
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
31 ㆓୰ࠕࢱࢦ࣮ࣝࡢ୰ᅜ⌧௦リࡢᙳ㡪ࠖ
㸦
ࠗࢱࢦ࣮ࣝⴭస㞟ูᕳ ࢱࢦ࣮ࣝ◊✲࠘ࠊ➨୕ᩥ᫂♫ࠊ1993 ᖺ㸧
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ኳᾏ୰ⓗபዋ㒔ᕬ➗ᚓ᮶ⅆ୍ṧᆅ勌᫂㸟
ᡃᜟᚓ㸪ᢕᡃ║๓ⓗ㞀☀୍ᴫฯᖹ㸟

ฟ⧠ଏ㸟ฟ⧠ଏ㸟⪰ᬗᬗᆅⓑⅎⓗശග㸟
ᡃ୩╎୰᭷᪢㝈㐨ⓗ㔠эྥ╔ኴ㜶伎ᨺࠋ

ኴ㜶ଏ㸟ᡃ⫼❧ᅾᾏ䗩ཤ㍗䀁╔఼ࠋ
ኴ㜶ଏ㸟఼ᢕᡃ↷ᚓ୭㏻᫂㸪ᡃᅇཤ㸟

ኴ㜶ଏ㸟఼䈧Ọ䘌↷ᅾᡃⓗ㠃๓㸪㏥䖜㸟
ኴ㜶ଏ㸟ᡃ║ග⫼ᘙ఼ᰦ㸪ᅄ㠃㒔㯭ᬯ㸟

ኴ㜶ଏ㸟఼䈧ᢕᡃ㒊ⓗ⏕↷ᡂ㐨勌㓒ⓗ⾑ὶ㸟
ኴ㜶ଏ㸟䈧ᢕᡃ㒊ⓗ䈇ḷ↷ᡂல㔠Ⰽⓗᾋ⋔㸟

ኴ㜶ଏ㸟ᡃᚰᾏ୰ⓗபዋஓᕬ➗ᚓ᮶ⅆ୍ṧᆅ勌᫂
ኴ㜶ଏ㸟఼䈧Ọ䘌╔ྶٮ㸪╔ྶٮ㸪ᡃᚰᾏ୰ⓗᛣᾧ㸟

㟷ࠎࡋࡓᾏཎࠊ⃭ࡋࡃἼᡴࡕᮾ

ᕳ࠸࡚࠸ࡃࠋ㸭࠶ࡓࡾ୍㠃ࢆග㍤ࡏฟ࡚ࡇࡼ࠺ࡋ

࡚࠸ࡿࡢࡔࡡɆ᪂ࡋ࠸ኴ㝧㸟
ኳࡢᾏᾋࡪ㞼ࡢᓥࠎࡀࡢࡼ࠺㍤࠸࡚➗࠸ࡅ࡚ࡃࡿ㸟㸭ᜟࡵࡋ࠸ࠊ║ࡢ๓ࡢ㞀ᐖ≀ࢆ
୍ᤲࡋࡓ࠸㸟
ฟ࡚ࡁࡓࠊฟ࡚ࡁࡓࡡ㸟᫂ࡿ࠸ࡁࡽࡁࡽⓑࡃ㍤ࡃࡲࡿ࠸ග㸟㸭⚾ࡢ▖ࡢዟࡽ↓ᩘࡢ㯤㔠ࡢ
⣒ࡀኴ㝧ྥࡗ࡚㣕ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
ኴ㝧ࡼ㸟⚾ࡣ୍ேᾏཎࡢࡣࡋࡗࡇ࡛ྩࢆࡌࡗจどࡍࡿࠋ㸭ኴ㝧ࡼ㸟ྩࡀ⚾ࢆࡣࡗࡁࡾ↷
ࡽࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࠊ⚾ࡣᖐࡽ࡞࠸㸟
ኴ㝧ࡼ㸟࠺Ọ㐲⚾ࡢ๓ࢆ↷ࡽࡋ⥆ࡅ࡚ࠊ⚾ࢆ❧ࡕཤࡽࡏ࡞࠸࡛ࡋ࠸㸟㸭ኴ㝧ࡼ㸟⚾ࡢ
║ᕪࡋࡀྩᒆ࡞ࡃ࡞ࡿࠊࡍ࡚ࡀᬯ㯮࡞ࡿ㸟
ኴ㝧ࡼ㸟࠺⚾ࡢ⏕ࡢࡍ࡚ࡽ┿ࡗ㉥࡞⾑₻ࢆ↷ࡽࡋ࡚࠾ࡃࢀࠋ㸭ኴ㝧ࡼ㸟ྩࡣ⚾ࡢḷ
ࡢࡍ࡚ࡽ㯤㔠ࡢἻἓࢆ↷ࡽࡋ࡚࠾ࡃࢀࠋ
ኴ㝧ࡼ㸟ᚰࡢᾏᾋࡪᓥࠎࡶࡢࡼ࠺㍤࠸࡚➗࠸ࡅ࡚ࡃࡿ㸟㸭ኴ㝧ࡼ㸟ྩࡣỌஂ⚾ࡢ
ᚰࡢᾏࡢᛣ℀ࢆ⪺࠸࡚࠾ࡃࢀࠋ

ࠕኴ㝧♩㈶ࠖࡣኴ㝧ࡑࡢࡶࡢࢆ♩㈶ࡋࡓసရ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠗዪ⚄࠘୰⾲⌧ࡉࢀࡿࠕኴ㝧ࠖࠕᾏࠖࡣ
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୍ᑐࡢ࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊேࠎࢆගࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㉮ࡽࡏࡿࠊගࡢ㌟ࡔ࠸࠺
ᬯ㯮ࡢᑐẚࡀࡇࡇ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡍࡿពぢࡶ࠶ࡿ

32ࠋࡲࡓࠊග᫂

33ࠋኴ㝧ࡣග᫂ࡢ㌟࡛࠶ࡾᬯ㜌ࢆ

↷ࡽࡋฟࡍࡶࡢࡋ࡚ࠗዪ⚄࡛࠘ࡣᕼᮃ‶ࡕ࠶ࡩࢀࡓࡶࡢࡋ࡚ᥥࢀࡿ࠸࠺ࡢࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢホ
౯࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊࠕዪ⚄அ⏕ࠖࡀࠕᙜࡢ୰ᅜࡢ༡ᡓதࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠾ࡾࠊඹᕤࡣ༡᪉ࡢ㇟ᚩ
࡛ࠊ㢥㡳ࡣ᪉ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ୧⪅௨እࡀᘓタࡍࡿ➨୕ࡢ୰ᅜɆ⨾ࡋ࠸୰ᅜࢆീࡋࡓࠖ34ࠗ
㐀༑ᖺ࡛࠘グࡍࡼ࠺ࠊዪ⚄ࡀồࡵࡿ᪂ࡋ࠸ኴ㝧ࡣᕼᮃࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡗࡓゎ㔘ࡉࢀࡓࠋ
 ࡑࡢኴ㝧ࡣࠊ⏕ࡢ᰿※ࡔࡍࡿ⏕⩏࣭ỗ⚄ㄽࡢ⪃࠼᪉ࡢ᰿ᮏࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊኴ㝧
ࡽ㝆ࡾὀࡄගࠊኴ㝧ࢆぢࡘࡵࡿࡁࠕ▖ࡢዟࡽ↓ᩘࡢ㯤㔠ࡢ⣒ࡀኴ㝧ྥࡗ࡚㣕ࢇ࡛࠸ࡃࠖ
࠸࠺ᵝࡣࠊ┠ࡀࡢࡼ࠺≀ࢆぢࡿ࠸࠺⤌ࡳࢆ▱ࡗࡓୖ࡛ࡢグ㏙ἲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⏕ࡢ
ࡍ࡚ࡽ┿ࡗ㉥࡞⾑₻ࢆ↷ࡽࠖࡍᵝࡶࠊᡭࡢࡦࡽࢆኴ㝧㏱ࡋࡓᾋࡧୖࡀࡿ⾑₻ࢆぢ࡚࠸
ࡿࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋど⚄⤒ࡶ⾑ὶࡶࠊ㌟యࡢ୰࡛ዴᐇឤࡌࡿჾᐁ࡛࠶ࡾ㌟యឤぬ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ⏕
⩏࣭ỗ⚄ㄽࡀάࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ࠸࡞࠸ࠋᡈ࠸ࡣࠊࠕ⚾ࡢḷࡢࡍ࡚ࡽ㯤㔠ࡢἻἓࠖࢆᾋ
ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇࡶࠊ㟁Ꮚࡼࡾࡶᚤ⣽࡞⢏Ꮚࢆឤࡌྲྀࢀࡿ㒌ἓⱝ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠊࡁࡽࡁࡽࡋࡓゝⴥ
ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋኴ㝧⮬ศࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤᛂࡢᵝࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓゝⴥࡽࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
ࡋࡋࠕኴ㝧♩㈶࡛ࠖࡣࠊኴ㝧ࡣ♩㈶ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚⫯ᐃⓗᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢ♩㈶
ࡣ㒌ἓⱝࡣኴ㝧ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊኴ㝧ྠ୍ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࠕኳ≸㸦ኳࡢ≸㸧࡛ࠖࡣ
ࠕኴ㝧ࢆ࿐ࡳ㎸ࢇࡔࠖ࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⚄ヰఏㄝࡢኳ≸ࡀ᪥᭶ࢆ࿐ࡳ㎸ࡴ࠸
࠺ヰࢆ⏝ࡋ࡚ࡢ⾲⌧ࡍࡂ࡞࠸ࠋᡈ࠸ࡣࠊ
ࠕ᪥ฟࠖࡢࡼ࠺࣏ࣟࣥࡢᚚ⪅࡞ࡿࠊ
ࠕᬋᏳࠖࡢࡼ࠺
ኴ㝧ࡢ㌶㐨ࢆ㐍ࡴ࠸࠺సရࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡶ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ࣏ࣟࣥྠ୍ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ㢼
ࡗ࡚ኴ㝧ඹ㐍ࡴࡔࡅ࡛ࠊኴ㝧ࡣ୍యࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊኳࡢ≸ࡸ࣏ࣟࣥ࠸࠺⚄
ヰఏㄝゝᐤࡏࡓࡣࠊࡸࡸẼᏱኊ࡞స㢼ࡣ࡞ࡿࡇࡶ≉ᚩ࠸࠼ࡿࠋ
 㒌ἓⱝࡣኴ㝧ࢆ♩㈶ࡋࠊኴ㝧ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣኪࡢୡ⏺Ᏻᑀࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡶリࡢ୰
ࡽぢ࠸ࡔࡏࡿࠋࡓ࠼ࡤࠕኪṌ༑㔛ᯇཎ㸦ኪ༑㔛ᯇཎࢆṌࡃ㸧
ࠖ
ࠕᬌṌ㸦ኪṌࡃ㸧࡛ࠖᯇᯘ࠸࠺Ύࠎ
ࡋሙᡤࢆኪṌࡃᵝࢆᥥࡁࠊ
ࠕ᪥ฟࠖࡸࠕᬋᏳ࡛ࠖࡍࡽࠊ࡛ࡣ࡞ࡃኪࡀ᫂ࡅ࡚ᮅ᪥ࡀ᪼ࡿࡑࡢ᫂ࡅ᪉ࢆ
ㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕኴ㝧♩㈶࡛ࠖࡶ᪥ࡀ᪼ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ኪ᫂ࡅࢆㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒌ἓⱝࡗ࡚ኪᡈ
࠸ࡣኪ᫂ࡅࡀΎࠎࡋ࠸⢭⚄ࡢᏳᑀࡉࢆಖࡘ㛫࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࠕ⯅ᡂ௹࿃ྠᰩᯘᅬࠖ࠾࠸࡚
ࠕΎᬋᰩᯘධࡾࠊ⣸㞼ᬕᪿࢆᤄࡍࠋᨒࡋ࡚ࡢ⭜ཬࡧࠊᯇ㢼ᡃࡀ⬻ࢆΎࡃࡍࠋ㸦᫂ࡅ᪉ᰩᯘ
ᅬ⾜ࡃࠊ⣸㞼ᒣࡀ㟷✵ࡑࡧ࠼࡚࠸ࡓࠋ୰⭡ࡲ࡛Ⓩࡿࠊᯇ㢼ࡀ⚾ࡢ⬻ࢆὙ࠸ὶࡋࡓࠋ
㸧
ࠖㅻࡗ
ࡓࡽኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕኳ≸࡛ࠖ⮬ศࡢయෆࢆᏱᐂྠ୍ࡋ࡚ㅻࡗࡓኳே┦㛵ࡢᛮࢆᣢࡕ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ศࡢ୰ᑠኴ㝧ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
㒌ἓⱝࡣኴ㝧ྠ୍࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋኴ㝧࠸࠺ග᫂ࢆㅻ࠸ࢀࡘࡘࡶࠊリேࡢ⏕ࡣ㜌

32
33
34

ࠗࠓዪ⚄ࠔᰯ㔘࠘ࡢࠕᾎᾏࠖࡢὀ㔘ࡼࡿࠋ
Ṋ⥅⥆ᖹࠗ␗ᩥࡢ࡞ࡢ㒌ἓⱝɆ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ 12 ᭶㸧
ࠗ㒌ἓⱝ㞟࠘12 ᕳࠊ79 㡫
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ᾐ㣗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋගࢆ⫯ᐃࡋồࡵ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊග᫂࠸࠺ኴ㝧࡞ࡾࡁࢀ
࡞࠸ࡢࡣఱᨾ࡞ࡢࠋ
 ࡇࡇ㒌ἓⱝࡢᜊឡࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㒌ἓⱝࡗ࡚ࠊṇᘧ࡞⤖፧ࢆࡋࡓጔᙇ⎟⳹ࢆᨾ㒓ṧࡋࠊ
᪥ᮏ࡛ᜊேబ⸨ࡳฟࡗ࡚ᐇୖࡢ፧ጻ㛵ಀ࡞ࡗࡓࠋ⮬⏤ᜊឡࡢ┦ᡭ࡛࠶ࡾࠊリேࡢዪ⚄࡛
࠶ࡗࡓబ⸨ࡳࡢ㈆᧯ࢆቯࡋࡓ࠸࠺⨥ࡢព㆑ࡀࠊዪ⚄࡛࠶ࡾග᫂ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿኴ㝧ࢀࢆࡶࡕࡘ
ࡘࡶࠊ୍యࡍࡿࡇࡀฟ᮶࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣᨵࡵู࡚✏࡛ㄽ
ࡌࡿࡇࡋࡓ࠸ࠋ

㸵㸬࠾ࢃࡾ
 㒌ἓⱝࡢᛮ࡛ỗ⚄ㄽࡤࢀࡿࡶࡢࡣࠊṇᮇࡢ⏕⩏ⓗ࡞₻ὶࡢ୰⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡓ
࠼ࡤࢱࢦ࣮ࣝࡢసရࡶࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ⏕⩏ࡢ୍Ỉ⬦ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢱࢦ࣮ࣝࡣࠕᓊࠖ
ࢆ㢟ᮦࡋࡓసရࡀ」ᩘ࠶ࡿࠋࡑࢀೌࡗ࡚㒌ἓⱝࡀࠕᓊୖࠖ࠸࠺సရࢆసࡗࡓࠋྠࡌࠕᓊࠖࢆ㢟
ᮦࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢱࢦ࣮ࣝࡣࠕ⯚ࡗ࡚ᙼᓊ⾜ࡃࡇࡢ࡛ࡁࡿேࠖࠕ⯚ࢀࡎṈᓊ␃
ࡲࡿᏊ౪ࠖ࠸࠺ᑐẚ࠸ࠊ⮬ࡽࢆ⣧⢋↓ᇈ࡞ࠕᏊ౪ࠖࡢ㇟ᚩࡋ࡚ㅻࡗࡓࡢᑐࡋࠊ㒌ἓⱝࡣࠕ
ே࡛ࡶᙼᓊ࠸ࡅࡎṈᓊ␃ࡲࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ே࡛࠶ࡿ⮬ศࠖࡀ␃ࡲࡿሙᡤࡋ࡚ㅻࡗࡓࠋࡇࢀࡣ
᫂ࡽࢱࢦ࣮ࣝసရࢆⓎᒎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㒌ἓⱝࡗ࡚ࠕᓊࠖࡣ⮬↛ᑐᓖࡍࡿሙᡤ
ࡋ࡚ከࡃᥥࢀࡓ㔜せ࡞㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࠕᓊࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ୍⯡ࠗዪ⚄࠘ࡢ୰ᚰⓗ࡞ࣔࢳ࣮
ࣇࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠕኴ㝧ࠖᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
ࠗዪ⚄࠘࠾࠸࡚ࡣࠕኴ㝧ࠖࡣ⏕ࡢ᰿※࡛࠶ࡿྠ
ࠊリసࡢ᰿※ࡋ࡚♩㈶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỗ⚄ㄽⓗ࡞ୡ⏺ほ࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬↛୍యࡋ࡚ㅻḷࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㒌ἓⱝᮏேࡣࠕኴ㝧ࠖࢆ♩㈶ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠕኴ㝧ࠖࡢ㛫ࡣ୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆ⨨࠸ࡓࠋ
㒌ἓⱝࡣᖖࠊࠕᓊࠖࡢୖ࡛ᙸ࠸ࠊኪࡢ㛫ࠊග㜌ࡢ㛫❧ࡘ࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ࡛సရࢆ᭩࠸࡚
࠸ࡓࠋ
ࠕኴ㝧ࠖࢀࡿࡶ㒌ἓⱝ⮬㌟ࡣࠕኴ㝧ࠖࡣ୍య࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ⴱ⸨ࡀࠊ㒌ἓⱝࢆస
✺ࡁືࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ࢆㆭ⨾ࡍࡿ᪥ᮏ࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢ₻ὶࡾࡘࡘࡶࠊࡋࡋࡑࡇ㒌ἓⱝ
⊂≉ࡢỗ⚄ㄽ⮬↛ほࢆࠊ⮬↛ࢆㅻ࠺ࡇࡼࡗ࡚ᫎࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ᖹ ᡂ 2㸵 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨ 10 ྕ ᡤ  ㄽ ᩥ
I   ―TIEPh ➨ 1 ࣘࢽࢵࢺ ⮬↛ほ᥈究ࣘࢽࢵࢺ―

ࡇࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊ⮬↛ほࡸ᐀ᩍࡢከᵝᛶࢆྫྷࡋࡘࡘࠊᮾὒᛮࡢࡶࡘ⌧௦ⓗព
⩏ࢆᥦ♧ࡍࡿάືࡀ㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࠎࡣࠊᩥ⊩◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍᛮࡸ୰ᅜᛮࡳࡽࢀࡿᮾὒࡢఏ⤫ⓗ࡞⮬↛ほ
ࡢ◊✲ࢆ᥈✲ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢᩘᖺࡣࡑࡢᡂᯝࢆᘬࡁ⥆ࡁ✚ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⌧௦♫
ࡢᯫᶫ࡞ࡿ㏆௦ࡢ᪥ᮏ♫࠾ࡅࡿ⮬↛ほ㛵ࡍࡿ◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ
ヨ ࡳ ࡣ ࡉ ࡽ  ᣑ ᙇ ࡉ ࢀ ࠊ᪥ ୰ ࡢ ྂ  ᩥ Ꮫ ࡸ ⌧ ௦ ᩥ Ꮫ  ࠾ ࡅ ࡿ ⮬ ↛ ほ ࢆ ᥈ ✲ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠊ
ࡼࡾᗈỗ࡞࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࡢᒎ㛤ྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡲࡓ⇃㔝ࢆࣇ࣮ࣝࢻ
ࡋ࡚ࠊ༡᪉⇃ᴋࡢᛮࢆ᪥ᮏࡢ♫⨨࡙ࡅࡓࡾࠊ⌧௦୰ᅜࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㢼Ỉᛮࢆㄝࡃᩥ⊩⌧ᐇࡢ⮬↛⎔ቃࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒࡋࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸ヨࡳᖹ⾜ࡋ࡚ᚑ᮶ࡢᩥ⊩◊✲ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤࢆ㢳ࡳ
࡞࠸ែᗘࡣࠊᮍ᮶࠾࠸࡚⌧ᅾࡢᡃࠎᑐࡍࡿែᗘࡋ࡚㏉ࡗ࡚ࡃࡿࠋ୍㐣ᛶ࡛࡞࠸
┿ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ࡞࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࢆḟ௦ఏ࠼࡚࠸ࡃࡣࠊࡑࡢᛮࡢ୰ዴ
ఱ㐣ཤࡽࡢ㈨⏘ࢆ⥅ᢎࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

9
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ື≀ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ̿̿ྂᕝ᪥ฟ⏨ࡢീຊ̿̿
ᒣᮏு㸦ᩥᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ྂᕝ᪥ฟ⏨ࠊື≀ࠊ㡢ᴦࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࠊᩥᏛⓗീຊ

㸯
⚾ື≀̿̿≟࡛ࡶ⊧࡛ࡶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣁ࣒ࢫࢱ࣮࡛ࡶ㇟࡛ࡶࡼ࠸̿̿ࡀࡦࡘࡢ㒊ᒇ࠸࡚ࠊࡑ
ࡇ㡢ᴦࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡁࠊ⚾ࡑࡢື≀ࡣࠊྠࡌࠑ㡢ᴦࠒࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢ㡢ᴦྜࢃࡏཱྀ࡚ࡎࡉࡴ⚾ࡢ㞄࡛ࠊື≀ࡣఱࡸࡽ㬆ኌࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡁࠊ⚾ࡑࡢ
ື≀ࡣࠊྠࡌࠑ㡢ᴦࠒࢆḷࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡉࡋ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ๓⪅ࡢၥ࠸ヰ㢟ࢆࡋࡰࢁ࠺ࠋࡶࡼࡾࠊே㛫ື≀࡛ࡣ⫈ぬჾᐁࡸྍ⫈ᇦ
ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊᙜ↛࡞ࡀࡽ⫈ࡇ࠼࡚࠸ࡿࠑ㡢ࠒࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔࠋࡲࡓ௬ࠊㅖ✀ࡢᐇ㦂
ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿື≀ࡀ㡢ᴦࢆᘚู࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆே㛫ࡢ㡢ᴦㄆ▱ࠑྠࡌࠒ
ࡶࡢ⪃࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ ࠋ
୍᪉ࠊࡑࡇ࡛▱ぬࡉࢀࡓࠑ㡢ࠒࡣࠊ≀⌮ⓗྠ୍࡛࠶ࡿ✵Ẽື̿̿⌧㇟ࡢ⫼ᚋᐃࡉࢀࡿ
ࠑ≀⮬యࠒゝ࠺ࡁ࡛࠶ࢁ࠺̿̿ࢆࡶࡋ࡚࠸ࡿࠊࡦࡲࡎ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞␃ಖࢆせࡍࡿࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀ㸧
ࠋࡑࡶࡑࡶே㛫࠺ࡋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡓ࠼ࡤࠑྠࡌࠒࣦ࣊
࣭࣓ࢱࣝࡢᴦ᭤ࡀࠊ࠶ࡿ⪅ࡣ㦁㡢ࡋ⪺ࡇ࠼ࡎࠊูࡢ⪅ࡣᚰࢆ㟈ࢃࡏࡿ㡢ᴦࡋ࡚ாཷࡉ
ࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⫈ぬჾᐁࢆᣢࡓ࡞࠸᳜≀ࡉ࠼ࠊ
ࠑྠࡌࠒ࣮ࣔࢶࣝࢺࢆ⪺ࡏ࡚㸦㸻ࠑྠࡌࠒ࿘
Ἴᩘࡢ㓄ิࢆᾎࡧࡉࡏ࡚㸧ࡳࡓࡾࡶࡍࡿࠋ
㡢ᴦᏛ㸦㡢㡪Ꮫ㸧
ࠊㄆ▱⛉Ꮫࠊື≀ᏛࠊဴᏛࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㡿ᇦΏࡿၥ㢟ゝ࠼ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣ⛉ᏛⓗࠊᏛၥⓗㄽ㆟ࡣࡾ࠶࠼ࡎᥐࡃࡇࡋࠊ㡢ᴦື≀Ꮡᅾࢆ⤖ࡪࡇࢁᗈࡀࡿࠊ⛥᭷࡞
ᩥᏛⓗീຊࡢࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ᑠㄝᐙྂᕝ᪥ฟ⏨ࡣࠊே㛫ࡢṔྐ⩻ᘝࡉࢀࡿ㌷⏝≟ࡢࢻ࣐ࣛࢆᥥ࠸ࡓࠗ࣋ࣝ࢝ࠊྭ࠼࡞࠸ࡢ
࠘ ࢆࡣࡌࡵࠊே㛫♫᳇ᜥࡍࡿື≀ࢆయࡋࡓసရࢆከࡃⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋἼᡞᒸᬒኴẶ
ࡣࠊື≀ࡢ⏕ࢆ⾲⌧ࡋࡓྂᕝసရࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕே㛫ࡀື≀ࢆほᐹࡍࡿࠕື≀ᩥᏛࠖࡣ␗࡞
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡾࠊே㛫ࡀື≀♫ᨃែࡍࡿࡇ̿̿࠶ࡿ࠸ࡣࠊື≀ࡀே㛫♫ᨃែࡍࡿࡇࢆ㢟ࡋ࡚࠸
33 ᕳ➨ 6 ྕࠊ2004 ᖺ 6 ᭶㸧ࡣࠊࠕࣄࢺ௨እࡢື≀ࡶస㢼ࡢ␗࡞ࡿ
ᴦ᭤ࡢᘚูࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᘚูࡀࣄࢺྠࡌࡸࡾ᪉࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡣ⪃࠼
ࡃ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2 ᩥ⸤⛅ࠊ2005 ᖺ 4 ᭶ࠋ
3 ྂᕝసရⓏሙࡍࡿື≀ࡢㅖ┦ࡘ࠸࡚ࡣࠊụ⏣㞝୍ࠕྂᕝ᪥ฟ⏨ⴭసゎ㢟 ⩻ࠊື≀ࡢኌࢆ⪺ࡁࠊくᧁ
ࡏࡼࠖ
㸦ࠗᩥ⸤࠘➨ 46 ᕳ➨ 3 ྕࠊ2007 ᖺ 8 ᭶㸧ࢆཧ↷ࠋ
1Ἠ᫂ᏹࠕື≀ࡢ͆㡢ᴦ͇ㄆ▱ࠖ
㸦
ࠗゝㄒ࠘➨
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ࡿࠖホࡍࡿ ࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡢࠕᨃែࠖࢆࠊ
ࠕே㛫ື≀ࡢቃ⏺ࢆࠕ⥺࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ㡿ᇦࠖࡳ࡞
ࡋࠊࡑࡇࢆࡲࡿࡈ༨ᣐࡋࡼ࠺࠸࠺ࠊⱁ⾡ⓗ࡞ࡳࠖࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ࠕྂᕝ᪥ฟ⏨ࡣ୍㈏ࡋ࡚ࠊே
㛫ື≀ࡢ࠶࠸ࡔᗈࡀࡿቃ⏺㡿ᇦ᰿ᇛࢆ⠏ࡁࠊࡑࡇࢆᕫࡢࠕ㡿ᅵࠖࡍࡿࡇ࡛ࠊ⊂⮬ࡢᩥᏛ
✵㛫ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿ ࠋ
ࡲࡓࠊ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥࡶ⮬సࡢᮁㄞࣦࣛࡶ࠾ࡇ࡞࠺ྂᕝࡣࠊ㡢ᴦࡢ⃰ᐦ࡞㛵ࢃࡾࢆᡴ
ࡕฟࡍసᐙ࡛࠶ࡾ ࠊ⊂≉ࡢࢫࣆ࣮ࢻឤࣜࢬ࣒ࢆᣢࡘࡑࡢᩥయ ࢆࡣࡌࡵࠊ㡢㸦ᴦ㸧㸫⫈ぬࡲࡘ
ࢃࡿၥ㢟ព㆑ࢆసရࡢ㝶ᡤ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕぢࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ┠ࢆࡘࡪࡿᾘ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡼࠊໝ࠸ࡶ⮯࠸౽ᡤධࡿࡣ㰯ࢆࡩࡉࡄ࡛ࡋࡻࠊ
࡛ࡶ⪥ࡗ࡚ពᛮ࡛ࡣࡩࡉࡆ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣఱ࠶ࡿࡢ࡞࠶ᛮࡗ࡚ࠋ
ࠖ̿̿ࡇ࠺ࡋࡓ⫈ぬάືࡢ≉ᛶ
ࡣࠊ୍⯡ࡼࡃゝࢃࢀࡿࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡾࢃࡅෑ㢌ࡢၥ࠸ࢆច㉳ࡉࡏࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋど
ぬࡸႥぬࡘ࠸࡚ࡣࠊ▱ぬయᑐ㇟ࡀྠࡌ✵㛫Ꮡᅾࡍࡿࡇࢆࠊࡑࡢࡲࡲཷᐜࡢᡂ❧ࡳ࡞ࡍࢃ
ࡅࡣ࠸࡞࠸ࠋど⥺ࢆ㐓ࡽࡋࡓࡾ┠ࢆࡘࡪࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࢆぢ࡞࠸ࡇࠊᜥࢆṆࡵࡓࡾཱྀ
࡛྾ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࢆႥࡀ࡞࠸ࡇࡀࠊࡦࡲࡎྍ⬟ࡔゝ࠼ࡼ࠺ࠋ୍᪉ࠊ⫈ぬࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㡢⌧㇟ሙࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ⮬యࡀࠊࡑࡢཷᐜࢆᙉࡃᐃࡉࡏࡿ㸦ㅖࠎࡢ␃ಖ᮲௳ࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ㸧
ࠋ
ࠕ⪥࠸࠺ࡢࡣ㛢ࡌ࡞࠸ࡽ̿̿ពᛮຊ࡛⫈ぬࢆࢩࣕࢵࢺࢲ࢘ࣥࡍࡿࡢࡣ┦ᙜ࡞ᅔ㞴ࢆక࠺̿
̿㡢ࡣ୍⯡ࠊ
ࠕὶࡏࡤධࡿࠖ
ࠖゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㡢ࡢ▱ぬࡣࠊẚ࡚ᙉไⓗࠊཷືⓗ࡞ࡶࡢ
ࡔࠊ୍⯡ⓗࠊ┤ឤⓗᤊ࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡾࢃࡅࠊᡭ࡛⪥ࢆሰࡄࡇࡢ࡞࠸ື≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡢⌧㇟ࡑࡢ▱ぬ㛵ࡍࡿ≉ᛶࡀᙜ࡚ࡣࡵ
ࡸࡍ࠸ࠋ㡢㌟ࢆ᭚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࠾࠸࡚ࠊே㛫ື≀ࡣྠิ࠶ࡿᐃ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇࡽࠊྠ
ࡌ✵㛫࠸ࡿே㛫ື≀ࡀࠑྠࡌ㡢㸦ᴦ㸧
ࠒࢆ⪺ࡁࠊඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢീࡀാࡁฟࡍ ࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓീࡣࠊᩥᏛୖࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ྥᛶࠊྍ⬟ᛶࢆࡶࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࡀࠊྂᕝసရ
࠾ࡅࡿࡑࡢ୍ࡋ࡚ࠊே㛫ື≀ࡢ⩌ീᑠㄝࠗMUSIC࠘ ࢆぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡶసရࡢ୰ᚰ
ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠊ༑୕ṓࡢᑡᖺࠕభከࠖ⅊Ⰽࡢኳᡯ⊧ࠕࢫࢱࣂࠖࡣࠊ
ࠕభከࠖࡀࠕ⊧ㄒࠖࢆồࡵ࡚Ⓨ
ぢࡋࡓཱྀ➜㸦ࠕ⊧➜ࠖ
㸧ࡼࡗ࡚ࠊពᚿࡢ㏻ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ ࠋࡉࡽࠊ
ࠕ⊧➜ࠖࡢ᪕ᚊ㸦㸻㡢
ࠗື≀ࡣࠕㄡࠖ㸽 ᩥᏛ࣭リᏛ࣭♫Ꮫࡢᑐヰ࠘ࠊỈኌ♫ࠊ2012 ᖺ 4 ᭶ࠊ113 㡫㸦ഐⅬᮏᩥ㸧ࠋ
Ἴᡞᒸ๓ᥖ᭩ࠊ118 㡫ࠋ
6 ࡓ࠼ࡤࠊ」ᩘࡢ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥࡢᑐㄯࢆྵࡴࠗࣇࣝ࢝࣡ࣄࢹ࢜ࢫࣆ࣮ࢡࢫ㸟࠘
㸦ࣝࢸࢫࣃࣈࣜࢵࢩࣥ
ࢢࠊ2009 ᖺ 11 ᭶㸧ࢆཧ↷ࠋ
7 ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠ⣧୍ࠕᣦ㸭㡢ࡢ࣍ࢣࢺࢫ ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㐍ࡍࡿ࣮࢜ࢺ࣐ࢸࢫ࣒ࠖ
㸦
ࠗࣘࣜ࢝࠘➨
38 ᕳ➨ 8 ྕࠊ2006 ᖺ 8 ᭶㸧ࡀㄽࡌࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
8 ࠗࣇࣝ࢝࣡ࣄࢹ࢜ࢫࣆ࣮ࢡࢫ㸟࠘
ࠊ148 㡫ࠋ࡞࠾ᘬ⏝ࡣࠊ
ࠕࡶࡢࢆసࡿேከ࠸ࡢࡣᫎ⏬ࡣࡲࡗ࡚ࠊᫎ⏬ࡀ⮬
ศࡀసࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ✲ᴟࡢᙧࡔࡳࡓ࠸࡞ࡢࠋࡑࢀࡀನࡢሙྜࡣ㡢ᴦࡔࡗ࡚ᛮࡗ࡚࡚ࠋ
ࠖࡢⓎゝ⥆ࡃࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
9 ྂᕝ᪥ฟ⏨ࠗᑠㄝࡢࢹ࣮ࣔࣥࡓࡕ࠘
㸦ࢫࢵࢳ࣭ࣃࣈࣜࢵࢩࣥࢢࠊ2013 ᖺ 12 ᭶㸧ࠊ42 㡫ࠋ
10 ࠕ࠺ࡕࡣࢇ࠺ᖺࢆࡗࡓ⊧ࡀ࠸࡚ࠊࡑࡢ⊧ࡀ࠸ࡕࡤࢇᚰᆅࡼࡉࡑ࠺ࡍࡿࢹࢫࢡࡀࠊAURORA ࡢ
ࠕFjordࠖࡔࠋࡑࢀࡗ࡚ࠊ࠺࠸࠺ࡇࠖ㸦ྂᕝ㸧ࠋ
࢚ࠗࢫࢡ᪥ᮏ∧࠘㸦➨ 23 ᕳ➨ 7 ྕࠊ2009 ᖺ 7 ᭶㸧ࡢ
≉㞟ࠕᮍ᮶ఏ࠼ࡓ࠸ 100 ࡢࡇࠋࠖᐤࡏࡓࠊ㡢ᴦᐙୖ⸅㛵ࡍࡿ࢚ࢵࢭࡼࡾࠋ
11 ᪂₻♫ࠊ2010 ᖺ 4 ᭶ࠋ௨ୗࠊᘬ⏝㡫ࡣྠ᭩ࡼࡿ㸦ഐⅬ࡞ࡣᮏᩥ⾲グࡶ࡙ࡃ㸧
ࠋ
12 ྂᕝࡣࠊ᭱ึࡢⲡ✏࡛ேබࡢ⊧ࡀே㛫ࡢゝⴥࢆႅࡗ࡚࠸ࡓࡢࢆࠊࡢࡕ᭩ࡁ┤ࡋࡓ᫂ࡋࠊ
ࠕࡑࢀ࠸࠺
ࡢࡶࠊ⊧ࡣႅࡽ࡞࠸ࠊ࡞ࡐ࡞ࡽ⊧ࡔࡽࠊᛮࡗࡓࡽࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠶ࡢࢫࢱࣂ࠸࠺⊧ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋࡑࢀࡣே㛫
4
5
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ᴦ㸧ࡣࠊࣁ࣮࣓ࣝࣥࡢ➜྿ࡁࡢࡈࡃࠊ⊧ࡢ⩌ࢀࢆືࡍຊࢆᣢࡘࠋࡑࡋ࡚ࠕభከࠖࡣࠊᙜึࡢ
ࠕ⊧ㄒࡢ㟷ᒣ᪉ゝࠖࢆࡶࠊ
ࠕ⊧ㄒࡢᮾிࡢࠊ㒔ᚰ⏝ࡢඹ㏻ㄒࠖࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠊࠊࠊ
༑୕ṓࡢࡽࡔࡑࡢࡶࡢࢆᴦჾࡋ࡚ࠊ㡢ᴦࡣዌ࡛ࡽࢀࡓࠋ࠶ࡿ୍ࡘࡢ᪕ᚊࡀⓎࡏࡽࢀࡿ
ࡰྠࠊࡑࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ㸦ࡢ᪕ᚊ㸧ࡀᏊ࡞ࡾࠊࡲࢀ୕ࡘᏊࠊࡘᏊࡍࡽ࡞ࡿࠋ㐜
ࡶ

ࡢ

ࢀ࡚ฟ⌧ࡋࡓ ᪕ᚊ ࡓࡕࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝࢆ࠸ࡗࡏ࠸ከ㡢࡛㏣࠸࡞ࡀࡽࠊᦂࢀࡿࠋ㏣㊧ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡶࡕࢁࢇᦂࢀࡓࠋࡑࢀࡽࠊࡶࡕࢁࢇ㊴ࡡࡓࠋ᭤ࡀࡗࡓࠋࢀࡓࠋࡓࡪࢇ⮬⏤ࡢ᪉ゅ
ࢀࡓࠋࡑࢀࡀ⮬⏤ࡢ㡪ࡁࡔࡽࠋభከࢫࢱࣂࡢ㑍㏪ࡽ⏕ࡲࢀࡓ̿̿ேࡢᑡᖺே࡛ࡣ࡞࠸
ࣈ࣮ࣝ

ࣈ࣮ࣝ

ࡶࡢࡢ㞝ࡢ̿̿ࠊኚኌᮇࡢ ៧㨚  ⅊Ⰽ ࡢ㐼㐝ࡀㄌ⏕ࡉࡏࡓࡶࡢࡔࡽࠋ
㸦͐㸧ࡔࡽࠊ⊧ࡓ
ࡕࡢᚰࡣ㡪࠸ࡓࠋయẟࢆ᧙࡛࡚ࠊ⥲㌟ࢆࡘࡘࡳࠊព㆑ࡢࡍࡳࡎࡳⁱࡳධࡗࡓࠋ
㸦106 㡫㸧

 ࡲࡓࠊࡑࢀࡣࠕ᪕ᚊࡽᙧసࡽࢀࡓឤࡢゝㄒ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࠕࡶࡋࡶ⊧᪘ࡀཱྀ➜ࢆ྿ࡅࡿᵓ㐀ࡢཱྀ⭍
ཱྀ၁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡽࠊ࠾࠾ࡓḷࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ྿ࡁ㏉ࡋࡓࡔࢁ࠺ࠋ
ࠖ
㸦137 㡫㸧ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ⮬⏤ࡢ
㡪ࡁࠖࡋ࡚࠶ࡿࠕ᪕ᚊࠖ
㸦㡢ᴦ㸧
ࠊࡑࡢࠕឤࡢゝㄒࠖࡢඹ᭷ࠊඹຍ࠼࡚ࠊࡑࢀࢆ⪺࠸ࡓື≀
ࡽࡢࣜࢡࢩࣙࣥ̿̿ື≀ࡶࡲࡓḷ࠺ࡇ̿̿ࡀീࡢෆධࡗ࡚ࡃࡿࠋື≀ࡣே㛫ྠࡌ㡢ᴦ
ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྠࡌ㡢ᴦࢆḷࡗ࡚࠸ࡿ㸦ḷ࠾࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸͐͐ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺సရࡣࠊᮏㄽෑ㢌ᣲࡆࡓၥ࠸ࡢᚋ⪅ࡶᾋୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓ↓ᑾⶶࡢീࡽࠊࡓ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ወ㋱ࡢᬒࡀฟࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿኪࠊ

༊

ࣀ㛛⏺㝰ࡢᬯࡀࡾ࡛ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡽ㬆ࡾ㡪ࡃ㡢ᴦࡏࠊ⊧ࡢ⩌ࢀࡀኌࢆ࠶ࡆࡿࠋጞࡵࠊ୍
༉ࡢ⊧ࡀᤞ࡚ࡽࢀࡓࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥࢆഅ↛㋃ࡴࠊ㡢ᴦ⏕ࢯࣇࢺࡽࣟࢵࢡㄪࡢ᭤ࠊ
ࠗࢦࢱࣥࢲᭀ
ࠊࠊ
ື࠘ࡀ㬆ࡾฟࡍࠋ⾜ࡁ࠺ᩘ༉ࡢ⊧ࡀࠊࡳ࡞ႃࢆ㬆ࡽࡋ࡚㏆࡙ࡁࠊ
ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ₇ዌࡍࢃࡤ
ࡾ⪺ࡁᝮࢀࠊᬒࡣ࠸ࡗࡁ⊧ࡢ㞟ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋࡓࠖ
㸦170 㡫㸧
ࠋࡑࡇ⌧ࢀࡓࠕభከࠖࡣࠊ
⊧ࢆ㨩ࡍࡿࡑࡢ㡢ᴦࠊ
ࠕ㡪ࡁࡢ⮬⏤ࠊ⮬⏤ࡢ㡪ࡁࠖ
㸦171 㡫㸧ࢆ⪺ࡁྲྀࡿࠋ
ࠕభከࠖࡀࠕ⊧➜࡛ࠖ
᪕ᚊࢆ࡞ࡒࡿࠊ⊧ࡓࡕࡣࠕࡁࠖ
ࠊ
ࠕၕࡾࠖ
ࠊ
ࠕ࠺ࢃ᧿ࡾ࡛ࠖᛂ⟅ࡍࡿࠋ
ࠗࢦࢱࣥࢲᭀື࠘ࡣࠕ࡞ࡸ
ࡽ⊧ࡢ႐ᛣယᴦࡢࠊᴦࠊࡌࡳࡓ⾪ືࠖ
㸦171 㡫㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕభከࠖᣦࡢࠕྜၐࠖཧຍࡍ
ࡿ⊧ࡓࡕࡣࠕ⟬⾡⣭ᩘⓗࠖቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ̿̿㡢ᴦ୍యࡋࡓࠕ⮬⏤ࠖࡢືᩥᏐ࠾ࡾඹ
㬆ࡍࡿࠊ
ࠕḷ࠺⊧ࡓࡕࠖࡢጼࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⚃⚍ⓗᬒࢆࡶࡗ࡚ᥥࡁฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕభከࠖࡣࠊࡍ࡚ࡢ༊ෆᅾఫ⊧ാࡁࡅࡿࠕ⎍࡞ࡿ

༊ᶆ‽ཱྀㄒࠖࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ

ࠕゝㄒࡋ࡚㡢ᴦࠊ⊧➜ࡋ࡚⊧ㄒࠊ⮬⏤࡞㡪ࡁࡋ࡚⏕ຊࠖ
㸦218 㡫㸧ᙧᐜࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⊧
ࠊࠊ
ࡢ⩌ࢀࡢ⛣ືࢆ⋡࠸ࡿࠕభከࠖࡢጼࡣࠊ
ࠕேࠊ࠸࠺⠊ࢆ㉸㉺ࡋ࡚ࠊ༙ே༙㡢ᴦࠖ
㸦218 㡫㸧
ㄒࡽࢀࡶࡍࡿࠋࡇࡢࡁࠕభከࠖࡣࠊࡴࢁࢇࠑ༙⋇ࠒ࡞ࡽࡠࠑ༙ື≀ࠒࡢᵝែࡶ࠶ࡿ⪃࠼࡚ࡼ
୰ᚰ⩏ࡢྰᐃࡋ࡚ࡢࠕື≀ࡢᑠㄝ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࠶ࡿព࡛ே㛫୰ᚰ⩏ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊࡅࢀࡶேබࡣ
⊧࡛࠶ࡿࠊ࠸ࡗࡓ≀ㄒࡢࢩࣇࢺࡔࡗࡓࠋࡇࡢពࡣࡁ࠸ᛮ࠺ࠋࠖㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦๓ᥖࠗື≀ࡣ
ࠕㄡࠖ㸽࠘
ࠊ90 㡫㸧ࠋ
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࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇࡣࠊἼᡞᒸẶࡢゝⴥࢆࡾࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࠕே㛫ࡀື≀♫ࠖࠊ
ࠕື≀ࡀே㛫♫ࠖ
ࠕᨃែࠖࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ࠕே㛫ື≀ࡢ࠶࠸ࡔᗈࡀࡿቃ⏺㡿ᇦࠖࢆษࡾ㛤ࡃヨࡳࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡁࡗࡅࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ㡢ᴦ࡞ࡽ࡞࠸ࠋே㛫Ꮡᅾࢆᥐ࠸࡚ᐃྍ⬟࡞
ࠑ㡢ᴦࠒ࡞ࡿࡶࡢࢆᇶⅬࡋ࡚ࠊ
ࠕே㛫ື≀ࡢ࠶࠸ࡔᗈࡀࡿቃ⏺㡿ᇦࠖീࡢṌࡳࢆ㋃ࡳධ
ࢀࡿࡇࠋࡇࡢᅔ㞴࡞ᚿྥࡢᒎ㛤ྍ⬟ᛶࡀࠊྂᕝసရ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠊḟ⠇௨
㝆࡛ࡉࡽぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸰
 2005 ᖺห⾜ࡢࠗࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ㒊స࠘ ࡣࠊ༑ୡ⣖ࡢྛ㝣ࢆ⯙ྎࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡲ
ࡘࢃࡿᐯヰࢆㄒࡗࡓసရ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆྲྀࡾ㎸ࡴᙧ࡛ࠊ2013 ᖺసࠗ༡↓ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ༑୍
㒊⤒࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ ࠋࡇࡢ≉␗࡞ࢱࢺࣝࡣࠊ㡢ᴦࢆࡵࡄࡿᛮᛕࡢ㏵᪉ࡶ࡞࠸ᗈࡀࡾࢆዴᐇ♧
ࡍࡶࡢゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᮏసရࡢᵓᡂࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ▷ࡃࡉࢀࡓࠕࣉ࣮ࣟࣟࢢࠖࠕ࢚ࣆ࣮ࣟࢢ࡛ࠖࡣࠊ
ࠕ୍
ඵᖺᖺࡢᮅࠖࠊᮾிࡢᆅୗ㕲ࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿᩍᅋಙ⪅ࡢࠕ⏨ࠖࡀࢸࣟࢆᐇ⾜ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣࡉࡲࢀࡿᙧ࡛ࠊ
ࠕ➨୍ࡢ᭩ࠖࡽࠕ➨ࡢ᭩ࠖࡲ࡛ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢࠕ᭩ࠖ
ࡣࠊ
ࠕࢥ࣮࣐㹕ࠖࠊ
ࠕίᅵ๓ኪࠖࠊ
ࠕ༑ୡ⣖ࠖࡢ୕ࣃ࣮ࢺࡽ࡞ࡿࠋ▷࠸ࣃ࣮ࢺࡢࠕࢥ࣮࣐㹕࡛ࠖࡣࠊ
ᐊ࡛᫃╧≧ែ࠶ࡿࠕᙼዪࠖྥࡅ࡚ࠊ
ࠕᑠㄝᐙࡢ⚾ࠖࡀࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢ≀ㄒࢆㄒࢁ࠺ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ㡢ᴦࡸ᐀ᩍࡘ࠸࡚ࡢᛮ⣴ࢆ♧ࡍࠋ
ࠕίᅵ๓ኪࠖࡣࠊᆅ⊹ࡢ⊹༞ࡓࡕࡀᨷࡍࡿᡓⅆࡢᮾிࢆ⯙
ྎࡋࠊ༑ṓ㊊ࡽࡎࡢᑡዪࡸࠕሿ㛗ࠖࡤࢀࡿ⪁ேࡢ㜚࠸ࠊ㍯ᘔ㌿⏕ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠕ࠾๓ࠖࡀ
ᵝࠎ࡞ጼ࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠗࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ㒊స࠘ࢆࣜࣛࢺࡋࡓࠕ༑ୡ⣖ࠖࡣࠊ
ࠕࢥ
࣮࣐㹕ࠖࡢࠕ⚾ࠖࡀㄒࡿ≀ㄒࡢࡼ࠺㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
సရᗎゝ࡛ࡣࠊ
ࠕ20 ୡ⣖ 21 ୡ⣖ࢆࡲࡓ࠸ࡔ㯲♧㘓ࠖࡢฟࡀࠊࡑࡢ┠ᣦࡍࡇࢁࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

㸦͐㸧༑ୡ⣖ࡀ⤊ࢃࡗ࡚༑୍ୡ⣖࡞ࡗࡓࡢࠊఱ୍ࡘࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ドࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ
༑ୡ⣖ᮎ⾜ࢃࢀࡓࡇࡢΎ⟬ࡶࡋ࡞ࡗࡓࢶࢣࡀᅇࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿẼࡀࡋࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣ
ேࡢࡏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⮬ศࡶ᫂ࡽ㈐௵ࡣ࠶ࡿࡇࡔࡽࠊࡑࡢࢶࢣࢆᡶ࠺≀ㄒࢆ᭩ࡁࡓ
࠸ࠋࡑࢀ࡛ࠕࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ༑ᅄ㒊సࠖ࠸࠺ࠊಶேⓗࡣ࣒࢜࢘┿⌮ᩍࢆ⥲ᣓࡍࡿࡶࡢࢆ
సࡿ௨እ࡞࠸ᛮࡗ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ㸭㸦͐㸧⮬ศࡀᝅࡿࡇ࡛ၿࢆⅭࡏࡿಙࡌ
࡚ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᅽಽⓗ࡞ᝏࢆⅭࡋࡓࠋࡔࡽྠࡌࡼ࠺⮬ศࡉ࠼ᝅࢀࡤୡ⏺ࡀࡼࡃ࡞ࡿព㆑
ⓗ↓ព㆑ⓗ⪃࠼ࠊྠࡌ௦ࢆ⏕ࡁࡓࡣࠊࡑࡢၥ㢟ࢆၥࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᛮࡗࡓࠋࡑࡋ
㞟ⱥ♫ࠊ2005 ᖺ 11 ᭶ࠋ
2013 ᖺ 5 ᭶ࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠋ௨ୗࠊᘬ⏝㡫ࡣྠ᭩ࡼࡿ㸦ഐⅬ࡞ࡣᮏᩥ⾲グࡶ࡙ࡃ㸧
ࠋⓎ⾲ࡢ᭩ㄅⓗ⤒
⦋ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ᭩ᮎᑿグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ᭩ࡁ┤ࡋࡢసᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᥖࠗᑠㄝࡢࢹ࣮ࣔࣥࡓࡕ࠘
㸦162-171 㡫㸧ヲࡋࡃㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
13
14
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࡚ࡲࡉࡑࡢᇳ➹ࡢ᭱୰ࠐ୍୍ᖺ୕᭶༑୍᪥ࡀ᮶࡚ࠊసရࡀࡶࡗู࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࢇ࡛ࡍࠋ 

 ࠸ࡲࡔ⤊ࢃࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸༑ୡ⣖ࡢࠑṔྐࠒࢆࠊࡑࡢෆഃ࠶ࡿ༑୍ୡ⣖ࡢࠑ⌧ᅾࠒ㌟ࢆ⨨
ࡁ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕྠࡌ௦ࢆ⏕ࡁࡓࠖ⮬ศࡢࠕ㈐௵ࠖࡋ࡚ၥ࠸࡞࠾ࡍࡇ㸦ࠕࢶࢣࢆᡶ࠺≀ㄒࠖࢆ᭩ࡃ
ࡇ㸧
ࠋࡑࢀࡣࡲࡎࠊ
ࠕ࣒࢜࢘┿⌮ᩍࢆ⥲ᣓࡍࡿࠖᑠㄝࡋ࡚ලయࡉࢀࠊࡉࡽᮾ᪥ᮏ㟈⅏ཎ
ⓎᨾࡢⓎ⏕ࡼࡾࠊ
ࠕࡶࡗู࡞ࡶࡢࠖ࡞ࡗࡓࡉࢀࡿ㸦㟈⅏ࡣ⚟ᓥ┴ฟ㌟࡛࠶ࡿྂᕝࡢάື
ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿ㸧
ࠋబࠎᮌᩔẶࡣᮏసရࡢ᭩ホࡢ࡞࡛ࠊྂᕝࡀ୍㈏ࡋ࡚ࠕࠕ≀ㄒ㸻Ṕྐࠖ
ࡤࢀࡿࠕᩛࠖ
ࠖ❧ࡕྥࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊ
ࠕࡓ࠼ࡤࠐ୍୍ᖺ୕᭶༑୍᪥ࠊࡓ࠼ࡤ୍ᖺ
୕᭶ࠐ᪥ࠊࡑࡢ᪥㉳ࡇࡗࡓฟ᮶ࡣࠊᚋࡢୡ㸻㛫ࡽ㢳ࡳࡽࢀࡿࡁࠊࡓࡸࡍࡃࠕ≀ㄒࠖ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋഅ↛ࢆᚲ↛ࡍࡿᅇ㊰ࡀࠊࡑࡇࡣാࡃࠋࡑࡢᙉຊ࡞ࠊᢠ࠸㞴࠸ຊ㌟࡛❧ࡕ
ྥ࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᑦࡘࠊࡑࢀ࡛ࡶ࠺ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࡢࠕ≀ㄒࠖࢆㄒࢁ࠺ࡍࡿ㸦ఱ
ᨾ࡞ࡽࡤࠊࡑ࠺ࡍࡿࡋ࡞࠸ࡢࡔࡽ㸧࠸࠺ࣃࣛࢻ࢟ࢩ࢝ࣝ࡞㞳ࢀᴗࠊᠱࡅࡢヨࡳࡢࡓࡵࠊ
ྂᕝ᪥ฟ⏨ࡣᑠㄝࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ ㏙ࡿࠋ
⮬సゎㄝ࠶ࡿࠕ㈐௵ࠖࡢၥ㢟ᛂࡍࡿࡼ࠺ࠊࡓ࠼ࡤࠊసရࡢグ㏙࠾࠸࡚ࠊㄒࡾᡭ
ࠕ⚾ࠖࡸⓏሙே≀ࠕ᪼
᪼ࡿኴ㝧ࠖ
㸦ᩍᅋಙ⪅࡞ࡿᑠㄝᐙ㸧స⪅ࠕྂᕝ᪥ฟ⏨ࠖࡀΰ↛୍య࡞ࡗ
࡚⌧ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣓ࢱࣇࢡࢩࣙࣥⓗ᪉ἲ ࡣࠊ
ࠕㄞ⪅ࡣࡇࢀࡀ୍✀ࡢ␞ᙧࡢࠕ⚾ᑠㄝ࡛ࠖࡶ࠶ࡗ
ࡓ࠸࠺ᐇࠊࡦࡓࡪࡿ㟈࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ ࠊࠕࡘࡲࡾྂᕝࡣࠊ⮬㌟ࡢసရࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛
ㄒࡾ┤ࡍࡇ࡛ࠊṔྐࡢᴗࢆ⮬ࡽࡢෆ㒊ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠖ ホࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊṔྐ㈐
௵ࢆࡵࡄࡿ⌧௦ᩥᏛୖࡢㄢ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊὀ┠್ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡣࠊㄞࡳᡭ㸦ホ⪅㸧ࢆࠕᙧᐜ࡛ࡁ࡞࠸ᩥ❶ࡢሢࢆㄞࢇࡔࠊࡑࢇ࡞Ẽศࠖࡢ࠺ࡕ
ࠕᨺᚰࠖࡉࡏࡶࡍࡿ ࠊࡇࡢ㉸࡞ၥ㢟సࡢㇺࢆㄽࡌࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ๓⠇࡛ᥦ㉳ࡋࡓື≀
㡢ᴦࢆࡵࡄࡿၥ࠸ࡢᒎ㛤ࡋ࡚ࠊసရࡢ୍➃ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ
㍯ᘔ㌿⏕ࢆࢥ࣮࡛ࣝ⤖ࡧࡘࡅࡿࠕወࠖ ࢆᇶ㍈ࠊస⪅⮬㌟ࢆࡶྵࡳࡇࡴⱔ㓞࡞ഇྐࢆ㯲♧㘓
ⓗගᬒࡶ⣳ࡂࡔࡋࠊྍ㏫㐍ࢇ࡛࠸ࡿぢ࠼ࡿே㛫ࡢࠕ≀ㄒ㸻Ṕྐࠖࢆᦂࡉࡪࢁ࠺ࡍ
15 ࠕᆅ⊹ⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣኳୖⓗ࡞ࡶࡢࢆࡇࡢୡ࠶ࡽࡋࡵࡿࡓࡵࠖ
㸦ᰘ⏣ඖᖾẶࡢᑐㄯࠊࠗᩥ⸤࠘➨  ᕳ➨
 ྕࠊ2013 ᖺ 8 ᭶㸧ࠋᘬ⏝୰ࡢࠕࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ༑ᅄ㒊సࠖࡣࠊ㐃㍕ࡢࢱࢺࣝࢆᣦࡍࠋ
16 బࠎᮌᩔࠕኚࢃࡗ࡚࠸ࡃྠࡌࡶࡢࠖ
㸦
ࠗ᪂₻࠘➨ 110 ᕳ➨ 7 ྕࠊ2013 ᖺ 7 ᭶㸧ࠋ
17 ⚟Ọಙࠕྂᕝ᪥ฟ⏨ࡀ⬻ෆ࡛ᮁㄞࢠࢢࢆᩒ⾜ࡋࡲࡍࠖ
㸦
ࠗ⩌ീ࠘➨ 68 ᕳ➨ 8 ྕࠊ2013 ᖺ 7 ᭶㸧ࡣࠊᑠㄝయ
ࡢ⤊ࢃࡾࡀෑ㢌ᢡࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊࠕㄞ⪅ࡣࠊࡲࡔࡇࡢᮏࡢෑ㢌ࢆㄞࡳጞࡵࡓࡤࡾࡢㄞ⪅㍯ᘔࡋࠊ
㌿⏕ࡋ࡚࠸ࡃࠋ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࠕ⤊ࢃࡾࠖࡢ࡞࠸ࠊ༑ୡ⣖ࡢ↓㛫ᆅ⊹ࡀࡇࡇ࠶ࡿࠋࠖホࡋ࡚࠸ࡿࠋ
18 బࠎᮌ๓ᥖ᭩ホࠋ
19 ᮏࡉ࠾ࡾࠕ༑ୡ⣖࠶ࡗࡓᅉᯝࡢ㐃㙐ᡴࡕඞࡘࡓࡵࡢᠱࡅࡢ≀ㄒࠖ
㸦
ࠗ㐌ห㔠᭙᪥࠘➨ 21 ᕳ➨ 23
ྕࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥㸧
ࠋ
20 㝕㔝ಇྐࠕ࢘ࣝࢫࡋ࡚ࡢࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࠖ
㸦
ࠗࡍࡤࡿ࠘➨ 35 ᕳ➨ 7 ྕࠊ2013 ᖺ 7 ᭶㸧ࠋ
21 ࠕ࠸ࡗࡓ࠸ఱࡀࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡼࡗ࡚Ⓨືࡉࢀࡓࡢࠊࡘ࠸࡚♫Ꮫⓗ࡞ㄽ㏙࡛ࡣ࡞ࡃࠊወࡽᅇ⟅ࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢຊᢏࠊ୍ࠋࠖ
㸦ὸᏛࠕఱࡀࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡼࡗ࡚Ⓨືࡉࢀࡓࠖ
ࠊࠗᩥᏥ⏺࠘➨ 67 ᕳ➨ 8
ྕࠊ2013 ᖺ 8 ᭶㸧ࠋ
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ࡿసရࡢ᪉ྥᛶࡣࠊᮏ✏ࡢㄽⅬ῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ
ࠗ༡↓ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ༑୍㒊⤒࠘ࡢ࣓ࣥ࡞ࡿࠕίᅵ๓ኪࠖࡢࣃ࣮ࢺࡣࠊ༙ࡤᗫቕ
ࡋࡓᮾி࡛⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿࠊᆅ⊹ࡢ⊹༞ㅖໃຊ㛫ࡢ㯲♧㘓ⓗ㜚தࢆ⯙ྎࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ࠾
ࡑࡽࡃᆅୗ㕲ࢸࣟࡢᐇ⾜㛵ಀࡋࡓࠕ⏨ࠖ
ࠊᩍᅋಙ⪅ࡋ࡚ࠗࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ㒊స࠘ࡢస⪅࠾ࡰ
ࡋࡁ⪅ࡀࠊື≀ࡑࡢࡢᏑᅾ㌿⏕ࡋࡓᯝ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙧ࡛㜚࠸㌟ࢆᢞࡆฟࡋࠊࢆⴠࡋ
࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ࠺ࡕ᭱ึࡢࡘࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ➨୍ࡢ᭩ ࢺࢵࢸ࣭ࣇࣝࢵࢸ୕㒊⤒ࠖࡢࠕίᅵ๓ኪ ࡇࡇࡣࢧ࢘ࣥࢻࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ
ࡣࠊ┠ぬࡵࡓࠕ࠾๓ࠖ
㸦๓ୡࡢグ᠈ࡣ᩿∦ⓗ࡛࠾ࡰࢁࡆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡀࠊ㞝ࡢⓑⰍࣞࢢ࡛࣍ࣥ࠶ࡿ
⮬ศࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢁࡽࡣࡌࡲࡿࠋᑠᏛᰯࡢ㣫⫱ᑠᒇࡽᰯᗞᢤࡅฟࡍࠊḷࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࢆཱྀࡎࡉࡴࠕᑡዪࠖฟ࠺ࠋ

࠾๓ࡣࡣே㛫࡞ࢇࡔᑡዪఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡀࢥࠊࢥࢣࡋゝ࠼࡞ࡗࡓࠋ࠾๓ࡣ࠺ࡋ
࡚ࡣࡁࡕࢇⓎ㡢ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢᡞᝨ࠺ࡀࠊࡑࡢᜍៃࡽ₃ࢀࡿኌࡍࡽࢥࠊࢥࢣࢵࡋ
ࠊࠊ
㡪࡞ࡗࡓࠋ
㸦͐㸧࠾๓ࡣࠊ࠶࠶ࠊࡸࡗࡥࡾⓑ࠸ࣞࢢ࣍ࣥ࡞ࡢࡔᛮࡗ࡚ࠊࡣࡲࡔᛮࡗ࡚
࠸ࡿࡢၥࡋࡓࠋࡋࡋࠊၥࡍࡿゝⴥࢆཱྀฟࡋࡓࡽࢥࠊࢥࠊࢥࢣ㬆ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ
࠺ុ࠼ࡓࠋ
㸦36 㡫㸧

 ື≀ࡀⓎࡍࡿኌࢆࠊ㌿⏕ࡋࡓே㛫ࡢゝⴥࠊᛮ⪃ࡢ⾲ࢀࡳ࡞ࡍീࡀࠊࡇࡇാ࠸࡚࠸ࡼ࠺㸦ࡇ
ࢀࢆ㏫㌿ࡋࡓࡇࢁࠊே㛫ࡢ㡢ᴦࢆື≀ࡢḷᤊ࠼ࡿぢ᪉ࡶ⏕ࡌࡿࡣࡎࡔ㸧
ࠋࡓࡔࡋ࠶ࡃࡲ࡛㭜
ࡋ࡚㣵ࢆ࠼ࡽࢀࡓࠕ࠾๓ࠖࡣࠊ
ࠕᑡዪࠖ㣫ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚ᩘ᪥ࢆ㐣ࡈࡍࠋ
ࠕᑡዪࠖࡣࠊ
ࠕሿ
⏕ࠖࢆ⋡࠸ࡿࠕሿ㛗ࠖࡶࠊ
ࠕ㞴Ẹࠖࡓࡕࡢࠕಖㆤ༊ࠖࢆᣐⅬࡋ࡚㜚ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊィ⏬ࡋࡓస
ᡓࡣኻᩋࡋࠊ㣗ᩱ☜ಖࡢࣛࣥࢆ᩿ࡓࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

୕༑୍᪥ࡵࠋ࠶࡞ࡓࡀἽ࠸࡚࠸ࡿࠋ࠶࡞ࡓࡀ㣚࠼࡚࠸ࡿࠋࡢ㣵ࡣ࡞࠸ࠋ୕༑᪥ࡵࠋ࠶࡞ࡓ
ࡀⅆࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⇞ࡸࡏࡿࡶࡢࢆ┒ࢇ⇞ࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࠾๓ࡣࠊᶵࡀ᮶ࡓࡢࡔ⌮
ゎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚࠾๓ࡣࠊ㣚࠼ࡿࡢࡣ୍⩚࡛࠸࠸ࡋࠊ୍ே࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔุ᩿ࡍࡿࠋ
࠸ࡅ࠼

ࡑࡢ▐㛫ࠊ࠾๓ࡣ ≛≅ ࡢ㐨ࢆṌࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸦͐㸧ࡑࡋ࡚ⅆ୰㌟ࢆᢞࡌࡓࠋ࠾๓ࡣࠕ㣗ࡽ
ࠊࠊ
ࢀࡿࡇࠖࢆồࡵࡓࡢࡔࠋ࠾๓ࡣⅎ⇕ࡑࡢ㌟ࢆ↝ࢀ࡞ࡀࡽࠊ❧ὴࡁࢆసࡿࠋ
㸦55 㡫㸧

 ே㛫ࡢᴗࢆ⫼㈇ࡗ࡚㍯ᘔࡍࡿࠕ࠾๓̺ࠖࠕࠖࡣࠊ๓ୡ࡛ᯝࡓࡏ࡞ࡗࡓ⮬ᕫ≛≅㌟ࢆ౪ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊ
㸦
ࠕ࠶࡞ࡓࠖࡢࠊୡ⏺ࡢ㸧㉢⨥ྥࡅࡓ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ⾜ືࡣࠊ ࠎࡋ
࡚ࠊ♳ࡾࠊᛕࠊࡳࡎࡽࢆᨭ࠼ࡿゝⴥࡢⓎኌࡀక࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࠕ࠾๓ࠖࡀస
ࠊࠊ
ࡗࡓࠕࡁࠖࡢኌ㸦㸻♳ࡾࠊᛕ㸧ࡣࠊ
ࠕࢥࢣ࡛ࡶࢥࢵࢥ࣮࡛ࡶ࡞࠸ࠖ
ࠊ
ࠕ࣭࣡ࢵࣉ࣭ࣂࢵࣉ࣭࣭
࣭ࣝࣥࣂࢵࣉ࣭࣭ࣛࢵࣉ࣭ࣂ࣭ࣥࣈ࣮࡛ࣥࠖ࠶ࡗࡓ㸦ࠕࡑࢀࡣࣜࢺ࣭ࣝࣜࢳ࣮ࣕࢻࡢ୍ᖺࡢ
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ࣄࢵࢺ᭤ࠗࢺࢵࢸ࣭ࣇࣝࢵࢸ࠘ࡢ➨୍ኌྠࡌࡔࠖ
ࠊ55 㡫㸧
ࠋ
ࠕ࠾๓ࠖࡢࠕ㦫ࡃࡁ㭜㬆ࠖ
ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࠕࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ㬆ࡽࡋࡓࠖ
㸦56 㡫㸧ㄒࡽࢀࡿࠋ
 ࠕ➨ࡢ᭩ ࢪࣙࢽ࣮࣭㹀࣭ࢢࢵࢻ୕㒊⤒ࠖࡢࠕίᅵ๓ኪ ࠸ࡼ࠸ࡼ㡢ኌࡓࡕࡀṊࡋࡲࡍ࡛ࠖ
ࡣࠊ࣒࣮ࣝ࡞ࡗࡓࠕ࠾๓ࠖࡀࠊື≀ᅬ࡛┠ぬࡵࡿࠋእฟࡓࠕ࠾๓ࠖࡣࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽ
ࡁ࠾ࡾᢞୗࡉࢀࡿ⫗ሢࢆ㣗ࡽ࠸ࠊࡲࡓ⮬ศㄒࡾࡅ࡚ࡃࡿࠕ∵㢌̺ࠖࠕ㨣ࠖࢆ㣗࠸ẅࡍࠋࡑࡢ
ᚋࠊ
ࠕ㨣ࠖࡢࠕ⊁ࡾࠖࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᤕ⋓ࡉࢀࡿࠋ
ࠕࡢࢪࣙࢽ࣮ࠖྡ࡙ࡅࡽࢀ
ࡓࠕ࠾๓ࠖࡣࠊ
ࠕ㥆⮴⏝ࡢ⨨ࠖࢆࡅࡽࢀ࡚ࠕࠕ㨣ẅࡋࠖࡢᡓ㜚㒊㝲ࠖຍ࠼ࡽࢀࡿࠋ⨨ࡽࡢ
⃭③㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊḟࠎࠕ㨣ࠖࢆಽࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ⤖ᒁ࣊ࣜࡶࡶ⨜ⴠࡕࠊ
ࠕ㨣ࠖࡓࡕᅖ
ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

࠾๓ࡣࠊ⾜ࡅࢪࣙࢽ࣮ࠊࡢ௧ࢆࢦ࣮ࠊࢪࣙࢽ࣮⪺࠸ࡓࠋࢦ࣮ࠊࢪࣙࢽ࣮ࠊࢦ࣮⪺࠸
ࡓࠋࡑࢀࡣḷモࡔ࠾๓ࡣᛮ࠺ࠋࡑࢀࡣࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢḷモ࡛ࠊ࠶ࡢࢳࣕࢵࢡ࣭࣮࣋ࣜࡢ୍
ࢧ

ࣅ

ඵᖺࡢࣄࢵࢺ᭤ࠗࢪࣙࢽ࣮࣭㹀࣭ࢢࢵࢻ࠘ࡢ ␚ྃ ࡔᛮ࠺ࠋ࠾๓ࡣࠊࡔࡽࠊḷ࠺ࠋࡓ
࠼ࡤṚࡠ࡞ࡽࡤನࡣࠊನࢆࠊ㣗࡚ࡃࢀࡿഃࠋࡇࡢ㌟ࢆࠋ㸭⤖ㄽࡣฟ࡞࠸ࠋ࠾๓ࡣṚࡠࠋ
ࢦ

࣮

㸭ẟ⓶ࡀⅆࢆᄇ࠸ࡓࠋ㸭⾜ࡅ ࠋ㸦123-124 㡫㸧

 ỴṚࡢ≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠕ⤖ㄽࠖࡣฟ࡞࠸ࡲࡲࠊࡑࡢ㌟ࢆࠕ㣗࡚ࡃࢀࡿഃࠖᤝࡆࡼ࠺ࡍࡿ
ࢧ

ࣅ

ࠕ࠾๓̺ࠖࠕನࠖ
ࠋࡇࡢࡁ⪥⪺ࡇ࠼ࠊḷࢃࢀࡿࡢࡣࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢࠕ␚ྃ ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢゝⴥࡣࡲࡎࠕ௧ࠖࡋ࡚࠶ࡗࡓࡀࠊṚࡢ㛫㝿࠾࠸࡚ࠊ㉢⨥ࡢࠊ♳ࡾࡢḷ㌿ࡌ࡚࠸ࡿゝ࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊ
ࠕ➨୕ࡢ᭩ ┘⊹ࣟࢵࢡ୕㒊⤒ࠖࡢࠕίᅵ๓ኪ 㜿ᘺ㝀ࡣᗄఱ⣭ᩘⓗቑ࠼ࡲࡍ࡛ࠖࡣࠊ≴
㌿⏕ࡋࡓࠕ࠾๓ࠖࡀࠊ
ࠕ㨣ࡓࡕࡢ㝕ᆅࠖே㛫ࡢఫฎࢆ 㑏ࡍࡿࠕࣈࢵࢡ࣐ࣥࠖࢆ㖠ᙎࡽᩆ࠺
࠸ࡅ࠼

ࡃࠊ
ࠕࡉ࠶ ≛≅ ࡞ࢁ࠺ࠖ㌟ࢆᢞࡆฟࡍࠋࡇࡇ࡛⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿࡢࡶࠊ࢚ࣝࣅࢫ࣭ࣉࣞࢫ࣮ࣜࠗ┘
⊹ࣟࢵࢡ࠘ࡢࠕ࡚ࡶទᛌ࡞ࣅ࣮ࢺࠖ
ࠊ
ࠕᚰ㌍ࡽࡏࡿࣜࢬ࣒ࡓࡕࠖ
㸦196 㡫㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ື≀㡢ᴦࢆࡵࡄࡿീຊࡣࠊᩍࡢ㍯ᘔᛮ⤖ࡧࡘࡁࠊṔྐࡢෆഃ࠶ࡿ⏕ࡢ㉢⨥ᩆ῭ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡃࠋື≀ࡣே㛫ࡢ㌿⏕ࡋࡓጼ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀⓎࡍࡿ㡢ኌࡣࠊே㛫ඹ᭷ࡋ࠺
ࡿࠑᛮ⪃ࠒࡢ⾲⌧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕḷ̺ࠖ㡢ᴦ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ๓ୡࡢ⨥ࢆ㈇ࡗ࡚㍯ᘔࡢ⎔ᢞࡌࡽࢀ
ࡓᏑᅾ㸦ࠕ࠾๓ࠖ
㸧ࡣࠊ࠸ࡲࡲࡉᆅ⊹そࢃࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺ࠊࡳࡎࡽࡑࡢࠕ㈐௵ࠖࢆᘬ
ࡁཷࡅࡿࡁ᮶ୡࠊື≀࡞ࡗ࡚⏕ࡲࢀኚࢃࡿࠋே㛫࡛࠶ࡗࡓグ᠈ࡣΰ⃮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊே㛫
࠸ࡅ࠼

ࡢṔྐࡢࠕ≛≅ ࠖࡋ࡚㌟ࢆ౪ࡍࡿ▐㛫ࠊࡑࡢ㌟యࣟࢵࢡ࣮̺ࣥࣟࣝ㡢ᴦࡀ㬆ࡾ㡪ࡃࠋ
ୖグ࠸ࡎࢀࡢࢧ࢘ࣥࢻࡶࠊ㡢ᴦࢪࣕࣥࣝࡢႴዲࡣ࠺࠶ࢀࠊ༑ୡ⣖ᚋ༙⏕ࡁࡓேࠎࡢከࡃࡀ
⪥ࡋࡓࡣࡎࡢࣜࣇ࡛ࣞࣥ࠶ࡿࠋ
ࠕࢥ࣮࣐㹕ࠖࡢࠕ⚾ࠖࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࠕࡈࡃ▷࠸
ࠊࠊࠊ
Ṕྐⓗᐃ⩏ࢆࡇࡍ࡞ࡽࡤࠖ
ࠊࠕᗢẸࡢ࠶࠸ࡔ⇿Ⓨⓗࡦࢁࡀࡗࡓ㡢ᴦࠖ
㸦89 㡫㸧࡛࠶ࡿㄝ
ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ᪥ᮏྐࠖᏑࡍࡿྠࡌࡼ࠺࡞㡢ᴦࡋ࡚ࠕ༡↓㜿ᘺ㝀̺ࠖࠕᛕࠖࢆ⨨࡙ࡅࠊ୧
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⪅ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿ㸦ࠕࡑࢀࡣࠊ㙊௦ࠊࡑࢀࡲ࡛㈗᪘ࡓࡕࡢಙ௮࡛ࡋ࡞ࡗࡓᩍࢆᗢẸࡢࡶࡢ
࣓ࢹ

ࡍࡿ ፹య ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᗢẸࡢ࠶࠸ࡔⁱ㏱ࡋࡓࠋ⇿Ⓨⓗ͐͐⇿Ⓨⓗᘏࡗࡓࠋ㸭ேࠎࡣࡑ
ࡢභᏐࢆḷࡗࡓࡢࡔࠋ㸭ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡔࡗࡓࠋ
ࠖ
ࠊ 㡫㸧
ࠋ༑ୡ⣖ࡢᛕࡓࡿࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ
㈏ࢀࡓࠕ࠾๓ࠖ
㸦
ࠕᗢẸ̺ࠖࠕ⾗⏕ࠖ
㸧ࡣࠊ
ࠕίᅵࠖࢆồࡵࡿࣜࣇࣞࣥࢆၐ࠼࡞ࡀࡽࠊ㉢⨥ࡢ⾜Ⅽ
ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ

ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋṚࢆ㉸࠼࡚ࠕ㍯ᘔ㌿⏕ ࠖ㸦445 㡫㸧ࡍࡿࡢࡔࡗࡓࠋ
 ▮ྥṇேẶࡣࠊື≀ࡢ㡢ኌࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢほⅬࡽࠊࣄࢺࡢ㡢ᴦࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍ㆟ㄽࢆᥦ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࣄࢺࡶື≀࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ㡢ᴦࡢ㉳※ࡋ࡚ື≀ࡢ㡢ኌࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐃࡍࡿ
ࡇࡣྍ⬟ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊື≀ࡢ㡢ኌࣄࢺࡢ㡢ᴦࡣቃ⏺ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕᚰࠖ
㸦ࡢᏑᅾ㸧ࡀ࡛᫂࠶ࡿࡇࢆࡣࡌࡵࠊྍ⫈ᇦࡸㅖჾᐁࡢ┦
㐪ࠊゝㄒ♫ࡢᅾ࡞ࡽࠊື≀ࡢ㡢ኌࢆࡑࡢࡲࡲ㡢ᴦㄆᐃࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋẶࡣࡇ࠺ᩚ⌮ࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ࠊື≀⾜ືᏛࡸ㡢ᴦᏛ࡞ࡢ▱ぢࢆ㛵㐃࡙ࡅࠊࣄࢺࡢ㡢ᴦࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡾࠊࡘື≀ࡢ㡢ኌ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶぢࡽࢀࡿࠕ㡢ࡢࠖ⾜Ⅽࢆᇶ┙ࠊ
ࠑ㡢ᴦࠒࡢᡂ❧᮲௳ࡋ࡚ࠑࡢ
ዎᶵࠒ
࣭
ࠑ」㞧ࡢ⮬ᕫ┠ⓗࠒ
࣭ࠑⓎಙ⪅ࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࠒࡢ୕Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋ

㡢ኌࡣࠊᶍೌࡉࢀࡍࡿ࠺ࡕࠊᙜึࡢ┠ⓗࡗ࡚ࡢవࢆྵࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋពᅇࡉ
ࢀ࡞࠸㡢ࡀⓎಙ⪅⫈ࡇ࠼࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࢀࡀḟࡢ⾜ືᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡣࠊ㡢ᴦື≀ࡢ㡢
ኌࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶࡳࡽࢀࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࡀ㝵ᒙࢆ⏕ࡌࡉࡽ㡢
ࡢ⤌⧊ࡀ㐍ࡴ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣࣜࢬ࣒ࡸ᪕ᚊㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋࣄࢺࡣࡇ࠺ࡋ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ㡢ኌ
㡢ᴦࡢᴫᛕࢆ࠼ࠊࡑࢀࢆ⮬ぬⓗㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

 ▮ྥẶࡣື≀ࡀࠕ࢘ࢱࠖࢆࠕグ᠈ࠖࡍࡿⅬࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕ㡢ࡢࠖࡣࠊே㛫ࡢ㡢ᴦࢆࠊ
ࣄࢺ̺ື≀ࡢࠑ㡢ᴦࠒ㏦ࡾ㏉ࡍせㅉゝ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࡲࡓࠊཎึ࠶ࡿᶍೌࡽࠑ㡢
ᴦࠒ
㸦
ࠕࣜࢬ࣒ࡸ᪕ᚊࠖ
㸧ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿሙࠊࡍ࡞ࢃࡕே㛫ື≀ࡢࠕቃ⏺㡿ᇦࠖࢆษࡾ㛤ࡃࡔࢁ࠺ࠋ
ື≀㡢ᴦࢆࡵࡄࡿീࡣࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢࣜࣇࣞࣥࠊே㛫ື≀ࢆ㈏ࡃࠑ㡢ᴦࠒࡢ㡪ࡁࢆ
⪺ࡁྲྀࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ༑ୡ⣖ࡢࠕグ᠈ࠖࢆࡵࠊࡧぬࡲࡍḷ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
㞟ᅋⓗࠊ⩦័ⓗ࡞㡢ኌゝㄒࡢᶍೌࡣࠊ
㸦୍ᐃࡢࣜࢬ࣒ࠊ࣓ࣟࢹ࣮ࢆᣢࡘሙྜࡣ≉㸧᐀ᩍⓗ
࡞㡢ᴦᛶࢆᖏࡧࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ༑ୡ⣖ࡢࠕẸ⾗ࠖࡣࠊࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢࣜࣇࣞࣥࡼࡗ࡚ࠊ
㍯ᘔ㌿⏕࠸࠺ࠕቃ⏺㡿ᇦࠖᑟࢀࡿࡢࡔࠋ

㸱
 ࠕ➨ᅄࡢ᭩ ࣁ࢘ࣥࢻ࣭ࢻࢵࢢ୕㒊⤒ࠖࡢࠕ༑ୡ⣖ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㝣ࡢࠕⱞ࠸≟ࠖ
ࠖࡣࠊ
ࠗࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ㒊స࠘ࡽᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓᤄヰ࡛ࠊື≀ྠࡌ㡢ᴦࢆ⪺ࡇ࠺ࡋࡓே㛫ࡢࠕወ
22

ࠕື≀ࡢ㡢ኌࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㡢ᴦࡢቃ⏺ࠖ
ࠊࠗⱁ⾡ᕤᏛ◊✲࠘➨ 9 ྕࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ࠋ
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ࠖࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ฟᚁ୰ࡢ࣓ࣜ࢝ර࣮࢜ࢫࢺࣛࣜேዪᛶࡢ㛫⏕ࡲࢀࡓࠕࢹ
ࢹ
ࣥࢦࠖࡣࠊ⥅∗ࡀ㐠㌿ࡍࡿࢺࣛࢵࢡࡢຓᡭᖍ࡛ࠊࣛࢪ࢜ࡽὶࢀࡿࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ⪺࠸࡚⫱ࡗ
ࡓࠋ⥅∗ࢆ㏻ᨾ࡛ኻࡗࡓࠕࢹࣥࢦࠖࡣࠊ␗⬟ࡢ࣐ࢵࢻ࣭ࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ࡞ࡗ࡚ᩘወ࡞ே⏕ࢆ
ࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢ

ࡓࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
ࠕே㛫ࡢ⬻Ἴࡼࡗ࡚ࣛࢪ࢜ࢆ 㑅 ᒁ ࡍࡿ⨨ࠖࡢ㛤Ⓨᦠࢃࡾࠊࡉࡽࠊࡑࢀ
ࢆࠕ့ங㢮ࡢࣇ࣮ࣝࢻㄪᰝࠖ⤌ࡳྜࢃࡏࡿヨࡳࢆ▱ࡿࠋ
ࠕࢹࣥࢦࠖࡣࡑࢀࡽࢆ⮬ศࡀḧࡋ࡚࠸
ࡓࢶ࣮ࣝ☜ಙࡋࠊ⨨࡞ࢆ┐ࡳྲྀࡗ࡚ࠊࣛࢪ࢜ࡢ㟁Ἴࡀ㣕ࡧ࠺Ⲩ㔝ฟ࡚ࡺࡃࠋ

ᅄ㍯㥑ື⪅࡛࣮࢝࢝ࣥ࢞ࣝࢆ㏣㊧ࡋࡲࡍࠋ㸭ࣛࢪ࣭࢜ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢἲ࡛ࡑࡢᡤᅾࡣࢃࡾࡲ
ࡍࠋ㸭ࣂ࢜ࢸ࣓ࣞࢺ࣮ࣜἲ࡛ࠊᖖࠊࡑࡢಶయࡢ⬻Ἴࡣࣔࢽࢱ࣮࡛ࡁࡲࡍࠋ㸭ᅄ㍯㥑ື⪅ࡢ
ࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢ

ࡑࡢᚋ㒊ᗙᖍタࡅࡽࢀࡓࠕཷಙᇶᆅࠖࡢᶵᮦࡣࠊࣜࣝࢱ࣒࡛ 㑅 ᒁ ࢆ⌧ࡋࡲࡍࠋ㸭ࡑ
ࡢ࣮࢝࢝ࣥ࢞ࣝྠࡌ㡢ᴦࢆࢹࣥࢦࡣ⪺ࡁࡘ࡙ࡅࡲࡍࠋࡑࡢ⩌ࢀࡶࢹࣥࢦࡣ⛣ື
ࡋࡲࡍࠋ
㸦287-288 㡫㸧

ࡇࡢᤄヰࡢ╔ࡣࠊ
ࠕ➨ࡢ᭩ ࣮࣭࣮ࣟࣝ࢜ࣂ࣮࣭࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ୕㒊⤒ࠖࡢࠕίᅵ๓ኪ ࠸ࡲࡸί
ࡶ࡞ࡅࢀࡤίࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊඛࡢࠕᑡዪࠖࡀேබ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࠕ࠾๓̺ࠖࠕ࠶ࡓࡋࠖࡣࠊ
ࠕࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ㣗ࡓࠖ
㸦 㡫㸧ࡇࡼࡾࠊ㌿⏕ࡋ࡚࠸ࡃࠕᙼࠖ
ࡢグ᠈ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ࠕಖㆤ༊ࠖࢆᣐⅬ㜚࠺ࠕ࠶ࡓࡋࠖࡣࠊᮾிࢆዣ㑏ࡍࡃᆅ⊹㐍ᨷࡍࡿࠋᆅ⊹࡛ࡣࠊ࠶ࡿ㑰Ꮿ
ࢆ༨ᣐࡍࡿࠊࡑࡢ␆⯋࡛㣫ࢃࢀ࡚࠸ࡓᕧᒣ⨺ࢆᡭ࡞࡙ࡅࠊㄒࡾࡅࡿࡼ࠺࡞ḷᒣ⨺ࡢ㬆ኌ࡛
ࠕ㡢ᴦࠖࢆฟ⌧ࡉࡏࡿࠋࠕ༑ୡ⣖ࡢ࢝࢘ࣥࢺࢲ࢘ࣥࡢࡓࡵࡢᨭᗘࠖࡋ࡚ࠊࠐࠐࠐᖺ᭶ࡽࡢ
᪥グࢆ᭩ࡁࡣࡌࡵࡓࠕ࠶ࡓࡋࠖࡣࠊㅖໃຊࡢᢠதࡢ

୰㌟ࢆᢞࡌࠊᆅ⊹ࡢࠕ࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ†ࠖ࡞

ࡿᗈ࡞⾑ࡢụ࡛⃭ࡋࡃᡓࡍࡿࠋࡑࡇ࡛࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆᡭධࢀࡿࠊᒣ⨺ࢆྞࡾୗࡆ࡚ࠕಖㆤ༊ࠖ
ࡢᑠᏛᰯ㐠ࡧฟࡍࠋࡉࡽࡣࠊࠕᨻᗓࠖ΅ࡋࠊ⬻Ἴ㹄㹋ᨺ㏦ࢆྜࢃࡏࡿࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢᶵ⬟
ࡀ࠸ࡓࠊᕧᒣ⨺⏝ࡢ࣊ࢵࢻ࣍ࣥࢆ⏝ពࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ᒣ⨺ྠࡌ㡢ᴦࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊࠕඵ᭶භ͐
͐ࠋ
ࠖࢆ㏄࠼ࡿࠋ

࠶ࡓࡋࡓࡕࡣࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ⪺࠸ࡓࠋ㸭࠶ࡓࡋࡓࡕࡣᒣ⨺ࡢ࠶ࡢ㹑㹍㹌㹗ࠊ㸭࠶ࡢ࣊ࢵࢻࣇ࢛
ࣛࣥ

࣭ࣥࢫࢸࣞ࢜ࠊ㸭࠶ࡢ≉ὀࡢ࢛࣮࢘ࢡ࣐ࣥࡢ ⥺ ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㸭ࡍ࡛ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ⪺࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡣࢳࣕࢵࢡ࣭࣮࣋ࣜࡢࠊ୍භᖺࡢࣄࢵࢺ᭤࣮࣭࣮ࠗࣟࣝ࢜ࣂ࣮࣭࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ࠘ࡔࡗࡓࠋ
㸦͐㸧ࡑࢇ࡞ࡇࡀ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠶ࡓࡋࡓࡕࡣᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ†ࡣ
ࠊࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
そࡉࢀࡓࡢࡔࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶ࡓࡋࡓࡕࡣそࡋࡓ࠸ḧࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ㸭࠶ࡢᝒࡋࡳࠋ
㸦 Ꮠศ✵ⓑ
͐ᘬ⏝⪅ὀ㸧࠶ࡢ⨥ࠋ㸭ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢຊ࡛ࠊࡑࢀࢆ࠺ࡋࡼ࠺ࠋ㸭࠶ࡓࡋࡓࡕࡣࠊ㸭
ࣛࣥ

ൾ࠾࠺ࡗ࡚ࠊ㸭㢪ࡗࡓࡢࡼࠋ㸭࠶ࡓࡋࡓࡕࡣᒣ⨺ࡢ࢛࣮࢘ࢡ࣐ࣥ┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿ ⥺ ࡽࠊࣥ
ࣉࣜࣇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆಖㆤ༊࠸ࡗࡥ࠸ὶࡑ࠺ィ⏬ࡋ࡚࠸࡚ࠋࡴࡋࢁࠊ㸭ᆅ⊹ࡶࠋ
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㸭ᆅ⊹ࡲ࡛ࡶ㸟㸦326-327 㡫㸧

 ࡇࡢࡁࠕ᪂ᆺ⇿ᙎࠖࡢ⇿Ⓨࡀぢ࠼࡚ࠊ⿕⇿ࡋࡓࠕ࠶ࡓࡋࠖࡣṚࡠࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡽࣄࣟࢩ࣐ࡲ࡛ࠊ
༑ୡ⣖ࡢᡓத࡛ὶࢀࡓ⾑ࢆࡓࡵࡿࠊᆅ⊹ࡢࠕ࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ†ࠖࢆそࡍࡇࠋ
ࠕᗢẸࠖᾐ㏱ࡋࡓࣟ
ࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࠊᭀຊࡢṔྐࠊࡑࡢ࡞࡛⏕ࡌࡿࠕ࠶ࡢᝒࡋࡳࠖ
࣭
ࠕ࠶ࡢ⨥ࠖᑐᓖࡍࡿࠕຊࠖࡀ㉃
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ⊹ࡢ␆⯋ᗃ㛢ࡉࢀࡿᕧᒣ⨺ࡶࡲࡓࠊ༑ୡ⣖ࡢᛕࡓࡿࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢࣜࣇ
ࣞࣥࢆၐ࠼ࠊ㌿⏕ࡋࡓ⪅ࡢጼ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㌟୰࣮࣭࣮ࠗࣟࣝ࢜ࣂ࣮࣭࣮࣋ࢺ࣮࣋ࣥ࠘ࢆὶࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡔࠋ࠶ࡽࡺࡿୡ⏺ࠊࡍ࡚ࡢ⏕ࡁࡿ⪅ྥࡅ࡚ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ㬆ࡾ㡪ࡏࠊࡑࡢࠕຊࠖࢆඹ
᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮍࡢ㐣ཤᑐࡍࡿൾ࠸ࠑ≀ㄒ㸻Ṕྐࠒࡢᨵኚࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ ࠋ̿̿⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓኊ࡞ࣇࢡࢩࣙࣥࡢཎⅬ࠶ࡿࡢࡣ㸦ᑡ࡞ࡃࡶཎⅬࡢ
ࡦࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸧ࠊື≀ྠࡌ㡢ᴦࢆ⪺ࡃࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕື≀㡢ᴦࢆࡵࡄࡿㅖࠎࡢീຊ
࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ㞄࠸ࡿື≀ࡀࠊ⮬ศྠࡌࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ㌟ࢆ᭚ࡋࠊ㬆ኌࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡁࠊ㍯ᘔࡢ⎔ࢆᙸ࠺ࠑ༙ே༙㡢ᴦ̺༙ື≀ࠒࡀࠊࡑࡢ㡢ᴦࢆ⪺ࡁࠊḷࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓࠕቃ⏺㡿ᇦࠖࡢᡤᅾࢆᬯ♧ࡋ࡞ࡀࡽὶࢀࡺࡃ㡢ᴦࡢ㡪ࡁࠊ⪥ࢆࡍࡲࡍࡇࠋ
 ࡑࡢ⫈ྲྀࡣࠊࡋࡋࠊࠕወ㋱ࠖࡢฟ᮶ゝ࠺࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࠕ➨ࡢ᭩ Ợࣈࢵࢡ࣐ࣥ୕㒊⤒ࠖ
ࡢࠕࢥ࣮࣐㹕 㡢ᴦ࡛ࠖࡣࠊ
ࠕᙼዪࠖࡢᡭࡀືࡃࡢࢆぢࡓࡇࡽࠊ
ࠕወ㋱ࠖࢆࡵࡄࡿᛮ⣴ࡀᒎ㛤ࡉࢀ
࡚࠸ࡃࠋ

⚾ࡣࡩ࠸ࠊྂⓗ࡞ၥ࠸ࢆᛮ࠸㏉ࡋࡓࠋ
͆㡢͇㛵ࡍࡿၥ㢟ࡔࠋ࠶ࡿ㡢ኌࡀࠊ↓ேࡢ᳃
㬆ࡾࢃࡓࡗࡓࡍࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࠶ࡿ㡢ᴦࡀࠊྠࡌ᮲௳࡛ዌ࡛ࡽࢀࡓࡾࠊḷࢃࢀࡓࡾࡋࡓࡍ
ࡦ



ࡿࠋࡍࡿࠊࡑࢀࡽࡢ͆㡢͇ࡣ࠶ࡗࡓࡢࠊ࡞ࡗࡓࡢ㸽 ࡶࡋࡋࡓࡽ ே㛫 ࡢ⪥ᒆࡅ
ࡽࢀ࡞࠸㡢ᴦࡣࠊ
ࠕ㡢ᴦࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽㸭ࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ⚾ࡣ⪃࠼ࡿࠋ⫈ぬ㛵
ࡶ

ࡢ

ࢃࡿ ⌧㇟ ࡋ࡚ࡢወ㋱ࡣࠊࡢ⛬ᗘ࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠊࠋࡍ࡞ࢃࡕ̿̿ࠕぢࡽࢀࡿࠖወ㋱
ࡣศ㢮ࡉࢀ࡞࠸ࠊ
ࠕ⪺ࢀࡿࠖወ㋱ࡣࠋ
㸦429 㡫㸧

 ⮬↛ࡢࠕࢧ࢘ࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࠖ㛵ࡍࡿ㆟ㄽ᥋⥆ࡍࡿࠕၥ࠸࡛ࠖࡶ࠶ࢁ࠺ࠋື≀ࡢࡳ࡞ࡽࡎ⮬↛⏺
ࡀⓎࡍࡿ㡢㢼ᬒࢆࠊ
ࠕ㔝⏕ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࠖᤊ࠼ࡿぢ᪉ ࡣࠊ
ࠕ㡢ᴦࠖࡢே㛫୰ᚰ⩏ࢆ┦ᑐࡍࡿ
ࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ࡛ࡣࠊே㛫ࡽゎᨺࡉࢀࡓࠕ͆㡢͇
ࠖࢆࠊࡑࡢ࠺࠼࡛࡞࠾ࠕ㡢ᴦࠖᤊ࠼ࡿࡇࡣ࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࡑࡢࡁࠊࡢࡼ࠺࡞ࠕወ㋱ࠖࡢྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࠊࡑࡇ࠸࡞ࡿព⩏ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ᕴᏕஅࠕఏ⤫ඹឤぬࡢᡯ⬟ ྂᕝㄽࣀ࣮ࢺࣃࢵࢻࠖ㸦
ࠗࣘࣜ࢝࠘➨ 38 ᕳ➨ 8 ྕࠊ2006 ᖺ 8 ᭶㸧ࡣࠊࠕྂᕝ
ᩥᏛࡣ᫂☜Ṕྐᨵኚࡢពᚿࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᇶᮏࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆᤣ࠼ࡿⓎࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃྂᕝࡀ୍ᮇឡ
ㄞࡋࡓ⡿࣐ࢪࢵࢡ࣭ࣜࣜࢬ࣒సᐙࡢ࠺ࡕ࡛ࡶࢫࢸ࣮ࣦ࣭࢚ࣜࢡࢯࣥࡢ㒊స࣮ࠗࣜࣉ࣭࣮ࣖ࠘ࠗ㹖ࡢ
࣮ࢳ࠘ࡽᏛࢇࡔࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠖࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
24 ࡓ࠼ࡤࠊࣂ࣮ࢽ࣮࣭ࢡࣛ࢘ࢫࠗ㔝⏕ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡀ⫈ࡇ࠼ࡿ ࢧ࢘ࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ⏕ែᏛ㡢ᴦࡢ㉳※࠘
㸦ఀ⸨῟ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊ2013 ᖺ 10 ᭶㸧ࢆཧ↷ࠋ
23
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๓⠇࡛ゐࢀࡓࡼ࠺ࠊே㛫ື≀࠾ࡅࡿࠑ㡢ᴦࠒࡢ㐃⥆ᛶࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊཎึ࠶ࡿࠕ㡢ࡢࠖ
ࡀࡦࡘࡢ㘽࡞ࡿࠋࢪ࣭ࣝࢻ࣮ࣝࢬࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜࡣࠊࡑࢀࢆࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖ ࡋ࡚
ᴫᛕࡋࠊே㛫ື≀ࡢࠕቃ⏺㡿ᇦࠖ⨨࡙ࡅࡓࠋ
ࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖࡣࠊ
ࠕ㡢ᴦࡢෆᐜ࡛࠶ࡾࠊ㡢ᴦࡦࡁࢃ㐺ࡋࡓෆᐜࡢࣈࣟࢵࢡࠖ
㸦344 㡫㸧ࡉ
ࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤࡑࢀࡣࠊᬯ㜌ࢆṌࡃᏊ౪ࡀࠊⴠࡕ╔ࡇ࠺ࡋ࡚୧ᡭࢆᡴࡕ㬆ࡽࡍ㡢࡛࠶ࡾࠊᏳࢆ
ࡾᡶ࠾࠺ᑠኌ࡛ḷ࠺ḷ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ࠸࡞࠸࠸࡞࠸ࠊࡤ࠶ࠖࡢࠕ࿚ᩥࠖࡸࠊ୍ேࡢዪࡀࠕࢱࣛࣛࠊ
ཱྀࣛࣛࣛࠖࡎࡉࡴࠕḷ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᑠ㫽ࡢḷࡢࡼ࠺࡞ࠕࣝࣝࣝࠊࣝࣝࣝࠖࡢ㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖࡣࠊࠕ࢝࢜ࢫࠖࡢ࠺ࡕࠕ㡿ᅵࠖ㸦Ᏻᐃ㸧ࢆࡶࡓࡽࡍ⾲⌧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
ࠕḷࡗࡓࡾࠊస᭤ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࠊᥥࡃࡇࠊࡑࡋ࡚᭩ࡃࡇࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ⏕ᡂኚࢆゎࡁᨺࡘ௨
እ┠ⓗࡣ࡞࠸ࠖ
㸦313 㡫㸧ࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕࡇࢀࡣ㡢ᴦࡢሙྜ㢧ⴭ࡞ࡇࠖࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠕ㡢ᴦ
ࡢ᭱⤊┠ᶆࠖࡣࠊࠕ⬺㡿ᅵࡋࡓࣜࢺࣝࢿࣟࢆ⏘ࡳฟࡍࡇࠊࡑࡋ࡚⬺㡿ᅵࡋࡓࣜࢺࣝࢿࣟࢆᏱᐂ
ゎࡁᨺࡘࡇࠖ
㸦402 㡫㸧࡞ࡿࠋ

࣓ࢩࣥࡀゝ࠺ࡼ࠺ࠊ㡢ᴦࡣே㛫ࡔࡅࡢ≉ᶒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏱᐂࡶࢥࢫࣔࢫࡶࠊࣜࢺࣝࢿ࡛ࣟᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡽࡔࠋ㡢ᴦࡢၥ㢟ࡣࠊே㛫ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊື≀ࡸᅄඖ⣲ࡸ◁₍࡞ࠊ⮬↛ࢆ㈏ࡃ
⬺㡿ᅵࡢຊࢆၥ࠺ࡇࢁ࡞ࡿࠋࡔࡽࠊࡴࡋࢁே㛫࠾࠸࡚㡢ᴦⓗ࡛࡞ࡃࠊ⮬↛࠾࠸࡚ࡍ
࡛㡢ᴦⓗ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆၥ㢟ࡍࡁ࡞ࡢࡔࠋ
㸦354 㡫㸧

 㕥ᮌἨẶࡀ㏙ࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖㄽࡢࠕ⊂ᛶࡢ᰾ᚰࠖࡣࠕ୍㈏ࡋࡓ㠀ே㛫⩏ⓗどⅬࠖ
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࠕ⮬↛࠾࠸࡚ࡍ࡛㡢ᴦⓗ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆၥ㢟ࠖࡍࡿ㝿ࠊᇶㄪࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡞ࡿ
ࡢࡀື≀ࡢࠕ⏕ᡂኚ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢻ࣮ࣝࢬ㸭࢞ࢱࣜࡼࢀࡤࠊࠕ㡢ࡢࣈࣟࢵࢡࡀື≀ࡢ⏕ᡂኚ
ࢆࡑࡢෆᐜࡍࡿࡣࠊྠື≀ࡶ㡢ࢆ㏻ࡌ࡚ື≀௨እࡢࡶࡢࠊኪࡸṚࡸᝋࡧ࡞ࠊఱ⤯ᑐ
ⓗ࡞ࡶࡢࠑ࡞ࡿࠒᚲせࡀ࠶ࡿࠖ
㸦349 㡫㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ࠕ㡢ᴦⓗே㛫ࡣ㫽ࡢ୰࡛⬺㡿ᅵࡍࡿࠋࡑࡢ
ࡁ㫽ࡑࢀ⮬యࡶ⬺㡿ᅵࡋࠊ
ࠕኚᐜࠖࢆࡆࡓ㫽࡞ࡿࠋ
ࠖ
㸦349 㡫㸧
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡢ᴦࢆே㛫ࡽゎᨺ
ࡋࠊ
ࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖࢆື≀ࡢࠕ⏕ᡂኚࠖ㔜ࡡࡿࡇࡣࠊྠࠊື≀ࡀࠕ㡢ࢆ㏻ࡌ࡚ࠖኚᐜࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋࡑࢀࡣࠊே㛫ࡽࡶື≀ࡽࡶࠕ⬺㡿ᅵࠖࡋࡓࡶࡢࡢฟ⌧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠑ༙
ே༙㡢ᴦ̺༙ື≀ࠒࡢࠕ⏕ᡂኚࠖࢆពࡋࡼ࠺ࠋ
 ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࡢࣜࣇࣞࣥࠕࣜࢺࣝࢿࣟࠖࡢ㡪ࡁࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ ࠊࡑࡢࡓࡵࡶࠊື≀ࡀࣟ
ࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆ⪺ࡁࠊḷ࠺ࡶࡢኚᐜࡍࡿࡇࠋࡇࢀࡀࠊࠗ༡↓ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝ༑୍㒊⤒࡛࠘ㄒ
ࠗ༓ࡢࣉࣛࢺ࣮࠘㸦Ᏹ㔝㑥୍ヂࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ1994 ᖺ 9 ᭶㸧
ࠋ௨ୗࠊᘬ⏝㡫ࡣྠ᭩ࡼࡿࠋ
ࠕࣜࢺࣝࢿࣟ㸭ࣜࣇࡢဴᏛ ࢻ࣮ࣝࢬ㸤࢞ࢱࣜࡢ㡢ᴦㄽᐤࡏ࡚ࠖ㸦
ࠗ⌧௦ᛮ࠘➨ 36 ᕳ➨ 15 ྕࠊ2008 ᖺ
12 ᭶㸧ࠋ࡞࠾ὀグ࠾࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢࠕ㠀ே㛫⩏㸦inhumanisme㸧ࠖࡣࠊࠕᢳ㇟ⓗ࡞ே㛫ࡢᮏ㉁࡞ࡿࡶࡢࢆᥐ
ᐃࡋࠊࡑࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᥐᐃࡉࢀࡓே㛫ࢆ୰ᚰࡋ࡚ᛮ⪃ࡍࡿࡇࢆᣄྰࡍࡿᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿࡶࠊ
ࠕ㸦ே㛫ࡀ͐
ࠊࠊࠊ
ᘬ⏝⪅ὀ㸧୍ࡘࡢ⤖ᯝ㸻ຠᯝ࡛࠶ࡿࡽࡣࠊ㝈ᐃࡉࢀࡓᏑᅾࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡋ࡚ࡢே㛫ࡣ␗࡞ࡿࡢ࠶ࡾࡼ࠺
ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇࡢྍ⬟ᛶࢆ⫯ᐃࡍࡿᛮ⪃ࠖ㸦ഐⅬᮏᩥ㸧ࢆ♧ࡍࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
27 ࡇࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ㕥ᮌ๓ᥖㄽᩥࡀ♧၀ⓗㄽࡌࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
25
26
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ࡽࢀࡿᯡせ࡞ࠕወ㋱ࠖࡔゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ㡢㸦ᴦ㸧ࡢຊࡣࠊ
ࠕᾘᑾࠊ⢊○ࠊศゎ࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢ◚ቯࢆῬᮃࠖ
㸦344 㡫㸧ࡋࠊ
ࠕࢃ
ࢀࢃࢀṚࡢḧᮃࢆ࠼ࠖ
㸦400 㡫㸧ࡶࡍࡿࠋ༑ୡ⣖ࡢṔྐࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࠕ㡢ࡢ₯ᅾⓗࣇࢩࢬ࣒ࠖ
㸦400 㡫㸧ࡢ∎ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔࠋື≀ࣟࢵࢡ࣮ࣥࣟࣝࢆࡵࡄࡿᩥᏛࡢീຊࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ࡑ
ࢀᣕᢠࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ⮬ᕫ▩┪ࢆࡣࡽࢇࡔࠕࣃࣛࢻ࢟ࢩ࢝ࣝ࡞㞳ࢀᴗࠊᠱࡅࡢヨࡳࠖࡢ
ᡂྰࡣࠊస⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃㄞ⪅ࡢീຊࡶၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡔࢁ࠺ࠋ


ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝㸦15K02103㸧ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
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༡᪉⇃ᴋ࣭ࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝ
̿࢟ࣀࢥᅗ㆕ࢆ㍈ࡋࡓᑐẚࡢヨࡳ̿
⏣ᮧ⩏ஓ㸦TIEPh ᐈဨ◊✲ဨ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸༡᪉⇃ᴋࠊࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࠊ᪻グࠊ࢟ࣀࢥᅗ㆕ࠊ
⏕ែᏛ

ࠝࡣࡌࡵࠞ

 ⳦㢮㸦࢟ࣀࢥ࣭࢝ࣅ㢮㸧◊✲ࡣࠊ༡᪉⇃ᴋ㸦1867-1941㸧ࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝ㸦1823-1915㸧
ࡢ㘒Ⅼࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ༡᪉ࡀࠊࡑࡢከ㠃ⓗ࡞◊✲⏕άࡢ࠺ࡕ࡛ࡶࠊࡶࡗࡶከࡃࡢ㛫ࢆ㈝ࡸࡋࡓࡢࡀ⳦㢮◊✲࡛࠶ࡗࡓ
ࡇࡣࠊ༡᪉◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡣ࠾࠾ࡴࡡホ౯ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿ 1ࠋ᪩ࡃࡣ࣓ࣜ࢝ᅾ୰ࡢ 1892 ᖺࠊᨾ
㒓ࡢேࡓࡕᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࡢ୰࡛ࠊ⳦Ꮫࡢἐ㢌ࡪࡾࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ 2༡᪉ࡀࠊࡑࡢἐᚋṧࡋ
ࡓ⳦㢮ᅗ㆕㸦⇱ࡉࡏࡓᏊᐇయࡸ⬊Ꮚయ࠸ࡗࡓ࢟ࣀࢥᶆᮏࢆ㈞ࡋࡓ⏝⣬ᙬⰍᅗࢆᥥࡁࠊほᐹグ
㏙ࢆ᭩ࡁධࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙬⰍᅗࡁᶆᮏ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡣࠊ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ 3400
௨ୖࠊయ࡛ࡣ 4700 ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ 3ࠋ༡᪉ࡀ⏕๓ࡶࡗࡶከࡃࡢ㛫ࢆ㈝ࡸࡋ࡚᥇㞟࣭
ほᐹ࣭ᅗグࢆࡋࠊ◊✲㈨ᩱࢆࡢࡇࡋࡓ㡿ᇦࡣࠊ⳦Ꮫ◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ༡᪉ࡢබหⴭసࡣࡑࢀ
ࡽࡀࢇᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᅗ㆕ࡑࡢࡶࡢࡢබห࣭⤂ࡸ◊✲ࡣࡲࡔ⥴ࡘ࠸ࡓࡤࡾࡢ≧ែ࡛
࠶ࡾࠊኚᙧ⳦◊✲ࡤࡾࡀ✺ฟࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ༡᪉⇃ᴋࡢࠊ⳦Ꮫ◊✲ࡢᐇ┦ࡣࠊ༡᪉ࡢㄞ⪅ࡦࢁࡃ▱
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡣࠊࡢࡇࢁゝ࠸ࡀࡓ࠸ 4ࠋ
 ᪉ࠊⴭࠗ᪻グ㸦᪻Ꮫⓗᅇ Souvenirs entomologiques㸧
࠘ࡼࡗ࡚᪻ࡢ⏕ែほᐹࡀྡ㧗
࠸ࣇ࣮ࣈࣝࡀࠊ㧗➼᳜≀ࡸ࢟ࣀࢥ㢮ࡘ࠸࡚ࡶほᐹ࣭◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶࡲࡓࠊ࠶ࡲࡾࡦࢁࡃ▱
ࡽࢀࡓࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡃࠊỈᙬ⤮ࡢලࡼࡿᙬⰍ࢟ࣀࢥᅗከᩘࢆࣇ࣮ࣈࣝࡶṧࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ
࢟ࣀࢥ◊✲⪅࣭ឡዲᐙ௨እࡣ࠸ࡲ࡛ࡶࢇ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋࣇ࣮ࣈࣝࡢ࢟ࣀࢥほᐹ
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᅗ㆕㞟㸦㑥ヂࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ ïï221 ⅬࡢỈᙬ⏬ゎㄝ࠘ 5㸧


ࠕ༡᪉ࡢ⮬↛ྐ◊✲ࡢ୰࡛ࡶࡗࡶගࡾ㍤࠸ࡓࡢࡣ☜⢓⳦◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᙼࡀࡶࡗࡶᚰ⾑ࢆὀ
࠸ࡔ◊✲ࡣఱ࠸࠼ࡤࠊ࢟ࣀࢥࡢ◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋࠖⴗཎ༤ගࠕ⢓⳦ࠖࠗ༡᪉⇃ᴋࢆ▱ࡿ࠘㸦ᯇᒃ⦅ࠊ
1993 ᖺ㸧p. 54.
2 ⩚ᒣⶽḟ㑻ᐄ࡚ 1895 ᖺ㸦᥎ᐃ㸧6 ᭶ 21 ᪥᭩⡆ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘7 ᕳᡤ
3 ⴗཎ༤ගࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ⳦Ꮫ◊✲ᙬⰍᅗ㆕ࠖ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ⳦㢮ᅗ㆕࠘
㸦ⴗཎ⦅ࠊ2007 ᖺ㸧p. 128.
4 ࠕ
㸦༡᪉ࡢ⏕≀◊✲ࡣ㸧ᑓࡽኚᙧ⳦㸦⢓⳦㸧◊✲ࡘ࠸࡚ⱝᖸㄒࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ⇃ᴋࡢ⳦㢮㛵ࡍࡿᴗ⦼
ࢆ㢧ᙲࡍࡿࡇࡣṤ↓࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡗࡓࠖ㒓㛫⚽ኵࠕ┿⳦㢮㸦࢟ࣀࢥ㸧ࠖ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ࠘㸦ᯇᒃ࣭⏣ᮧ
⦅ࠊ2012 ᖺ㸧p. 86.
5 ࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ ïï221 ⅬࡢỈᙬ⏬ゎㄝ࠘
㸦ᮏ㒓ḟ㞝┘ヂࠊྠ᭸⯋ฟ∧ࠊ1993 ᖺ㸧
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ᐤࡏࡓゎㄝࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⳦Ꮫࡢసရࠖࡢෑ㢌࡛ࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢪࣙࣜࡣࡇ࠺ᐉ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⳦Ꮫ⪅ࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝ㸟 ᐇ㝿ࡣࠊᙼࢆࡇ࠺ㄞࢇ࡛ࡶู㦫ࡃࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
ࡔࡀࠊࡢ᭷ྡ࡞స࡛࠶ࡿ᪻Ꮫࡢⴭస㞃ࢀ࡚ࠊᙼࡀࡁࡢࡇ⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇࡣ
ࢇ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ 6ࠋ

 ༡᪉ࣇ࣮ࣈࣝඹ㏻ࡢ㛵ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠊ࢟ࣀࢥ◊✲ᅗ㆕ࡣࠊࡢࡇࢁᙜ࡞➼㛩ど࠸࠺
㐠ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ࠝ༡᪉ࣇ࣮ࣈࣝ㸸ఏグⓗᑐẚࠞ

 ༡᪉ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ⏕ᖺࡣ༙ୡ⣖㏆ࡃࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊࣇ࣮ࣈࣝࡀாᖺ 92 㛗ᑑࡔࡗࡓࡓ
ࡵࠊࡩࡓࡾࡢ⏕ᾭࡣ㔜࡞ࡿᮇ㛫ࡶ㛗࠸㸦ࣇ࣮ࣈࣝࡢἐᖺࠊ༡᪉ࡣᩘ࠼࡛ 49 ṓࡔࡗࡓ㸧
ࠋୡ௦ࡢ
␗࡞ࡿྠ௦ேࡶ࠸࠼ࠊࡶ༤≀Ꮫࡢఏ⤫ぶ㏆ᛶࡢ࠶ࡿ㸦ࡑࡢព࡛ࠊࠕྂ࠸ࠖࢫࢱࣝࡢ◊
✲⪅ࡶ࠸࠼ࡿ㸧୧⪅ࡣࠊఏグୖࡢ㢮ఝⅬࡶ࠸ࡃࡘᣦฟ᮶ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡩࡓࡾࡶࠊ◊✲ᶵ㛵
ࡣᒓࡉࡎࠊ⫋ᴗ◊✲⪅࡛ࡣ࡞ࡗࡓ㸦ࣇ࣮ࣈࣝࡣᑠᏛᰯᩍဨࠊ༡᪉ࡣᅾ㔝ࡢᏛ⪅㸧ࡋࠊ⏕ᾭࢃࡓࡗ
࡚㔝እほᐹ⣔ࡢ⏕≀◊✲ࢆ⥆ࡅࡓࡀࠊࡑࡢฟⓎⅬࡽᇶᮏⓗ⊂Ꮫ⪅ࡔࡗࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣ
ᩍဨ㈨᱁ࡢࡓࡵࠊ32 ṓࡢࡁᏛㄽᩥࢆᥦฟࡋ࡚༤ኈ࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊ࢝ࢹ࣑ࢫ࣒ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡣ⇃ᴋࡼࡾࡶ῝࠸㸧ࠋேࡶࠊ㒔ࢆ㞳ࢀࡓᆅ᪉࡛⏕ᾭࢆ㐣ࡈࡋ㸦ࣇ࣮ࣈࣝࡣࢥࣝࢩ࢝ࢆࡾ
ฟࡋࠊࣦࢽࣙࣥ࠾ࡼࡧ࢜ࣛࣥࢪࣗࢆ⤒࡚ࠊࡑࡢ㏆㑹ࢭࣜࢽࣕࣥᮧࠊ༡ࣇࣛࣥࢫ࣭ࣦ࢛ࢡ࣮ࣜࣗ
ࢬ┴ࡢ⏣⯋࡛⏕ᾭࡢ㐣༙ࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋ༡᪉ࡣࠊࢠࣜࢫࡽᖐᅜᚋࡢᚋ༙⏕ࢆࠊḷᒣ┴༡ࡽ
ࢇฟࡎ㐣ࡈࡋࡓ㸧ࠊ⤖ᯝࡋ࡚㧗ᗘ࡞◊✲ᚲせ࡞ᩥ⊩㸦ࡾࢃࡅᏛ⾡⣔ᐃᮇห⾜≀㸧ࡢཧ↷
⮬⏤ࢆぬ࠼ࡿቃ㐝࠸ࡓࠋࣇ࣮ࣝࢻฟ࡚⏕≀ࡑࡢࡶࡢࢆほᐹࡍࡿ࣐ࢳࣗ㸻ឡዲᐙⓗ◊✲
࠸࠺ࠊ୧⪅ඹ㏻ࡍࡿࢫࢱࣝࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓቃ㐝ୖࡢไ⣙ࡽࡢᚲ↛ᛶࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊ୧⪅ࡣ⏕≀Ꮫࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡽホ౯ࡉࢀࡓ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ㠀ᑓ㛛ᐙࡢ୍⯡ㄞ⪅ࢆㄞ⪅ࡋ
࡚⋓ᚓࡋࠊ◊✲⪅ࡋ࡚ࡼࡾࠊᩥ➹ᐙࡋ࡚ࡢྡኌࢆᬌᖺᚓࡓⅬࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ༡᪉ࡢሙྜࠊࡑࡢゟሗゐࢀ࡚∾㔝ᐩኴ㑻ࡀ᭩࠸ࡓ㎞㎥࡞ᅇࠕ༡᪉⇃ᴋ⩝ࡢࡶࠖ
㸦
ࠗᩥ⸤⛅࠘
1942 ᖺ 2 ᭶ྕ㸧࡛ࠊ༡᪉ࡢࡇࢆࠕ೧࡞ᩥᏛ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ೧࡞᳜≀Ꮫ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠖษࡗ࡚
ᤞ࡚ࡓࡇࡀࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 7ࠋ
ᐇ㝿༡᪉ࡣࠊ᪥ᮏࢠࣜࢫࡢ◊✲⣔ᐃᮇห⾜≀⥅⥆ⓗᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ≉᪥ᮏㄒㄽᩥࡢሙ
ྜࠊࡑࡢᩥయࡣ᫂ᖺ㛫ᚋ༙ࡽṇᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ᪥ᮏ࡛ḟ➨☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠊᏛ⾡⣔ࡢཱྀㄒ
๓ᥖࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘p. 83.
ࠗ༡᪉⇃ᴋⓒヰ࠘㸦㣤࣭㛗㇂ᕝ⦅ࠊ1991 ᖺ㸧㘓ࠋࡇࢀࡣࠊ༡᪉ࡢࡇࡢศ㔝࡛ࡢබหᴗ⦼ࡀᑡ࡞ࡗࡓࡓ
ࡵ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ∾㔝ࡢࡇࡢホ౯ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭶ᕝ㞝ࡀࠕ⇃ᴋࡢ᳜≀Ꮫ⯡ࡢᴗ⦼ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡗࡓࡃ↓▱࡛
࠶ࡗࡓࡋ࠸࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠖᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶ᕝࠕ∾㔝ᐩኴ㑻ࠖࠗ༡᪉⇃ᴋࢆ▱ࡿ࠘p. 351.
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ᩥࡣࡣࡗࡁࡾ୍⥺ࢆ⏬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊዑᨺ㐓⬺ࡍࡿࡑࡢ㆟ㄽෆᐜ┦ಗࡗ࡚ࠊࠕᏛ⾡ⓗࠖ
ࡣ␗࡞ࡿࢫࢱࣝぢ࡞ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᪉ࣇ࣮ࣈࣝࡢࠗ᪻グ࠘ࡣࠊᐈほⓗ࡞ほᐹグ㘓⤊ጞࡏࡎࠊᗂᑡࡢᅇࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊグ
㏙ࡀ㐃ࢆࡉࡑ࠺ࡓࡧヰ㢟ࡀ⬺⥺ࢆࡋࠊࡑࡢࡇ࡛ㄞࡳ≀ࡋ࡚ࡢ⯆ࢆቑࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢព࡛ࠊ
ࠕ᪻Ꮫⓗᅇࠖ࠸࠺ཎ㢟ࡣෆᐜࡼࡃ➢ྜࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡋࠊࡑࡶࡑࡶᏛ⾡ㄽᩥࢆ㸦ᩘከࡃࡣ࡞࠸ࡀ㸧
グࡋࠊᥦฟㄽᩥࡼࡾᏛࡶྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊࠗ᪻グ࠘࠾࠸࡚Ꮫ⾡ㄽᩥࡢయࢆᩒ࠼
࡚᥇ࡽ࡞࠸ᩥయ࡛᭩ࡃࡇࠊࡣࡗࡁࡾ⮬ぬⓗࡔࡗࡓࠋ

ࡳࡋࡶ

 ࡶࡋࡶ⛉Ꮫࡀ ୖୗ ࢆ⬺࠸࡛Ꮚ౪ࡓࡕゎࡾࡸࡍࡃ࡞ࢀࡓࡽࠊࡶࡋࡶࢃࢀࢃࢀࡢᏛ࡛ᮏ࠶
ࡿᒈࡢ◊✲㔝እࡢ⏕ࡁࡓ◊✲ࢆࡘࡅຍ࠼ࡼ࠺⪃࠼࡚ࡃࢀࡓࡽࠊࡶࡋࡶ࠾ᙺேࡢษࡀࡿᩍ
࠸࠺⦡ࡾ⥘ࡀ୍ษࡢၿ࠸ィ⏬ࢆ❅ᜥࡉࡏ࡞ࡗࡓࡽࠊ༤≀ᏛࡣᏊ౪ࡓࡕࡢ㢌ࢇ࡞⨾ࡋ࠸ᴦ
ࡋ࠸ࡇࢆᐟࡽࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦
ࠗ᪻グ࠘6 ᕳࠕ࠶ࡋ࡞ࡀࡓࡲ࠾ࡋࡇࡀࡡïï∗ᛶࡢᮏ⬟ࠖ 8㸧

 ࠕ㔝እࡢ⏕ࡁࡓ◊✲ࠖࠕᮏ࠶ࡿᒈࡢ◊✲ࠖࢆᑐẚࡉࡏࠊ࠸ࢃࡺࡿ⛉Ꮫࡀࠕࡳࡋࡶࠖࡢ࠸࡛
࠶ࡿࡇࢆᥟࡍࡿࣇ࣮ࣈࣝࡢ➹⮴ࡢ⫼ᬒࡣࠊᙼࡢࠕ࢝ࢹ࣑ࢫ࣒ࠖయ㦂ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࣇ࣮ࣈ
ࣝࡢ࢟ࣀࢥᙬⰍᅗ㞟ᐤࡏࡓゎㄝࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⛉Ꮫⓗᴗ⦼ࡑࡢ㐨ࡢࡾࠖ㸦ࢡ࣮ࣟࢻ࣭ࢥࢧࢿࣝࠊ
ࣦ࣭ࢻࣛࣥࢪࣗ㸧࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢᏛㄽᩥ࠾ࡼࡧᏛ⾡ㄽᩥࡘ࠸࡚ࠊࡇ࠺グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ᩍᖌࡣ㏻ᖖᏛᩍᤵ㈨᱁༤ኈྕࡢ࠸ࡎࢀࡢཷ㦂ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋࣇ࣮ࣈࣝ
ࡀᏛᩍᤵ㈨᱁ヨ㦂ࢆ࠼ࡽࡪ࡞ࡽࡤ⭾࡞▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊࡋࡋಶேⓗ࡞◊✲
ࡢ࠺ࡣ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆ࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㸦…㸧༤ኈྕࢆ㑅ࢇࡔᙼࡢㄽᩥࡢ㢟ࡣࠓከ㊊㢮࠾ࡅࡿ⏕
ṪჾᐁⓎ⏕ࡢゎ๗Ꮫⓗ◊✲ࠔ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦…㸧័ࡼࡾࠊㄽᩥࡣ➨ 2 ࡢࢸ࣮࣐㹙ㄽᩥ㹛
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࣇ࣮ࣈࣝࡀ㑅ࢇࡔ᳜≀Ꮫࡢ◊✲ࡣࠕHimantoglossum hircinum㹙ࢺ࢝ࢤࣛࣥ㹛
࠾ࡅࡿሢⱼࡢ◊✲࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ᳜≀Ꮫ࠾࠸࡚ࡶື≀Ꮫྠᵝࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣᏛ⊂≉ࡢ⾲⌧ἲ
ᚑࡗࡓࠋࡑࢀࡣཝࡋ࠸つ๎ࡢࡗࡗࡓṇ☜࡞᭩ࡁ᪉ࡀせㄳࡉࢀࠊᩥᏛ㢼ࡢᩥయࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ 1855 ᖺࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊ
㸦…㸧Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮ദࡢࣔࣥࢸ࢜ࣥ⏕⌮Ꮫ㈹ࡢࢥࣥ
ࢡ࣮࡛ࣝᙼࡣࠓⰋࠔࡢᡂ⦼ࢆᚓࡓࠋࡑࢀࡣࠓࢪ࢞ࣂࢳ⛉ࡢᮏ⬟ኚែࡢ◊✲ࠔ࡛ࠊࡑࡢᖺࡢࠗ⮬
↛⛉Ꮫື≀Ꮫᖺሗ࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࢸ࣮࣐ࡣࡢࡕࡢࠗ᪻グ࠘ࡁࡃᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ 9ࠋ

 ࡇ࠺ࡋࡓࠊࠕ࢝ࢹ࣑ࢫ࣒ࠖࡗྲྀࡗࡓㄽᩥసἲࡢᐇ㊶ࢆ⤒࡚ࡢࡕࠊࡑࢀࡣពᅗⓗ㊥㞳ࢆ⨨
࠸ࡓᩥ❶సἲࡀࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢࠗ᪻グ࠘ࢆ㈏ᚭࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢳࣗ㸻ឡዲᐙⓗ◊✲⪅ࡢ❧ሙ⮬

ᒣ⏣ྜྷᙪヂࠗࣇ࣮ࣈࣝ᪻グ࠘11 ᕳ㸦ᒾἼᩥᗜ㸧p. 11.
ࢡ࣮ࣟࢻ࣭ࢥࢧࢿࣝࠊࣦ࣭ࢻࣛࣥࢪࣗࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⛉Ꮫⓗᴗ⦼ࡑࡢ㐨ࡢࡾࠖ๓ᥖࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜ
ࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘p. 46.
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ぬⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇࡶࠊࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡢඹ㏻㡯࡛࠶ࡿࠋ

ࠝᡭ⩦࠸ࡢࡣࡌࡵࠞ

 ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊࣝࣇ࣋㸦ࣝࣇ࣋ࢵࢺ㸧ࢆᏛࢇࡔ⮬ศࡢ᭱ึᮇࡢᏛ⩦ࡘ࠸࡚ࠗ᪻グ࠘➨
6 ᕳࠕ⚾ࡢᏛᰯࠖࡢ୰࡛グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿࣇ࣮ࣈࣝఏ࡛♽㏙ࡉࢀࡿࠊ᭷ྡ࡞㐓ヰ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

ࢃࢀࢃࢀࡣྛࠎ⸕⣬༳ๅࡉࢀࡓࣝࣇ࣋ࡢᑠࡉ࡞୕ᩥᮏࢆᡭᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸦…㸧ࡑࢀࡣࡲ
ࡎᡭጞࡵ㬀ఱࡀ⾲⣬࠶ࡗࡓࠋ
㸦…㸧
㐍ࡲ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊABC ࢆぬ࠼ࡿࡇࡔࡗࡓࠋ㬀ࡤࡾぢ࡚࠸࡚ࡗࡓࡽࡋࡋ࡚࠾࠸ࡓ
ࡽࡔࠋ⚾ࡣ ABC ࡀ㢌ධࡽࡎ࠸ࡘࡲ࡛ࡶᣢ࡚వࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢇ࡞ᕤྜࡔࡗࡓ⚾ࡢ∗ࡣ࡞
ࢇ࠸࠺⌋ࡋ࠸㟋ឤࡽࠊ⚾⃭ࡋ࠸ㄞ᭩ḧࢆᤵࡅࡓရ≀ࢆ⏫ࡽᣢࡗ࡚᮶࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࢀࡣ
⚾ࡢ▱ⓗ࡞┠ぬࡵࡣ㠀ᖖ࡞ᙺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡕࡗࡶ᰿ࡢᙇࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
㸦…㸧
ࡇࢀࡣ✰㖹㹙࣮ࣜࣖࣝ㖡㈌㹛භᯛࡢࡁ࡞⤮ᮏ࡛ࠊᙬⰍࡢ࠶ࡿᅄゅࡢ㱌ศࢀࠊ࠸ࢁࢇ࡞ື≀
ࡀࡑࡢྡࡢ㢌ᩥᏐ࡛ ABC ࢆᩍ࠼ࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸦…㸧
ࡑࢀࡣ⪷࡞ࡿᅄ㊊ࠊ㦯㤿 Âne ࢆࡶࡗ࡚ࡣࡌࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢྡࡢ㢌ᩥᏐࡣࡁࡃグࡋ࡚࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀ࡛ A ࠸࠺ᩥᏐࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࠋ∵ࡢ Bœuf ࡣ B ࢆぬ࠼ࡉࡏ㸪㬞ࡢ Canard ࡣ C ࢆᩍ࠼ࠊ
㠃㫽ࡢ Dinde ࡣ D ࢆ㡪ࡏ࡚࠸ࡓࠋ
㸦…㸧࠸ࡃࡘࡢᯟࡣࡼࡃศࡽ࡞࠸ࡣศࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋ⚾ࡣ H ࡸ K ࡸ Z ࢆぬ࠼ࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿἙ㤿ࡢ Hippopotame ࡸ㯮㫽ࡢ Kamichi ࡸ
㥟∵ࡢ Zébu ࡣ୍ྥ㠃ⓑࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢇ࡞እᅜࡢື≀ࡣศࡗࡓᮏ≀ࡀᩥᏐࡢᢳ㇟ࡢᅵྎ
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᩥᏐࡀ㢌ධࡾࡃࡃ࡚ࡋࡤࡽࡃࡣࡣࡗࡁࡾぬ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
㸦ࠗ᪻グ࠘
6 ᕳࠕ⚾ࡢᏛᰯࠖ 10㸧

 ⟬࠼࡛ࠕṓࡢ㡭ࠖ
ࠊ∗ࡀࠕഹ୕༑㖹ࡶ࡚ࠗカⵚᅗᙡ࠘ᣠࢆࡤࡦࡓࡲࡣࡾࡓࡾࡋࢆࠊኪࡶࡦࡿ
ࡶࡇࡼ࡞ࡃ࡞ࡄࡉࡳࡃࡾࡋぢ࡚ேࡶ♧ࡋ⮬ศࡶㄙࡋࠖ
㸦
ࠕ༡᪉⇃ᴋ㎡ࠖ 11㸧ࡓ࠸࠺༡᪉ࡢࠊᏊ
౪ྥࡅື≀ᅗ㚷ࡼࡿᡭ⩦࠸ጞࡵࢆ㉳ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㐓ヰࡔࡀࠊࡋࡋ୧⪅ࡢᗂᑡయ㦂ࡣ⯆῝
࠸㈨㉁ࡢ㐪࠸ࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ༡᪉ࡣࠊྠࡌ㡭ࠗ₎୕ᡯᅗ࠘ࡢᏑᅾࢆጞࡵ࡚▱ࡾࠊࡑࡢࠕᕳᅄ༑
㱟⺬㢮ࠊᕳ༑ᅄ‵⏕㢮ࡢࡘࠖࡢ┠ḟࢆேࡋྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ
ࠕ㔝ᵔ⺬ࠊ㯤㢔⺬ࠊ⻬ࠊ盓࡞
ࡢྡṈࡁጞ࡚▱ࡿཬࡋࡶࡢࢆࡤ⢒ᅗᙧࢆࡓ࡙ࡡࡁࡁ࡚⮬ࡽᚰ⏬ࠖ࠸ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡸࡸᚋᐇ
㝿ࡇࡢ᭩ࢆᡭࡋࡓࡁࡣࠊࠕᚰࡏࢃࡋࡃኤ㝧ࡢഴࡁࡠࡿࡲ࡛ᕳ୕ኳ㇟ࠊᕳ༑୕␗ᅜே≀ࠊᕳ༑
ᅄእዀே≀ࡢྡࢆᜳࡃࡁࡵࠖࡓࠊᅇࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྠ๓㸧
ࠋ༡᪉ࡗ࡚ࠊ᭩≀ࢆ⧎ࡃࡇࡣࠊ

10
11

๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧11 ᕳ p. 58, 65, 68.
ࠕ༡᪉⇃ᴋ㎡ࠖ
㸦ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘8 ྕࠊ2006 ᖺ㸧
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ࡲࡔぢࡠᏑᅾࡢዲወᚰࢆࡁ❧࡚ࡽࢀࠊ␗ᅜീຊࢆᗈࡆࡿႠࡳ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ
ࠗᩥ㑅࠘୰ࡢ㞴ㄞࡓ
ࡿ㨶೫ࡸ೫ࡢࡴࡘࡋࡁᩥᏐࠖ
㸦࠸ࢃࡺࡿࠕᒚṔ᭩ࠖ12㸧ࡣࠊࡑࡢീຊ㐨ࢆ♧ࡍㄏ࠸ᡭ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀᑐࡋ࡚ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ㌟㏆Ꮡᅾࡍࡿື≀ࡓࡕࢆᑟࡁᡭࡋ࡚ᩥᏐࡢୡ⏺ࢆ⮬ศࡢ୰సࡾୖ
ࡆ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᮍ▱ࡢᏑᅾࢆᅵྎࡋ࡚ࡣࠊࠕᩥᏐࡢᢳ㇟ࠖࡢୡ⏺ࢆࡑࡢୖసࡾୖࡆࡿࡇ
ࡀฟ᮶࡞࠸Ꮚ౪ࡔࡗࡓࠊ⮬ࡽ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠗ᪻グ࠘ࡢ⩻ヂ⪅࡛࠶ࡿᒣ⏣ྜྷᙪࡣࠊࡑࡢࠗࣇ࣮ࣈࣝグ࡛࠘ࡇࡢ㐓ヰ㸦࠾ࡼࡧࠊࡇࡢᚋ∗ぶࡀ
㈙࠸࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡀ࣭ࣛࣇ࢛ࣥࢸ࣮ࢾࡢࠗᐯヰ࡛࠘࠶ࡗࡓࡇ㸧ゐࢀ࡚ࠊ
ࠕ࣮ࣥࣜࡣࡇࡢࡼ࠺
ື≀ຓࡅࡽࢀ࡚ᮏࡀㄞࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠖ 13⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡦࡻࡗࡍࡿࠊᐇ࡛࠶ࡿࡣ⨾
ࡋࡍࡂࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࡇ࠺ࡋࡓࣇ࣮ࣈࣝࡢᅇࡣࠊᚋᖺ࡞ࡗ࡚☜❧ࡉࢀࡓ⮬ศࡢ❧ሙࢆᗂᑡ
ᢞᙳࡋࡓࡼ࠺࡞㠃ࡶ࠶ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᑡ࡞ࡃࡶࠊࠗ᪻グ࠘࠾࠸࡚ᙼࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ⾲᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠊᐇࡢほᐹ࠾ࡼࡧ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ㛵ࡍࡿᙼࡢཎ๎ⓗ❧ሙࠊࡑࡢᗂඣయ㦂ࡢฟⓎⅬࡣࠊࡳࡈ
࡞ࡲ࡛ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⌮ㄽࢆ࡛ࡗࡕୖࡆࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡣࠊ⚾ࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࡋࡃᛮࢃ࡞࠸ࠋ⚾ࡣ⌮ㄽࡣࡍ࡚┱ၚ
ࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࢃࡋ࠸๓ᥦ࡛㞼ࢆࡘࡴࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆࡍࡿࡇࡶࡸࡣࡾ⚾ࡣࡴ࡞࠸ࠋ
⚾ࡣほᐹࡍࡿࠋ⚾ࡣᐇ㦂ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇㄒࡽࡏࡿࠋ
㸦
ࠗ᪻グ࠘3 ᕳࠕ࠶ࡪ࡞࠸㣗≀ࠖ 14㸧

 ࡔࡀࡇࡢ㑇ఏ࠸࠺ゝⴥࡢ⫼ᚋࡣ࡞ࢇ࠸࠺㜌ࡀ࠶ࡿࡇࠋ⌮ㄽࡣఱࡑࡇගࢆᢞࡌࡼ
࠺ヨࡳࡓࠋࡑࢀࡣ㔝⻅࡞ケࡾゝⴥࢆసࡿࡇࡋᡂຌࡋ࡞࠸࡛ࠊศࡽ࡞ࡗࡓࢆ࠸ࡗࡑ
࠺ศࡽ࡞ࡃࡋ࡚ṧࡋࡓࡔࡅࡔࠋࢃࢀࢃࢀࡢࡼ࠺᫂ᬓࢆḧࡋࡀࡿ⪅ࡣࠊࢃࡅࡢศࡽࡠ㧗ㄽ࡞
ࡣࡑࢀࢆ㐨ᴦࡋ࡚࠸ࡿ㐃୰ጤࡏ࡚ࠊ㔝ᚰࢆほᐹฟ᮶ࡿᐇṆࡵࠊཎᙧ㉁ࡢ⛎ᐦࢆㄝ᫂
ࡋࡼ࠺࡞ࡾฟࡍࡇࡣࡋ࡞࠸ࡇࡔࠋࢃࢀࢃࢀࡢ᪉ἲࡣ☜ᮏ⬟ࡢ㉳※࡞ㄝࡁ᫂ࡍ
ࡇࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡔࡀࡑࢀࡣࡇࡑࡢㄝ᫂ࢆồࡵ⾜ࡗࡓࡽ↓㥏㊊࡞ࡿࡄࡽ࠸ࡣᩍ࠼
࡚ࡃࢀࡼ࠺ࠋ
㸦
ࠗ᪻グ࠘6 ᕳࠕ㝸ୡ㑇ఏࠖ 15㸧

 ⚾ࡣࢺ࣮࣐ࢫ⪷⪅ࡢ㡹ᅛ࡞ᘵᏊ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡑ࠺ࡔࠖ࠸࠺๓ࠊ⮬ศ࡛ぢࠊ⮬ศ࡛ゐࡾࡓ࠸ࡢ
ࡔࠋ୍ᗘࡣ࠾ࢁࠊᗘࠊ୕ᗘࠊࡲࡓ↓㝈ࠊ⚾ࡢ࠸ࡀドゝࡢᅽຊ࡛ࡘࡪࡉࢀࡿࡲ࡛ࠋ
㸦ࠗ᪻
グ࠘7 ᕳࠕࢡࣅ࣍ࢯࣁ࣒ࢩࠖ 16㸧

 ᪂⣙⪷᭩ࡢ≀ㄒࡿಙ⪅ࢺ࣐ࢫࡣࠊฮṚࡋࡓ࢚ࢫࡀάࡋࠊ⮬ศࡢᒃྜࢃࡏ࡞ࡗࡓࡇࢁ

12
13
14
15
16

ࠕᒚṔ᭩ࠖ㏻⛠ࡉࢀࡿࠊ▮྿⩏ኵᐄ 1925 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥ࡅ᭩⡆ࠊࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘7 ᕳ p. 8.
ᒣ⏣ྜྷᙪࠗࣇ࣮ࣈࣝグ࠘㸦ᒾἼ᪂᭩ࠊ1949 ᖺ㸧p. 38.
๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧5 ᕳ p. 44.
๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧11 ᕳ p. 42.
๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧14 ᕳ p. 5.
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ጼࢆ⌧ࡋࡓ⪺࠸࡚ࡶಙࡌࡎࠊ
ࠕ࠶ࡢ᪉ࡢᡭ㔥ࡢ㊧ࢆぢࠊࡇࡢᣦࢆ㔥㊧ධࢀ࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤࠊࡲࡓࠊ
ࡇࡢᡭࢆࡑࡢࢃࡁ⭡ධࢀ࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤࠊࢃࡓࡋࡣỴࡋ࡚ಙࡌ࡞࠸ࠖゝࡗࡓ㸦ࠕࣚࣁࢿࡼࡿ⚟㡢
᭩ࠖ20:25㸧
ࠋࡑࡢࡓࡃ࡞ࡉࢆࣇ࣮ࣈࣝࡀ㋃くࡋ࡚ࡳࡏ࡚ࡽᅄ༙ୡ⣖ࡢࡕࡢ 1925 ᖺࡣࠊ
ࠕ㉸⌧
ᐇᐉゝࠖ࠾࠸࡚ࣥࢻ࣭ࣞࣈࣝࢺࣥࡀࠕ⪷ࢺ࣐ࢫࡽࢼࢺ࣮࣭ࣝࣇࣛࣥࢫ࠸ࡓࡿࠖ⣔㆕ࢆ࡞ࡍ
ࣞࣜࢫࢺࡓࡕࢆ୍ᣓࡋ࡚ࠕ▱ⓗ࠾ࡼࡧ㐨ᚨⓗ࡞࠶ࡽࡺࡿ㣕⩧ᩛᑐࡍࡿࡶࡢࠖ 17ษࡾᤞ࡚ࠊᩥᏛ
࠾ࡅࡿീຊࡢ≉ᶒⓗ⮬ᚊᛶࢆ⛠ᥭࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣈࣝࢺࣥࡢᩛどᑐࡋ࡚ࠊ
࠶ࡓࡶ࠶ࡽࡌࡵ㥍ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡼ࠺ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣ⮬ศࡀࡑ࠺ࡋࡓࠊࡓࡃ࡞࡞ࣞࣜࢫ
ࢺࡓࡕࡢ⣔㆕ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡼࡾࡶࡲࡎほᐹ⪅ࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ
ࡍࡀࡍࡀࡋ࠸ࡲ࡛⌮ᛶࡼࡿ㊴㌍ࢆᣄ⤯ࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᐇᇶ࡙ࡃࡇᅛᇳࡍࡿែᗘࢆ⾲᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࠝ୧⪅ࡢ㞳㸸௦ࡢ㛵ಀࠞ

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣇ࣮ࣈࣝࡢែᗘࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢ㐍ㄽ࠸࠺⌮ㄽࡢ㛵ಀ࡛ࡶࡲࡗࡓࡃࡪࢀࡿ
ࡇࢁࡀ࡞ࡗࡓࠋ࠸࠺ࡼࡾࠊࠗ᪻グ࠘࠾ࡅࡿᙼࡢ⌮ㄽⓗែᗘࡢ⾲᫂ࡣࠊከࡃࡀ㐍ㄽ࠸࠺
௦ࡢ⌮ㄽࡢ㛵ಀ࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ศࡼࡾ 14 ᖺᖺ㛗ࡔࡗࡓࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢲ࣮࢘ࣥ
㸦1809-1882㸧ࡀࠊᐇࡢほᐹ⌮ゎ␃ࡲࡾ⥆ࡅࡓ⮬ศࡢ◊✲ែᗘࢆࠊࡑࡢ⌮ㄽࡗ࡚࡞◊
✲ࡋ࡚ㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࡇࢆࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣࡾࡶព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠗ᪻グ࠘➨ 4 ᕳ
ࠕࡌࡀࡤࡕࡢ᪉ἲࠖࡢෑ㢌࡛ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊࢲ࣮࢘ࣥࡽື≀Ꮫ⪅࣐࣮ࣟࢽࢫ㸦Romanes, George
John, 1848-1894㸧ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࢆࠊḟࡢࡼ࠺ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

୍ඵඵ୍ᖺᅄ᭶༑භ᪥࡙ࡅࡢᡭ⣬࡛ࠊᙼ㹙㸻ࢲ࣮࢘ࣥ㹛ࡣ࣮࣐ࣟࢿࢫࡇࡢၥ㢟㹙ࢲ࣮࢘ࣥ
ࡗ࡚ࠊᮏ⬟ࡣࡇࡲ࡛ࡶ⋓ᚓ⩦ᛶ࡛࠶ࡿ㹛ࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺㢗ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸦…㸧
⚾ࡣ㈗ⴭࠗື≀ࡢ▱ຊ࠘ࡢ୰࡛㠀ᖖ」㞧࡞ࡑࡋ࡚ᛮ㆟࡞ᮏ⬟ࡢ࠸ࡃࡘࢆྲྀࡾᢅࢃࢀࡿ
࠺▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸦…㸧ࡋࡋࡶࡋ㈗ୗࡀࡇࢀࡽࡢᮏ⬟ࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆᢅࢃࢀࡿࡍࢀࡤࠊ
⚾ࡢ⪃࠼࡛ࡣࣇ࣮ࣈࣝࡀ⮬↛⛉Ꮫᖺሗࡢࡑࡢ㦫ࡃࡁㄽᩥࡢ୰࡛㏙࡚࠸ࡿࠊ⋓≀ࢆ㯞⑷ࡉࡏ
ࡿື≀㹙ࢪ࢞ࣂࢳ㹛ࡢᮏ⬟௨ୖ⯆࠶ࡿࡶࡢࡣᢅ࠼࡞࠸ࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࣇ࣮ࣈࣝࡢㄽ
ᩥࡣࡑࡢᚋᙼࡢჃ⛠ࡍࡁࠗ᪻グ࠘ࡢ୰࡛ࡉࡽ῝ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦
ࠗ᪻グ࠘4 ᕳࠕࡌࡀࡤ
ࡕࡢ᪉ἲࠖ 18㸧

 ࡇࡇ࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢࠕ⮬↛⛉Ꮫᖺሗࡢࡑࡢ㦫ࡃࡁㄽᩥࠖࡣࠊඛࡢᘬ⏝࡛ᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊ
ࠕࢪ࢞ࣂࢳ⛉ࡢᮏ⬟ኚែࡢ◊✲ࠖ
㸦1855 ᖺ㸧ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊࡇࡢࠕࡌࡀ

17
18

ࣥࢻ࣭ࣞࣈࣝࢺࣥࠗࢩࣗࣝࣞࣜࢫ࣒ᐉゝ࣭⁐ࡅࡿ㨶࠘
㸦ᕘ㇂ᅧኈヂࠊᒾἼᩥᗜࠊ1992 ᖺࠊp12.㸧
๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧8 ᕳ p. 67.
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ࡤࡕࡢ᪉ἲࠖࡢ❶㸦ᙼࡗ࡚ࠊࡇࡢ㢟ࡣࠕ᪥࡙ࡅࡽࡶ᭱ึࡢࡶࡢ୍࡛␒࡞ࡘࡋ࠸ᛮ࠸ฟࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡢⓎぢࠖࡔࡗࡓ㸧࡛ࠊࠕᮏ⬟࠸࠺ኳ㈿ࡢᡯ⬟ࡀࡼࡾ᫂░࡞ㄽドࡢ㍤ࡁࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ
ࡣ㹙ࡢ㹛ࡇࡶ࡞࠸ࠋ㹙ࡢ㹛ࡇ࡛ࡶ㐍ㄽࡣࡇࢀ௨ୖགྷ࡞ࡘࡲࡎࡁ▼ࡣࡪࡘࡽ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖᙇࡋࠊࡉࡽࠕ┿ᐇ㆑ぢࡢ࠶ࡗࡓࢲ࣮࢘ࣥࡣࡇࢀࢆぢⴠࡋ࡚ࡣ࠸࡞ࡗ
ࡓࠋ㸦…㸧≉⚾ࡢึᮇࡢ⤖ᯝࡣᙼࢆࡣ࡞ࡣࡔᏳࡋࡓࠖ㏙࡚ࠊ᪻ࡢ⾜ືࢆㄝ࡙᫂ࡅࡿ⌮ㄽ
ࡋ࡚ࡢ㐍ㄽᑐࡍࡿಙࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ
ࠕࣇ࣮ࣈࣝࡣ➨ 1 ⊂Ꮫ⪅࡛࠶ࡾࠊ
⌧ᐇ⩏⪅࡛࠶ࡗ࡚య⣔ࡢᵓ⠏⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠖ19ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ༡᪉⇃ᴋࡶࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡋ࡚ࡣ⊂Ꮫ⪅㹙࣮࢜ࢺࢹࢲࢡࢺ㹛࡛࠶ࡾࠊࡲࡓయ⣔ࡢᵓ⠏ࢆᣄ
ྰࡍࡿࡼ࠺࡞ᐇ㞟ᐙࡋ࡚ࠊ࢟ࣀࢥࡸኚᙧ⳦ࡸࠊࡉࡽࡣே㛫ࡢീຊࡢ⏘≀࡛࠶ࡿㄝヰ࣭⚄ヰ࣭
Ẹಙ௮࠸ࡗࡓẸ▱ࢆ㞟ࡵ⥆ࡅࡓࠋほᐹ⪅࣭㞟ᐙࡋ࡚ࠊ୧⪅ࡣࡣࡗࡁࡾぶ㏆ᛶࢆぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋࡋࡋࠊࢲ࣮࢘ࣥ㐍ㄽᑐࡍࡿែᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ༡᪉ࣇ࣮ࣈࣝࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢲ࣮࢘ࣥࡢἐᖺ㸦1882 ᖺ㸧ࡲࡔ୰Ꮫ⏕ࡔࡗࡓ༡᪉ࡗ࡚ࠊ㐍ㄽࡣ௦ࡢᛮࡔࡗࡓ࠸࠺
≧ἣࡢ㐪࠸ࡶ࠶ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࡴࡋࢁࠊࠕ࠸ࡲ࣭ࡇࡇࠖᏑᅾࡋ࡞࠸㇟ࡢ᠄ⓗീຊ
ぶ㏆ᛶࡢ࠶ࡗࡓ༡᪉ࡣࠊࣇ࣮ࣈࣝ␗࡞ࡿ㈨㉁ࡀ࠶ࡾࠊࡔࡽࡇࡑᙼࡣࠊ⳦Ꮫ㸦㞃ⰼ᳜≀◊✲㸧
ྠࡌែᗘ࡛ࠊẸ㸦࠸࠺ே㛫ᚰ⌮ࡢ㸧㇟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࠸࠺㠃ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡀᘬ⏝ࡋࡓࢲ࣮࢘ࣥࡢ࣐࣮ࣟࢽࢫᐄ࡚᭩⡆ࡢ୰࡛ゐࢀࡽࢀ࡚ࡿ࣐࣮ࣟࢽࢫࡢⴭ
᭩ࠗື≀ࡢ▱ᛶ Animal Intelligence࠘ࡣࠊࡑࡢᖺ㸦1881 ᖺ㸧ࡢ᪂ห᭩࡛࠶ࡾࠊ༡᪉ࡶ㸦࠾ࡑࡽࡃΏ
ⱥᚋ㸧㉎ධࡋࠊ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ

20ࠋ

ࠝࣇ࣮ࣈࣝࡢ࢟ࣀࢥᅗ㆕ࠞ

 ୡ௦ࡣ␗࡞ࡿࡀྠࡌࡃ 19 ୡ⣖ᚋ༙ࢆ⏕ࡁࠊࡑࡢ௦ࡢ⏕≀◊✲᥋ࡋࡓࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡣࠊࡑ
ࡢ࢟ࣀࢥᅗ㆕ไస㛵ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢ㢮ఝᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ
ࠗ᪻グ࠘➨ 10 ᕳࡢࠕᗂᖺ௦ࡢᛮ࠸ฟࠖ࠾࠸࡚ࠊ࢟ࣀࢥࡀ⮬ศࡢᗂᑡࡽ㸦➨
10 ᕳࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓ㸧᭱ᬌᖺࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇゐࢀ࡚ࠊ࢟ࣀࢥᅗᥥ⏬ྲྀࡾ
⤌ࡴ⮳ࡗࡓ⤒⦋ࢆ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⚾ࡢ᭱ᚋࡢᐯᒃࡢࢭࣜࢽ࡛ࣥࠊⲖ㢮ࡣ┒ࢇ⚾ࢆㄏᝨࡋࡓࠋ
㸦…㸧࠶ࢇࡲࡾἑᒣ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᩘ
ᖺ๓ࡽࠊ⚾ࡣ㏵᪉ࡶ࡞࠸ィ⏬ࢆᛮ࠸ࡘ࠸ࡓࠋࡑࢀࡣᐇ≀ࡢࡲࡲ࡛ࡣᶆᮏ⟽ಖᏑฟ᮶࡞࠸ࡶࡢ
ࢆࠊ➹ࡋ࡚ᶆᮏࢆసࢁ࠺࠸࠺ࡇࡔࠋ
㸦…㸧Ỉᙬ⏬ࡢᚰᚓ࡞ࢇ⚾ࡣ࡞࠸ࠋࡔࡀᵓࢃ࡞࠸ࠋ
㸦…㸧⮬ศ࡛ᕤኵࡋ࡚⪃࠼ฟࡏࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ᭱ึࡣᣋࡗࡓࡀࠊࡸࡀ࡚ᗄࡽ࠺ࡲࡃ࡞ࡾࠊ

19

ࢹ࣮ࢾ࣭ࢻ࣭࣐ࣝࢪ࣮ࣗࣜࠕ⌧௦ࡢⱥ㞝ࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࠖ
㸦๓ᥖࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜ
ࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘p. 22.㸧ࡢᘬ⏝ࡍࡿࠊࣇ࣮ࣈࣝఏస⪅࣮ࣦ࣭ࢻࣛࣥࢪࣗࡢゝࠋ
20 ༡᪉ࠕ⺶ࡢ▱⬟ࠖ
㸦㑥ヂࠗ༡᪉⇃ᴋⱥᩥㄽ⪃㹙ࢿࢳ࣮ࣕ㹛ㄅ⠍࠘2005 ᖺ㸧p. 49.
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ࡑࢀࡽࡄࡗ࠺ࡲࡃᥥࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
㸦…㸧
 ࡸࡗࡢࡇ࡛ࠊ⚾ࡣ㏆ᡤࡢ࠸ࢁࢇ࡞Ⲗ㢮ࢆᐇ≀ࡋ࡚ࠊᙬⰍࢆࡇࡋࡓࡶࡢࢆᗄⓒᯛ
ᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
㸦
ࠗ᪻グ࠘10 ᕳࠕᗂᖺ௦ࡢᛮ࠸ฟࠖ 21㸧

 㑥ヂࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘ᐤࡏࡓゎㄝࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⳦Ꮫࡢసရ࡛ࠖࣃࢺࣜࢵ
ࢡ࣭ࢪࣙࣜࡣࠊࡇࡢୗࡾࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ᩜ⾝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡁࡢࡇࡣࡶࢁࡃࠊࡋࡶ⫗ࡀࡋࡤࡋࡤཌࡍࡂࡿࡢ࡛ࠊ࡞ಖᏑࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
᳜≀ࡢࡼ࠺࡞ᶆᮏࢆసࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊỈᙬ⏬ࡁࡢࡇࢆṧࡋ࡚࠾ࡇ࠺
⪃࠼ࡓ

22ࠋ

 ࡶࡋࣇ࣮ࣈࣝࡀ⮯࠸ࡸࠊࡁࡢࡇࡢ᩿㠃ࡢ⫗ࡢⰍ࡞ࡢ≉ᚩࢆグࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊゎ㔘࠶ࡓࡗ
࡚㛫㐪࠸ࢆ᭱ᑠ㝈ᢲࡉ࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ⌮ࢆゝ࠼ࡤࠊྛᅗ∧ࡑࡢᶆᮏࡀࡘ࠸
࡚࠸ࡓࡽࠊ⬊Ꮚࠊ⾲⓶ࡢᵓ㐀࡞ࡢ㢧ᚤ㙾ⓗ≉ᚩࡀศࡾࠊゎ㔘ࡣࢇ࡞ࡶࡢ࡞ࡗࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣ⤮ࢆᥥ࠸ࡓࡢࡕࠊࡁࡢࡇࢆಖᏑࡋ࡚࠾࡞ࡗࡓࠋᙼࡣ
༢ࠊ⇱ࡉࡏࡿⰍᙧࡀኻࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊࡁࡢࡇࡢࠓ⫝̸ീࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠔࢆసࡾࡓࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿ

23ࠋ

 ࡇࡢㄝ᫂ࡣࠊ༡᪉⇃ᴋࡢ⳦㢮ᅗ㆕ࡶࠊ࡞ࡾࡢ⛬ᗘࡲ࡛ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡼ࠺ࡔࠋ༡᪉ࡢᅗ㆕ࡣࠊࠕᖹ
ࡓࡃᢲࡋࡘࡅ࡚ࡋࡓࡁࡢࡇࡢᐇ≀ࠖ 24ࢆ㈞ࡾࡅࡓࠕᢲࡋⴥᶆᮏ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡲࡓࠕᅗ∧ୖ㈞
ࡉࢀࡓᑠࡉ࠸⣬⿄ࡣࠊࡁࡢࡇࢆศ㢮ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞≉ᚩ࡞ࡿ⬊Ꮚࡀ㞼ẕᣳࡲࢀ࡚࠾ࡉࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡃࡋ࡚ࠊ⇃ᴋࡢ⳦㢮ᅗ㆕ࡣࠊࡁࡢࡇࡢᐇ≀ࡑࡢᙬⰍᅗグ㍕ᩥࡀࢭࢵࢺࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡁࡢࡇ
ᶆᮏࡋ࡚㉸୍⣭㈨ᩱ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ 25ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖖ࢟ࣀࢥࡣ㸦⫗ཌ࡞ࡓࡵ㸧ྎ⣬㈞ࡍ
ࡿᢲࡋⴥᶆᮏࡣࡋ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ༡᪉ࡣΏ⡿ᙜึ┒ࢇసᡂࡋ࡚࠸ࡓ㧗➼᳜≀ᶆᮏ

26ྠᵝࠊ࢟ࣀ

ࢥࡘ࠸࡚ࡶࠊྎ⣬⇱ᶆᮏࢆ㈞ࡋࠊࡉࡽ⇱ᚋࡣኻࢃࢀࡿሗ࡛࠶ࡿⰍࡸࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡁ
ࡢᙧែ࠸ࡗࡓሗࢆࠊᙬⰍᅗࡼࡗ࡚グ㘓ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸦࢟ࣀࢥᅗᥥ⏬㛵ࡋ࡚㸧ࣇ࣮ࣈࣝࡀ
ࡲࡗࡓࡃࡢ⊂Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࡢྠࡌࡃࠊ༡᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕≀ほᐹᅗࢆᥥࡃࡇࡘ࠸࡚ࠊࡇ࡛ᡭ
ࡁࢆཷࡅࡓ࠺ࡘ࠸࡚ࡣ㈨ᩱࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࠋ
 ゎㄝ⪅ࢪࣙࣜࡣࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢ࢟ࣀࢥᅗࡢయീࡘ࠸࡚ࡇ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

21
22
23
24
25
26

๓ᥖࠗ᪻グ࠘
㸦ᒾἼᩥᗜ㸧20 ᕳ pp. 97ࠥ98.
ࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢪࣙࣜࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⳦Ꮫࡢసရࠖ㸦๓ᥖࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘p. 102.㸧
ྠ๓ࠊࠗࢪ࣭࣭ࣕࣥࣥࣜࣇ࣮ࣈࣝࡢࡁࡢࡇ࠘p. 109.
ⴗཎࠊ๓ᥖࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ⳦Ꮫ◊✲ᙬⰍᅗ㆕ࠖࠊp. 128.
ⴗཎࠊ๓ᥖࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ⳦Ꮫ◊✲ᙬⰍᅗ㆕ࠖࠊpp. 128ࠥ129.
ᅵỌ▱Ꮚࠕ⇃ᴋࡢ㧗➼᳜≀ࡢᶆᮏ㸦୰㛫ሗ࿌㸧ࠖ
㸦ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘1 ྕࠊ1999 ᖺ㸧
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 ᛮ㆟࡞ࡇࠊ᪻ࡢ⤮ࡣࢇࡢࢃࡎࡋ࡞࠸ࡢࠊࡁࡢࡇࡣᅔ㞴ࡉࡶࢃࡽࡎࠊᥥ
ࡁࡓࡵࡓᅗ∧ࡀ 700 ᯛ㏆ࡃࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅗ∧ࡣ᪥ࡢ࡞࠸ࡶࡢࡶ࡞ࡾ࠶ࡿࡀࠊࢇ
ࡍ࡚ 1878 ᖺࡽ 1899 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ᥥࢀࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
᪥ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡢ㒊ศࡣࠊ
1886 ᖺࡽ 1893 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ᥥࢀ࡚࠸ࡿ

27ࠋ
㹙1

Ⅼࡔࡅࠊ1903 ᖺࡢ࣑ࣄࣛࢱࢣᅗࡀ࠶ࡿ㹛

 ༡᪉ࡢ⳦㢮ᅗ㆕ࡢሙྜࠊ᥇㞟࣭ไసᖺࡀ 1900 ᖺࡽ 1940 ᖺࡢ 40 ᖺ㛫ཬࢇ࡛࠸࡚

28ࠊࣇ࣮ࣈ

ࣝࡢ࢟ࣀࢥᅗᥥ⏬ࡣࡰධࢀ㐪࠸ࡔࡗࡓࡇ࡞ࡿࠋෑ㢌ゐࢀࡓࡼ࠺ࠊ㏻ࡋ␒ྕ࡛ 4700 ࢆ㉺
࠼ࠊ⌧ᏑⅬᩘ࡛ࡶ 3400 ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࡇࢀࡽᅗ㆕ࡢ⥲㔞ẚࡿࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢࡶࡢࡀ 700 Ⅼ㏆ࡃ
࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀከ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ༡᪉ࡗ࡚ࡣ⳦㢮◊✲ࡀ㸦ኚᙧ⳦୪ࢇ࡛㸧⏕
≀◊✲ࡢ୰ᚰࢸ࣮࣐ࡔࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣ᪻◊✲ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᙜ↛
ࡢࡇࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡍ࡛ゐࢀࡓࡼ࠺ࠊࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡣࠊ◊✲ᶵ㛵ᒓࡉ࡞࠸࣐ࢳࣗ◊✲⪅࡛࠶ࡿࡀᨾࠊ
ᩥ⊩ࡢࢡࢭࢫ⮬⏤ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢟ࣀࢥ◊✲࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡇࡣ୧⪅
ඹ㏻ࡍࡿ⤖ᯝࢆᣍࡃࡇ࡞ࡿࠋࡩࡓࡓࡧࢪࣙࣜࡢゎㄝࢆᘬ⏝ࡋࡼ࠺ࠋ

 㸦…㸧᥇㞟ࡉࢀࡓከࡃࡢ✀ࢆྠᐃࡍࡿࡣࠊ㈨ᩱࡢᩘࡣࡋࡤࡋࡤ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᙼࡣከࡃࡢࠓ᪂✀ࠔࢆ❧࡚ࡓࡀ㸦1878 ᖺࡢⴭస࡛ࡣ༙ศ௨ୖࠊࡲࡓࠊ1883 ᖺࡢࡶࡢ࡛
ࡣ 2/3 ௨ୖࡀ᪂✀࡛࠶ࡗࡓ㸧
ࠊࡶࡕࢁࢇࡑࡢ୰ࡢࢇࡢᏛྡࡣࠊ⌧ᅾࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ
␗ྡࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡀࠕ᪂✀ࠖࡋࡓ⳦㢮ࡢ࠸ࡃࡘࡣࠊ◊✲㈉⊩ࡋ࡚ࡃࢀࡓேࡓࡕ⊩ྡࡉࢀࡓ

29ࠋ

 ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊᙼࡢఫࡴࢭࣜࢽࣕࣥᮧࢆྵࡴࣦ࢛ࢡ࣮ࣜࣗࢬ┴ࡢ࢟ࣀࢥࡘ࠸࡚ࠊୖグࡢࡼ࠺ 2
ᗘⴭసࢆබหࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࡶࠊࡲࡓṧࡉࢀࡓᙬⰍᅗࡶࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣከᩘࡢࠕ᪂✀ࠖࢆ❧࡚࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢࢇࡣࡑࡢᚋ↓ຠ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࠊ࢟ࣀࢥ◊✲ࢆࡵࡄࡿࡢከࡃࡣࠊ༡᪉ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡᪉ࡶࡲࡓࠊ⭾࡞㔞ࡢ⳦
㢮ᅗ㆕ࢆṧࡋࠊࡑࡢ࡞࡛↓ᩘࡢࠕ᪂✀ࠖࢆㄆᐃࡋࠊࡑࢀࡽࡣࡋࡤࡋࡤࠊ᥇㞟⪅࡞◊✲༠ຊ⪅⊩
ྡࡋࡓྡ๓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ༡᪉ࡢ࢟ࣀࢥ◊✲ࡣࠊ࠺࠺୍ᗘࡶබหࡉࢀࡿࡇࡀ࡞ࡗ
ࡓࠋ᪤Ꮡ✀ࡢ␗ືࢆほᐹグ㏙ࡋࡓグ㍕ᩥࡶ◊✲ㄅୖ࡛බหࡍࡿ࠸࠺ᡭ⥆ࡁࡼࡾᏛ⏺ሗ
࿌ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ༡᪉ࡀྡࡅࡓࡑࢀࡽࡢࠕ᪂✀ࠖྡࡣࠊ〄ྡࡋ࡚ࡍ࡚↓ຠ࡞ࡲࡲ
ࡲࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡣ␌❵ࠊᆅ᪉࠸࡚ࠊ◊✲ᶵ㛵ᒓࡉ࡞ࡗࡓ୧⪅ࡀࠊᩥ⊩ࡢ༑ศࡉࡢࡓࡵ᪤▱
✀ࡢ␗ືࢆศྫྷ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ᪂✀ࡢグ㍕ሗ࿌ࡣࡁ࡞ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡢ⤖ᯝ

104
ⴗཎࠊ๓ᥖࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ⳦Ꮫ◊✲ᙬⰍᅗ㆕ࠖp. 128.
ࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢪࣙࣜࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⳦Ꮫࡢసရࠖp. 99.

27ࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢪࣙࣜࠕࣇ࣮ࣈࣝࡢ⳦Ꮫࡢసရࠖp
28
29
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࡛࠶ࡿࠋ᪻ࡢ⏕ែほᐹࢆᡓሙࡋࡓࣇ࣮ࣈࣝࠊኚᙧ⳦࠸࠺✀ᩘࡢẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ศ㢮⩌࡛ࡣ
᪂✀Ⓨぢࡁ࡞ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇࡀฟ᮶ࡓ༡᪉ࡢ୧⪅ࡗ࡚ࠊ࢟ࣀࢥ◊✲ࡣࠊᏛ⏺㈉⊩ฟ᮶ࡿ
ᮇᚅࡢ࠶ࡲࡾฟ᮶࡞࠸ศ㔝ࡔࡗࡓࡢࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡑࢀࡋ࡚ࡶࠊ࢟ࣀࢥࡢどぬ㈨ᩱⓗ㛵ᚰ࠸࠺ඹ㏻㡯ࡀࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉࠶ࡗࡓࡇࢆࠊࡢ
ࡼ࠺⌮ゎࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡀ࢟ࣀࢥᅗࡢไసࢆ⤊࠼ࡓࡢࡕࠊࡑࡋ࡚༡᪉ࡀ⣖༡࡛Ꮩ❧ࡋࡓ⳦Ꮫ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ㡭
࠶ࡓࡿ 20 ୡ⣖๓༙ࠊ⏕≀Ꮫࡢୡ⏺ࡣࡁࡃᵝ┦ࢆኚ࠼ࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏕ែᏛ⾜ືᏛࡢ
ຨ⯆࡛࠶ࡿࠋࡢࡕࡣࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺㛵ಀࡢ⥙ࡢᛮ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃ⏕ែᏛ㸻࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡣࠊࡑࡢጞࡲࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ᳜≀ࡢศᕸࡸಶయᩘࡢᾘ㛗࠸ࡗࡓࠊ
⮬↛⏺࠾ࡅࡿ✀ࡢ⏕Ꮡࡢࡉࡲࡢ⛉Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋࢲ࣮࢘ࣥࡀࠗ✀ࡢ㉳※࠘
㸦1859 ᖺ㸧࠾࠸࡚♧ࡋ
ࡓࠊ࣐ࣝࢧࢫࡢேཱྀㄽࢆᛂ⏝ࡋࡓ⏕≀ಶయᩘ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡣࠊᙼࡗ࡚ࡣ⮬↛Ὲử࠸࠺ᛮࡢ᰿
ᗏࢆ࡞ࡍ㆟ㄽࡔࡗࡓࡀࠊ⏕ែᏛࡢᡂ❧ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢⴌⱆⓗẁ㝵ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮
࠸࠺ࡇࡤࡑࡢࡶࡢࡇࡑ 1866 ᖺࡣసࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸦࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭࣊ࢵࢣࣝࠗ⮬↛㐀ྐ࠘
㸧
ࠊ
᪥ࡢព࡛ࡢ⏕ែᏛ㸻࢚ࢥࣟࢪ࣮࠸࠺◊✲㡿ᇦࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡣࠊࢡ࣓ࣞࣥࢶ᳜ࠗ┦㑄⛣ㄽ࠘
㸦1916㸧
ࡸ࢚ࣝࢺࣥࠗື≀ࡢ⏕ែᏛ࠘
㸦1927㸧࡞ࡢᡂᯝࢆᚅࡗ࡚ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓ

30ࠋ

 ࡘࡲࡾࠊࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡀࡉࢇ⏕≀◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡓᮇࡣࠊ20 ୡ⣖ධࡗ࡚㣕㌍ⓗᡂ㛗
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠊ⏕ែᏛ࠸࠺Ꮫၥ㡿ᇦࡢ๓ኪᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 1901 ᖺࡽࡢ 3 ᖺ㛫ࠊ⣖༡ࡢ᳃࡛⏕≀ࢆᐇᆅほᐹࡋ࡚࠸ࡓ㡭ࠊ༡᪉ࡢ⏕≀᥇㞟ࡣࠊ㞃ⰼ᳜≀ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㧗➼᳜≀ࡶࠊື≀㸦᪻㸧ࡲ࡛ࢆࡶྵࡴᗈ⠊࡞ࡶࡢࡔࡗࡓ

31ࠋࡇࡢࡼ࠺ほᐹ࣭᥇㞟ᑐ㇟ࡀ

ᗈࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊᙼࡢṧࡋࡓ⏕≀㈨ᩱࡢㄪᰝྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⣖༡ࡢ⏕ែᏛ⪅ᚋ⸨ఙࡣࠊࡇ࠺ᣦ
ࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ

 ⢓⳦࢟ࣀࢥࢆ◊✲ࡍࡿࡣ㸦…㸧ᑡ࡞ࡃࡶ࡞ࡾ㧗ᗘ࡞ື≀ࡸ᳜≀㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀᚲせ࡞ࡢ
࡛ࡍࠋ⢓⳦ࡔࡅ࢟ࣀࢥࡔࡅࢆࡸࢁ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ཌࡲࡋ࠸ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽ༡
᪉ࡉࢇࡣᐇ㝿ࡑࢀࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍ

32ࠋ

 ᚋ⸨ࡶグࡍ࠾ࡾࠊࡇࡢᣦࡣࠊ᪥࡛ࡣᖖ㆑ⓗࡶ࠸࠼ࡿࠋ⮬↛⏺࡛ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞✀ࡢ㛫┦
ࡢ㛵ಀ㸦ከࡃࡣ㣗≀㐃㙐ࡢᤕ㣗㛵ಀࡸᐤ⏕࣭ඹ⏕㛵ಀ㸧ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ᐃࡢ࢟ࣀࢥࢆᑐ㇟ࡋ
࡚ࣇ࣮ࣝࢻ᥇㞟ࢆ⾜࠺㝿ࡶࠊࡑࡢ࢟ࣀࢥࡀඹ⏕㛵ಀ࠶ࡿᶞ✀ࢆ┠ᣦࡋ࡚᳃ධࡿࡇ࡞ࡿࡋࠊ

30

ᣋ✏ࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ࢚ࠗࢥࣟࢪ࣮࠘
ࠖ㸦
ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘5 ྕࠊ2003 ᖺ㸧
ࡇࡢᮇࠊ༡᪉ࡣ㐃᪥᪥グ᥇㞟ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆඞ᫂グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡣ࢟ࣀࢥኚᙧ⳦ࠊࢩࢲ㢮࡞ࡢ㞃
ⰼ᳜≀ࠊ࠾ࡼࡧ㧗➼᳜≀ࡔࡀࠊ⏕ᾭ࡛ࡶእⓗࡇࡢᮇࡣ᪻ࡢ᥇㞟ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋཧ↷㸸ᚋ⸨ఙࠕ༡᪉⇃ᴋ
ࡢ᪻グࠖ㸦
ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘1 ྕࠊ1999 ᖺ㸧ࠊྠࠕ⇃ᴋᶆᮏࡽࡳࡓ⣖ᕞ⇃㔝ࡢ᳃Ɇ᥇㞟ရ㸦᳜≀࣭᪻㸧ࡽ 20 ୡ
⣖ึ㢌ࡢ⮬↛ࢆ⪃࠼ࡿɆࠖ㸦
ࠗ⇃ᴋ◊✲࠘2 ྕࠊ2000 ᖺ㸧
32 ᚋ⸨ఙࠕ⣖ఀ༙ᓥࡢ⮬↛༡᪉⇃ᴋࠖ
㸦ࠗ༡᪉⇃ᴋᏛࡪ࠘ዉⰋዪᏊᏛே㛫ᩥ◊✲⛉ࠕ༡᪉⇃ᴋࡢᏛ㝿ⓗ◊
✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ2004 ᖺ㸧p. 5.
31
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ᶞᮌࡣ᪻ࡸࡢື≀㢮ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡞ࡾ」㞧࡞⏕ែ⣔ࢆ⮬↛ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ≉ᐃࡢ✀ࡸศ㢮⩌ࡔࡅ㝈ᐃࡋࡓほᐹࡸ⌮ゎ࠸࠺
ࡶࡢࡣࠊ᪥࡛ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋ
 ᚋ⸨ࡣࠊ༡᪉ࡢṧࡋࡓ⏕≀㈨ᩱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕ༡᪉ࡉࢇࡣᐇ㝿ࡑࢀࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠖ㏙ࡓࠋ⏕
ែᏛⓗㄆ㆑ᇶ࡙࠸࡚⮬↛ほᐹࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ព࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ⏕ែᏛ࠸࠺Ꮫၥࡀࡲࡔ
᪥ࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆᡂࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ 20 ୡ⣖ึ㢌ࠊ༡᪉ࡀ⣖༡⇃㔝ࡢ᳃࡛ࠊᏛㄝྐࢆ↓どࡍࡿࡼ࠺
࡞ࡑ࠺ࡋࡓᐇ㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡣ㦫ࡁ್ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡢ᪻ほᐹࡢႠࡳࡘ࠸࡚ࡶࠊᐇࡣྠᵝࠊᏛㄝྐࢆࡉࡢࡰࡿࡼ࠺࡞ඛྲྀᛶࡀᣦฟ
᮶ࡿࠋ⾜ືᏛ㸻࢚ࢯࣟࢪ࣮࠸࠺ࡇࡤࡣࠊࢧࣥ㸻ࢸ࣮ࣞࣝࡼࡗ࡚ 1854 ᖺࡣࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࢀࡣ࠶ࡿ⏕≀ࡢ⩦័㸦࢚࣮ࢺࢫ㸧ࡑࡢ⎔ቃࡢ㛵ಀࢆၥ㢟ࡍࡿࠊ₍↛ࡋࡓࡇࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊື≀ࡢ⾜ືࢆᑐ㇟ࡍࡿ⮬↛⛉Ꮫࡋ࡚ࡢ⾜ືᏛࡀࡑࡢ㍯㒌ࢆ☜❧ࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊࡑࡢᚋ༙
ୡ⣖௨ୖࡢ㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡢᴗ⦼ࡣ㸦ࢲ࣮࢘ࣥࡢࡑࢀࡶ㸧ື≀⾜ືᏛ
ࡢඛ㥑ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ༡᪉࠾ࡅࡿ⏕ែᏛⓗほᐹྠᵝࠊࡑࢀࡣ⫋ᴗ◊✲⪅ࡓࡕࡢᏛ⏺࠾
ࡅࡿṌࡳඛ㥑ࡅࡓႠࡳࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡣࠊྠ௦ࡢᏛ⏺ࡼࡾࡶࠊ⮬ศࡓࡕࡼࡾ๓ࡢୡ௦ࡢ⮬↛ほᐹ⪅㸻ࢼࢳࣗࣛࣜࢫࢺ
ࡓࡕࡼࡾぶ㏆ᛶࢆᣢࡕࠊ⮬↛⏺ࡢ⏕≀ࡑࡢࡶࡢࡢほᐹࢆ⏕ᾭࡢႠࡳࡋࡓࠋᙧែࡢほᐹࡼࡿศ㢮
Ꮫࡸࠊ⌮ㄽࢆᣄࢇ࡛⾜ືࡑࡢࡶࡢࡢほᐹ␃ࡲࡾ⥆ࡅࡓ࠸࠺ព࡛ࠊྂ࠸ᆺࡢ⏕≀◊✲⪅ࡔࡗࡓ
࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࢲ࣮࢘ࣥࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽᚿྥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇࢆࡦࡓࡍࡽ㞟ࡵࠊ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃ
Ⴀࡳぶ㏆ᛶࡀ࠶ࡾࠊ⮬↛ࢆぢࡘࡵࡿࡇᚭࡍࡿࡇ㈨㉁ࡢ࠶ࡗࡓ୧⪅ࡣࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ࡲࡔᮍᙧᡂࡔࡗࡓ⏕ែᏛⓗどⅬࢆඛྲྀࡾࡋࡓࡼ࠺࡞ほᐹࡢႠⅭࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ༡᪉ࡀ᳃
ࡢ⏕ែほᐹࢆ㏻ࡌ࡚᪻㐓⬺ࡋࡓࡼ࠺ࠊࣇ࣮ࣈࣝࡣ᪻ࡽ࢟ࣀࢥほᐹ㐓⬺ࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢព࡛ࠊ୧⪅ࡢ⏕ែᏛⓗඛ㥑ᛶࡢ㘒Ⅼ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࣇ࣮ࣈࣝ༡᪉ࡢ࢟ࣀࢥᅗ㆕
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࣈࣝࡣࠊ᪻ほᐹࡢ⭾࡞グ㘓ࢆࠊ㤨⯉࡞ࠗ᪻グ࠘ࡋ࡚ห⾜ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࠊ᪥⮳
ࡿࡲ࡛ከࡃࡢㄞ⪅ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ↷ⓗࠊ༡᪉ࡢ࢟ࣀࢥ◊✲ࡣࠊබหࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲಶேࡢ◊✲㈨
ᩱࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᩘ༓ཬࡪ࢟ࣀࢥᅗ㆕ࡢ୍Ⅼ୍Ⅼࡣࠊࡑࡢᶆᮏࡘ࠸࡚ࡢ㸦ⱥㄒࡼ
ࡿ㸧ヲ⣽࡞ほᐹグ㘓ࢆకࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⣖ᕞ⏣㎶‴ࡢ⏕≀ࠖ33ࡢࡼ࠺࡞ࠊẸⓗ⮬↛ྐ㝶➹ࢆ᪂⪺㐃㍕
ࡋࡓࡇࡶ࠶ࡗࡓ༡᪉ࡢࠊࡲࡔࡑࡢㇺࡀ᫂ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠕ࢟ࣀࢥグࠖࡀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡇ╀ࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

࠙㝃グࠚᘬ⏝ᩥ୰ࡢ㹙 㹛ࡣࠊᘬ⏝⪅ࡼࡿ⿵㊊࡛࠶ࡿࠋ

33

༡᪉ࠕ⣖ᕞ⏣㎶‴ࡢ⏕≀ࠖࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘6 ᕳᡤ
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㑣ᬛᒣ࠾ࡅࡿ㉸ឤぬⓗ▱ぬ⌧㇟
̿༡᪉⇃ᴋࡼࡿグ㏙ࠗࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࣮࠘ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚̿
၈⃝ኴ㍜㸦TIEPh ᐈဨ◊✲ဨ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸༡᪉⇃ᴋࠊ㑣ᬛᒣࠊࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣐࣮ࣖࢬࠊ
Out-of-Body-Experience

ࡣࡌࡵ

ࡳ ࡞  ࡓ ࡃ ࡲ ࡄ ࡍ

1900 ᖺ 10 ᭶ࠊୡ⏺᭱ࡢᏛၥ㒔ᕷ࣭ࣟࣥࢻࣥࡽᖐᅜࡋࡓ ༡ ᪉ ⇃ ᴋ 1867㹼1941 ᖺ ࡣࠊࡍ
AE

AE

AE

AE

࡚⾜ࡁワࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛၥࠊᐙ᪘㛵ಀࠊࡑࡋ࡚࠾㔠ࠊࡍ࡚࠾࠸࡚ᚭᗏⓗᢡࡋࠊ⏕ࡁࡿ᪉ྥ
ࡸ࡞ࡂ ࡓ

ࡃ 

࠾

ᛶࢆኻࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊᚋࠕୡ⏺ⓗ༤≀Ꮫ⪅ࠖ
ࠕ᪥ᮏẸᏛࡢẕࠖ ࡕ࡞ࡳࠕ∗ࠖࡣ ᰗ ⏣ ᅧ ⏨
AE

E AE

AE

AE

AE

ࠝ1875㹼1962 ᖺࠞゝࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿ ࠖ
ࠕ࢚ࢥࣟࢪ࣮㐠ືࡢඛ㥑⪅ࠖࡑࡋ࡚ࠕ᪥ᮏேࡢྍ⬟ᛶࡢ
ᴟ㝈ࠖ࡞ホࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ▱ࡢᕧேࡢࠊே⏕᭱ࡢ༴ᶵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᮇࠊ⇃ᴋࡣ
⪷ᆅ࣭㑣ᬛᒣྥࡗࡓࠋ
ࡘ ࡡ ࡄ ࡍ

⇃ᴋࡀ㑣ᬛྥࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᘵ࣭ᖖ ᴋ 1870㹼1954 ᖺ ࡀ⤒Ⴀࡋ࡚࠸
ࡓ༡᪉㓇㐀ࡢ㑣ᬛᾆᨭᗑࢆᡭఏ࠺ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㓇㐀ࡾࡣᮇࡀ≉ᛁࡋ࠸ࠋ⇃ᴋࡣࠊᖖᴋせㄳࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊᨭᗑࡢᮇ㓇㐀ᴗࡢᛂ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣࠊ࠸ࢃࡤ⾲㠃ୖࡢ⌮⏤
࡛ࡋ࡞࠸ࠋ࠸ࡃࡽ⫪㌟ࡢ⊃࠸ᛮ࠸ ࢆࡋ࡚࠸ࡓ⇃ᴋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᩿ࡿࡇࡣ࡛ࡁࡓࡣࡎࡔࠋࡶ࠺୍
ࡘࡣࠊୡ㛫ࡽࡢ㏨㑊࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡽࡢ㏨㑊ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊୡ
ࡇࡶࡾࡃ

ே࡞ࡿࡇࡢᮏ⬟ⓗᣄྰឤࡀᙼࢆࡋ࡚ 㞃 ᅜ ࣭㑣ᬛྥࢃࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᮏ㡢࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡑࡶࡑࡶࠊ⇃ᴋࡢ᭩ࡁṧࡋ࡚࠸ࡿ᪥グࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊ࠺ࡶࡲࡶᘵࡢᗑࢆᡭఏࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣ
࠺ࡀ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⇃ᴋࡣࠊࡇࡢᆅᘬࡁࡅࡽࢀࡿࡢࡼ࠺ࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊ⤖ᒁ⣙ 3 ᖺ㛫 ㏵୰ࠊḷᒣᕷṑࡢ
⒪⾜ࡗࡓࡾࡶࡋࡓࡀ ␃ࡲࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ᑠ⏕ᖺ᮶ࡇࡢᒣ㛫࠾ࡾࠊグ⮑ࡢ᭩⡠࡚ࡣࠗ⳹ཝ⤒࠘
ࠊ
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘
ࠊ
ࠗ᪉グ࠘
ࠊⱥᩥ࣭
ᩥ࣭ఀᩥࡢᑠㄝࡈࡁࡶࡢࠊ㝶➹ࡈࡁࡶࡢᩘࡢᛮ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡚ࡣ࡞ࡃࠊࡣ᳜
1

⤒῭ⓗ⌮⏤࡞ࡼࡾⱥᅜࡽࡢᖐᅜࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓ⇃ᴋࡣࠊࡋࡤࡽࡃḷᒣᕷࡢᘵኵ፬ࡢᐙࡸஸ∗ࡢ▱ᕫ

ࡢᑎ㝔࡞࡛ୡヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊᘵኵ፬ᢡࡀᝏࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋⳘ࡞㔠㢠ࢆࡅࡓ⚾㈝␃Ꮫ࡛࠶ࡗࡓ


ࡸ

ࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠕ⺅ᖒࡈࡁὒ᭹୍ᯛ>㞟 7㸸24@࡛ࠖᖐᅜࡋࡓࢆࠊᖖᴋࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
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≀Ꮫࡢ᭩ࡢࡳ࡞ࡾࠋࡑࢀࡺ࠼༤㆑ࡀࡗࡓࡇࡣ࠸Ṇࡴྠ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ⪃ᐹࡀቑࡋ࡚
᮶ࡿࠋ࠸ࢃࡤ⣆⢑࡞ࡵࠊ㊊ࡢࡣ࠼ࡓ㢮ࡈࡁࡣ࠸ῶࡌ࡚ࠊ୍୍≀⮬ศࡢ⡆ࡀࡘ࠸࡚
᮶ࡿࠋ


ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ࠊ1903 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ >㞟 7㸸329@

 ୖグࡣࠊ⇃ᴋࡀ㑣ᬛ᮶࡚ࡽ⣙ 2 ᖺࢆ⤒ࡓグࡉࢀࡓ᭩⡆࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡀࠊ㑣ᬛᣢࡗ࡚⾜ࡗ
ࡓࡶࡢࡣࠗ⳹ཝ⤒࠘
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘
ࠗ᪉グ࠘
ࠊ࠶ࡣᑠㄝࠊ㝶➹ࠊ᳜≀㛵ࡍࡿ᭩⡠ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࠊᐇࡣࠊ⇃ᴋࡣࡇࡢ᭩⡆ࢆグࡋࡓ⣙ 7 ࣨ᭶ᚋࠊ⮬㌟ࡢࠕែࠖࢆㄆ㆑ࡋ࡚⾜ࡃୖ࡛ࡶࠊḞࡏ࡞࠸
ᮏࢆධᡭࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ Human Personality and Its Survival of Bodily Death vol,1 & 2(௨
ୗࠊᮏ✏࡛ࡣ HP ␎グࡍࡿ)࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬㌟ࡢࠕែࠖࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⇃ᴋࡣㄞ
ᚋࠊẸᏛ㛵ࡍࡿㄽ⪃ᇳ➹ࡢࡓࡵࡶࠊࡇࡢᮏࢆࡋࡤࡋࡤཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋ

HP ࡣࠊ1903 ᖺ 2 ᭶ⱥᅜ࡛Ⓨหࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᭩≀ࡣࠊⱥᅜᚰ㟋⌧㇟◊✲༠㸦The Society for
Psychical Researchࠊ㏻⛠ SPR 3㸧ࡢ㔜㙠ࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭W࣭H࣭࣐࣮ࣖࢬ(Frederick William Henry
Myers 4ࠊ1843㹼1901 ᖺࠊྂᩥᏛ⪅࣭リேࠋ
ࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ telepathyࠖࡸࠕ㉸ᖖsupernormalࠖ࡞

2

࣐࣮ࣖࢬཬࡧࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ telepathyࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕ༡᪉⇃ᴋࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥ㛵ࡍࡿ⪃

ᐹࠖ㸦၈⃝ኴ㍜ࠊ
࢚ࠗࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲࠘➨ 9 ྕࠊᮾὒᏛࠊ2015 ᖺ㸧ࢆཧ↷ࠋ
ࡳ ࡘࡃࡾࡆࢇࡥࡕ

3

SPR 1882 ᖺタ❧ ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ⟪ స ඖඵ 1862㹼1919 ᖺࠊṔྐᏛ⪅ ࡀࠊࡑࡢάືࢆ⤂ࡋ࡚࠸
ࡓ࡞ࡔ࡚࠶࠸ࡁࡘ

ࡿࠋ1886 ᖺୖ㸦1858㹼1919 ᖺࠊᩍဴᏛ⪅࣭ᩍ⫱ᐙ㸧ࡣࠊ⟪సඖඵࠊ⏣୰㤋ឡᶲ㸦1856㹼1952 ᖺࠊᆅ
ࡘࡰ࠺ࡕࡋࡻ࠺ࡼ࠺

ࡳࡸࡅࡏࡘࢀ࠸

ࠊ୕Ꮿ㞷ᕊ㸦1860㹼1945 ᖺࠊဴᏛ⪅࣭ホㄽᐙ㸧࡞
⌫≀⌮Ꮫ⪅㸧
ࠊᆤ ෆ ㏯ 㐶㸦1859㹼1935 ᖺࠊᑠㄝᐙ࣭ホㄽᐙ㸧
ከᒱࢃࡓࡿ◊✲⪅ࡓࡕඹࠕᛮ㆟◊✲ࠖ࠸࠺ࠊࡲࡿ࡛ SPR ྠࡌ◊✲ࢆⓎ㊊ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡀࠊ
⟪సࢆ㏻ࡌ࡚ SPR ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ⟪సࡣࠊ1885 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥Ⓨ⾜ࠗᮾὒᏛⱁ㞧ㄅ࠘ ➨ 42 ྕࠊᮾὒ
Ꮫⱁ♫ ࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ SPR ࡘ࠸࡚㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࢧ࢟࢝ࣝࢯࢧ࢚ࢳ࣮

  ⱥᅧࢽࢸ୍ᖺ❧ࢭࣝᚰ⌮◦✲᭳ࢽࢸṈ➼ࣀࢽᑵ࢟ࢸ∔ࢭࣝ◦✲ࣀዴ࢟ࣁᄫࢽブㄉࣤ㜵࢟⤊ࢽᚓࢱࣝ
ࢯ࣮ࢺ࣮ࣜࢪࣥࢢ

ᡤࣀᡂ⦼ࣤ㷎ᐦ᫂ⓑࢽグ㘓ࢩࢱࣜ͐ ୰␎ ͐ྠ᭳ࣀ◦✲ဨࣁ ᐹ ᚰ
ࢵࣃࣜࢩࣙࣥࢬ

Mesmerism

ዿ



࣓ࢫ࣓ࣜࢬ࣒

Thought-reading ዣ ឤ

ࣁ࢘ࣥࢸࢵࢻࣁ࢘ࢫ

Apparitions

㨣

ᒇ

Haunted House እወࢽᾙࣝᐿࣤ◦✲ࢭࢩ࢝ᑵ୰ᐹ

ᚰࢽ㜝ࢫࣝሗ࿌ࣁᐿࢽ㦫ࢡࢽሓ࣊ࢱࣜࠋ
>⟪స㸸33@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧
 ⟪సࡣࠊࡇࡇ࡛ SPR ࡢ◊✲ෆᐜࡢᴫせࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋSPR ࠾࠸࡚ࡣࠊThought-reading㸦ㄞᚰ⾡㸧ࡸ
Mesmerism㸦ദ╀⾡㸧ࠊApparitions㸦ᗃ㟋࣭ᗁ㸧ࠊHounted House㸦ᗃ㟋ᒇᩜ㸧࡞ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏙࡚࠸
ࡿࠋ


SPR ࡢάືࡸ࣐࣮ࣖࢬࡢⴭసࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚ึᮇゝཬࡋࡓࡢࡣ⇃ᴋ࡛࠶ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡣࠊSPR

ࢆࠕᚰ⌮◊✲ࠖ
ࠕᗃ㟋➼ࡢࠖ
ࠕᛮ㆟ࠖ
ࠕࣟࣥࢻࣥᛮ㆟ࠖ࡞ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡀࠊ࣐࣮ࣖࢬࡘ࠸
࡚ึࡵ࡚ゝཬࡋࡓࡢࡣ 1903 ᖺ 8 ᭶ 8 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆࠾࠸࡚࡛࠶ࡿ HP ࡀⱥᅜ࡛Ⓨหࡉࢀࡓࡢࡣ 1903 ᖺ
2᭶ ࠋ
  ᖺ Myers ࠸࠺ேࠊ୍⏕ࡾ࡚ࡢࣟࣥࢻࣥᛮ㆟ࢆࡋࡽࡓࡿ◊✲ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ Human
Personality and its Survival of Bodily Death ே㛫⟠ே㉁ࡑࡢయࡢṚᚋࡢ␃Ꮡ 㢟ࡋࠊ ୖᕳࡣᗎᩥ
ᅄ༑භ㡫ᮏᩥⓒ㡫ࠊୗᕳࡣᗎᩥ༑㡫ᮏᩥභⓒභ༑㡫 ࡢᮏฟ࡛ࡓࡾࠋ༑୍ࡍࡿ࡞ࡾࠋ
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ࢆ㐀ㄒࡋࡓே≀࡛ࡶ࠶ࡿ ࡢ㑇✏ࢆࡶ⦅⧩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᵓᡂࡣࠊ

㸺vol,1㸼
I. INTRODUCTION
1 ❶ ᗎㄽ
ϩ. DISINTEGRATION OF PERSONALITY
2 ❶ ே᱁ࡢศ
Ϫ. GENIUS
3 ❶ ኳᡯ
ϫ. SLEEP
4 ❶ ╧╀
Ϭ. HYPNOTISM
5 ❶ ദ╀⾡
ϭ. SENSORY AUTOMATISM
6 ❶ ▱ぬࡢ⮬ືస⏝
㸺vol,2㸼
Ϯ. PHANTASMS OF THE DEAD
7 ❶ Ṛ⪅ࡢᗁᙳ
ϯ. MOTOR AUTOMATISM
8 ❶ ➽⫗ୖࡢ⮬ືస⏝
ϰ. TRANCE, POSSESSION, AND ECSTASY
9 ❶ ࢺࣛࣥࢫ࣭៰౫࣭࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮
ϱ. EPILOGUE
10 ❶ ⤖ㄒ

ࡢ 10 ❶ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⴭࡣ 2015 ᖺ 12 ᭶⌧ᅾࠊࡲࡔヂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⇃ᴋࡣࠊ㑣ᬛᒣᏙᒃࡋ࡚࠸ࡓ㡭ࠊṇ☜ࡣ 1904 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥ࠊࡇࡢ᭩ࢆྲྀࡾᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋᒆࡃ
ࡸྰࡸࠊ⇃ᴋࡣࡇࡢⴭࢆㄞࡳࡩࡅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 2 ࣨ᭶ࡅ࡚ㄞ◚ࡋࡓࠋHP ධᡭᚋࠊ
ㄞࡲ࡛ࠊ⇃ᴋࡢ᪥グࡣࠕኪ⮩ෆ࡚ Myers ࡼࡴࠋ
ࠖ࡞࠸ࡗࡓグ㏙ࡀẖ᪥ࡢࡼ࠺ぢࡽࢀࡿࠋ

 㑣ᬛᒣ࠸࠺⪷ᆅ⊂≉ࡢࠕ✵Ẽࠖࡢࡏ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠊ+3 ࢆ࠶ࡲࡾࡶ⇕ᚰㄞࢇࡔࡏ࠸࡛࠶ࢁࠊ
⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ⪷ᆅ࠾࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲᛮ㆟࡞⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

1903 ᖺ 8 ᭶ 8 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ >㞟 7㸸392@
ୖグࡣࠊ⇃ᴋࡀⱥᅜࡽᖐᅜᚋࡢ᭩⡆࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡣᅾⱥ௦ࡽ SPR ࡢᏑᅾࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋἲ㱟ࡽ SPR ࡢ
ㄪᰝ౫㢗ࡲ࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿ ⤖ᒁࠊ⇃ᴋࡣㄪᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓ>၈⃝ 2015 ཧ↷@ ࠋ୍᪉ࠊ⇃ᴋ 1900 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥ࠊࣟ
ࣥࢻࣥࡽ᪥ᮏᖐᅜࡢ㏵ࡘࡃ ධࢀ㐪࠸࡛ⱥᅜ␃Ꮫ 1900 ᖺ 10 ᭶᭶ 28 ᪥ࣟࣥࢻࣥ฿╔ ࡋࡓᩥ࣭ኟ┠
ₙ▼ 1867㹼1916 ᖺ ࡶࠕᛮ࠸ฟࡍ࡞ࠖ 1910㹼1911 ᖺ ࡛ࠊ࣐࣮ࣖࢬࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢࡕ

Ṛᚋࡢ⏕㸟ྡࡽࡋ࡚ࡀ᪤ጁ࡛࠶ࡿࠋᡃࠎࡢಶᛶࡀᡃࠎࡢṚࢇࡔᚋ㎾ࡶṧࡿࠊάືࡍࡿࠊᶵࡀ࠶ࢀࡤࠊ
ࡦ

ࢃ

ࡓࡋ

ࡇ

ᆅୖࡢேゝⴥࢆࡍࠋࢫࣆࣜࢳࢬ࣒ࡢ◊✲ࢆࡶࡗ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡗࡓ࣐࢚ࣝࡣ ៑ ᪁࠺ಙࡌ࡚ᒃࡓࡽࡋ
࠸ࠋ࣐࢚ࣝ⮬ᕫࡢⴭ㏙ࢆᤝࡆࡓࣟࢵࢴࡶྠࡌ⪃ࡢࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
>ኟ┠㸸407@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧
 ⌧ᅾ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊࢇ▱ྡᗘࡢ࡞࠸ ᛀࢀཤࡽࢀࡓゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ ࣐࣮ࣖࢬ࠾ࡼࡧ SPR ࡛
࠶ࡿࡀࠊ⇃ᴋࡸₙ▼ࡀ⏕ࡁࡓ௦ ᫂㹼ึᮇ ࡅ࡚ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ▱㆑ேࡢෆ࡛ࡣከᑡࡢ▱ྡᗘࡣ࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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㸪⇃ᴋࡼࡿグ㏙ࡽ

⇃ᴋࡣࠊ⪷ᆅ࣭㑣ᬛᒣ࡛ᵝࠎ࡞ᛮ㆟࡞⤒㦂ࢆࡋࡓࠋ࠼ࡤ⇃ᴋࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࢆṧࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

1904 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ ᮅᬕࠊ༗ᚋ㞵 ⺶㐃ኌࡋ࡚㬆ࡣࡌࡴ
࠺ࡘ࡚㸦ᗁ࠸ࡩࡇ▱ࡾ࡞ࡀࡽ㸧㯮ࡁ⣣࠶ࡿேᙧዴࡁࡶࡢ࡞ࡾࠊ❳ືࡢࣥࢲ࣮ࢢࣛ
࢘ࣥࢻ㕲㐨ࡢୖࡾ㊰ዴࡁᡤࢆ㐍ࡳཪ༷㏥ࡋ㸦㐍㏥ࡶ㢌ࡣྠ୍᪉ྥࡦ㸧ཪୗ࠾ࡾࡿ୍ᡤࠊᐙ
ࡢእ୍⏨୍ዪ㸦᪥ᮏே㸧࠶ࡿࢆぢࡿࢆࢃࡊぢࡎࠊேᙧዴࡁࡶࡢ⮬ศࡢពᚿ㞟ࡿࠋὀពⅬ
ぢࡺࠋ
㹙᪥グ 2㸸413㹛
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

 ⇃ᴋࡣࡇࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢ㨦ࡀእᢤࡅฟࡋ࡚ࠊ㯮࠸⣣ࡢ࠶ࡿேᙧࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡾࠊࣟࣥࢻࣥࡢᆅ
ࠊࠊ
ୗ㕲ࡢⓏࡾᆏࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆ㐍ࢇࡔ㏙࡚࠸ࡿࠋ㏵୰࡛᪥ᮏேࡢ⏨ዪࢆぢࡓࡼ࠺ࡔࠋࡋࡤࡽࡃࡋ
࡚ࠊࡧேᙧࡢࡼ࠺࡞⫗యᡠࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖศࡾ࡙ࡽ࠸ᩥ❶ࡔࡀࠊせࡍࡿࠊ⮬ศ
ࡢ⫗యࡀࡲࡿ࡛ேᙧࡢࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡇࡽ㯮࠸⣣ࡘ࡞ࡀࢀࡓ⮬ศࡢ㢌ࡀᢤࡅฟࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ⇃ᴋࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ࢆ⩣᭶ࡶ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

1904 ᖺ 4 ᭶ 25 ᪥ 㞵ࠊኪ㢼㞵
ኪ㢼㞵ࠊணࠊⅉࢆᾘࡋ࡚ᚋ㨦㐟ࡍࠋṈ๓ࡶ࠶ࡾࡋࡀࠊቨࢆ㏱ࡽࡎࠊࡩࡍࡲࠊ㞀Ꮚ➼㛤ࡁᚓࡿᡤ
ࢆ㏻ࡿᨾ㎽ᘔ࡞ࡾࠋᯖᮏࡢࡩࡍࡲࡢ࠶࡞ࡓ㎶㎾ᘬ㏉ࡋ㐁ᕠ୰ࠊᛴ⮬ศࡢ㢌ぬࡁᡤࡦࡁධ
ࡿࠋᜦࡶ vorticella ࡀ⼺᪕≧ᘏࡋᚋᛴ㦫ࡁࡦࡁ⦰ࡿዴࡋࠋ㣕㢌⻅ࡢࡇከᑡࡿࡇࡼࡾ
ฟࡋ࡞ࡽࢇࠋ
㹙᪥グ 2㸸431㹛
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

 ⇃ᴋࡣࠊࡇࡇ࡛ࠕṈ๓ࡶ࠶ࡾࡋࡀࠖ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ๓㏙ 3 ᭶ 10 ᪥ ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ๓
㏙ࡢᩥ❶ࡣ␗࡞ࡾࠊࡇࡢᩥ❶ࡣᗄศࢃࡾࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓࡇࡇ࡛⇃ᴋࡣࠊ᫂ࡽࠕ㨦㐟ࡍࠖグࡋ
ࡦ

 ࠺ ࡤ ࢇ

࡚࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡣࠊ⮬ศࡢ㢌ࡀ 㣕 㢌 ⻅ ࡢࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ vorticella ࢶࣜ࢞ࢿ࣒ࢩ㸸⧄ẟ㛛ᑡ⭷⥘
⦕ẟ┠ࡢ 1 ᒓࠋయࡣ㏫㔮㚝ᙧࡽ࡞ࡿࠋ✀ࠎࡢ่⃭ᛂࡌ࡚⦰ࡋࠊࡣ⼺᪕≧ᕳࢀࡿ ࡢ
ࡼ࠺ࠊ⼺᪕≧ఙࡧࠊ㎶ࡾࢆ㐁ᕠࡋࡓᚋࠊ⦰ࡲࡾࠊ᭱⤊ⓗࡶᡠࡗࡓ࠸࠺ࠋ
 ࡘࡲࡾࠊ⇃ᴋࡣࠕయእ㞳⬺ Out-of-Body-Experience, OBE ࠖࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡣࠊ


ࡂ

 ࠺ ࡾࡹ࠺

ࡇࡢࡢࡀࡼ༳㇟ṧࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ2 ࣨ᭶ᚋࠊேࡢ┿ゝൔ࣭ᅵ ᐅ ἲ 㱟 1855㹼1923
ᖺ ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࡢ୰࡛ࡶࠊ㏙࡚࠸ࡿࠋ
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ேṚࡋ࡚⥆ࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋணࡶᰂ⾡࡞࡚Ẽ⤯ࡋࠊஂࡋࡃ࡚ࢡ࣡ࢶࢆධࢀࡽࢀ⸽ࡾࡋࡇ࠶ࡾࠋ
≧ࢆ⪺ྜࡍ⮬ศࡢྠࡌࠋᕝཎዴࡁᡤࢆṌࡳࠊᝆࠎ⮬㐺ࠊఱࡢẼࡶ࡞ࡃᑠḷ࡛ࡶฟࡑ࠺
࡞ࡿࠊᚋࡼࡾࡣࡿேࡼࡪᛮࡦࡃẼ࡙ࡃஓࠋᑬࡶᕝཎࢆṌࡋࡇ࡞ࡁேࡣᛮࡦ↓ࡁ
ࡶ▱ࢀࡎࠋ↛ࡋᡤឤయࡣྠࡌணࡣᛮࡩ࡞ࡾࠋཪ㨦㐟࠸ࡩࡇ࠶ࡾࠊணࡶᕬஅࢆ࡞
ࡏࡾࠋ⣒࡚⮬ᕫࡢ㢌ࢆࡘ࡞ࡂࠊ࠸ࡩࢁࡃࢁࡃࡧዴࡃࠊᐊࡢእ㐟ࡦࠊ⌧≧ࢆぢࡿ࡞ࡾࠋ
Ṉᐮ⏒ࡁᒣ୰➼࡚ࠊࡿࡶࡢㄝࢆ⪺ྜࡍࠊࡳ࡞ྠ୍࡞ࡾࠋ
1904 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ >༡᪉㸸66@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

ࡇࡇ࡛ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓࡘࡢ᪥グࡢグࢆྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠕ⣒ࠖ㸻㯮ࡁ⣣
1904 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ ࡛య㢌ࢆࡘ࡞࠸࡛ࠊ
ࠕࢁࡃࢁࡃࡧࠖ㸻㣕㢌⻅ 1904 ᖺ 4 ᭶ 25 ᪥ ࡢࡼ࠺㒊ᒇ
ࡢእࢆ㣕ࡧᅇࡗࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ1911 ᖺ 8 ᭶ࠕ╧╀୰㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙ 1 ࠖࡢ୰࡛ࠊ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ㑣ᬛᒣࡇࡶࡗ
࡚࠸ࡓࡁࡢ⤒㦂ࢆࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

ᖺ๓ཝࠊணࠊ㑣ᬛᒣᏙᒃࡋࠊ✵⭡࡛⮩ࡋࡓࡿࠊ⤊ኪ⮬ศࡢ㢌ᢤࡅฟ࡛ᐙࡢᶓഃ࡞ࡿ∵
㒊ᒇࡢ㎶ࢆ㣕ࡧᘔࡾࠊ࠶ࡾ࠶ࡾ㜌ኪ୰ࡑࡢ≧ἣࢆࡃࢃࡋࡃどࡿࠋࡳࡎࡽࡑࡢ⢭⚄ኚែ࠶
ࡿࢆ▱ࡿ࠸࠼ࡶࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ⧞ࡾ㏉ࡋࡃࡢࡈࡃ࡞ࡿࢆ⚗ࡌ࠼ࡊࡾࡋࠋࡑࡢᚋ Frederic W.
H. Myers, ͂Human Personality,̓1903, vol. ii, pp.193, 322 ࢆㄞࢇ࡛ࠊୡࡿᑩ࡞ࡽ
ࡠࢆ▱ࢀࡾࠋ
㸦1911 ᖺ 8 ᭶ࠕ╧╀୰㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙ 1 ࠖ
ࠗே㢮Ꮫ㞧ㄅ࠘27 ᕳ 5 ྕ㸧
㹙㞟 2㸸
260㹛
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

⇃ᴋࡼࡿྍᛮ㆟࡞⌧㇟ࡢグ㏙࠾࠸࡚ࡣࠊࡋࡤࡋࡤࠊ᪥グЍ᭩⡆Ѝㄽ⪃ࡢ㡰࡛ࠊලయᛶࡀቑࡋࠊ
ࡉࡽ௮࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿ 5ࠋࡇࡢ OBE ࡶࡑࡢእ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ᭱ࡶ࡞Ⅼ

5

࠼ࡤࠊ㑣ᬛ㞃ᰨᮇࡢ⇃ᴋࡼࡿࢼࢠࣛࣥࡢࠕࡸࡾ࠶࡚ അ↛ࡢᇦࢆ㉸࠼ࡓⓎぢࡸⓎ࣭᫂ⓗ୰ࠊ⇃ᴋࡢ㐀ㄒ ࠖ

࠾ࡅࡿグ㏙ࡣࠊࡑࢀࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥グࠖ࠸࠺ᴟࡵ࡚ಶேⓗグ㘓࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࡩࡋࡓᛮ࠸ࡘࡁ࡛ࠖ
Ⓨぢࡋࡓ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐈほⓗໃࡢ║ゐࢀࡿࠕㄽ⪃ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ㺀ᗃ㟋ࡀ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡓ㺁ࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚㺀᪥グ㺁ࠊಶேⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕㄽ⪃ࠖࠊໃࡢ║ゐࢀࡿࡇࡶ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠕ᭩⡆ࠖ࠾࠸࡚
ࡣࠊ
ࠕክࡼࡗ࡚Ⓨぢࡋࡓࠖࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥グࠖ㸻ࡩࡋࡓᛮ࠸ࡘࡁࡼࡿⓎぢࠊ
ࠕ᭩⡆ࠖ㸻ክࡼࡿⓎぢࠊ
ࠕㄽ⪃ࠖ㸻 ஸࡁ∗ࡢ ᗃ㟋ࡼࡿⓎぢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠕ᪥グࠖЍࠕ᭩⡆ࠖЍࠕㄽ⪃ࠖࡢ㡰ࠊ
ࠕⓎぢࠖ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡢࣉࣟࢭࢫࡀࡼࡾࢻ࣐ࣛࢳࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳⓎぢࡋࡓࢼࢠࣛࣥࡢᮏᩘࡣࠊ᪥グ࡛ࡣ 20 ᮏࠊ᭩
⡆࡛ࡣ 14 ᮏ ᅵᐅᐄ᭩⡆ ཬࡧ 20 ᮏ ᑠ␁ᅄ㑻ᐄ᭩⡆ ࠞࠊㄽ⪃࡛ࡣ 40 ᮏ 1911 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥㹼18 ᪥ࠕ༓㔛║ࠖ
ࠗ
ḷᒣ᪂ሗ࠘ ࠞ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㹙၈⃝ 2014 ཧ↷㹛
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ࡣࠊ⇃ᴋࡢゝㄝࡢഇࢆ᫂ࡽࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡀࡑࡢ㇟୪ࠎ࡞ࡽࡠ㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ⫼ᬒ
ࢆ▱ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࡞

ࡕ

࠸ ࢇ

 ࡇࡢ⇃ᴋࡼࡿ OBE ࡣࠊࡋࡤࡋࡤᙼ㛵ࡍࡿᑠㄝࡸₔ⏬࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡢ 㑣 ᬛ 㞃
ࡏ ࠸

ࡁ

ᰨ ᮇ ࡣࠊࡇࡢฟ᮶࡞ࡃࡋ࡚ࡣㄒࢀ࡞࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿឤࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࠊࡇࡢฟ᮶ࡣᚋୡ
ࡢᡃࠎࡗ࡚⯆῝࠸ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㑣ᬛ㞃ᰨᮇࡢࢡ࣐ࣛࢵࢡࢫゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

2, Human Personality and its Survival of Bodily Death ࠾ࡅࡿグ㏙ࡽ

⇃ᴋࡣࠊୖ㏙ࡋࡓࠕ╧╀୰㟋㨦ᢤࡅฟ࡙ࡢ㏞ಙ 1 ࠖࡢ୰࡛ࠊ⮬ศࡢ⤒㦂ࡋࡓ OBE ࡢࡼ࠺࡞ฟ
᮶ࢆࠕFrederic W. H. Myers,͂Human Personality,̓1903, vol. ii, pp.193, 322࡛ࠖㄞࢇࡔࡇࡀ
࠶ࡿ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀ࡛ࡣ࠶ࡲࡾࡶㄞࡳᡭᑐࡋ࡚ぶษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇఱࡀ᭩ࢀ࡚
࠸ࡿࡢࠊᙜࡢ᪥ᮏࡢ୍⯡ㄞ⪅ࡣⓙ┠᳨ウࡶࡘ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ୖグࡢㄽ⪃࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ HP ࠾࠸࡚ࠊ⇃ᴋࡀཧ↷ࡋࡓಶᡤ㸦vol.2 ࡢ 193 㡫 322 㡫㸧ࡢෆᐜ
ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

CAPTER IX, TRANCE, POSSESSION, ECSTASY, p.193
The next main subject which fell under our description was sleep. And this state̿the
normal state which most resembles trance̿has long ago suggested the question which first
hints at the possibility of ecstasy, namely, What becomes of the soul during sleep? I think
that our evidence has shown that sometimes during apparent ordinary sleep the spirit may
travel away from the body, and may bring back a memory, more or less confused, of what it
has seen in this clairvoyant excursion. This may indeed happen for brief flashes during
waking moments also. But ordinary sleep seems to help the process; and deeper states of
sleep̿spontaneous or induced̿seem still further to facilitate it. In the coma preceding
death, or during that “suspended animation” which is sometimes taken for death, this
travelling faculty has seemed to reach its highest point.

9 ❶ ࢺࣛࣥࢫࠊ៰౫ࠊ࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮ 193 㡫
ᡃࠎࡀḟㄝ᫂ࡍࡿヰ㢟ࡣࠕ╀ࡾࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ≧ែ㸦᭱ࡶࢺࣛࣥࢫ≧ែ
ఝ࡚࠸ࡿᖖែ㸧ࡣࠊྂ᮶ࠊ࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮ࡢྍ⬟ᛶ࡛᭱ึᾋࡪၥࠊࡘࡲࡾ╧╀୰ࠊ㨦ఱࡀ
㉳ࡇࡿࡢ࠸࠺ၥࢆ♧၀ࡋ࡚ࡁࡓࠋᡃࠎࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿドゝࡣࠊ᫂ࡽᬑ㏻ࡢ╀ࡾࡢ
㛫ࠊ㨦ࡣ⫗యࡽฟᅇࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑࡋ࡚ከᑡΰࡋࡘࡘࡶࡇࡢ༓㔛║ⓗࠝయእࠞ㞳⬺࠾
࠸࡚ぢࡓࡇࡢグ᠈ࢆᣢࡕᖐࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㉳
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ࡁ࡚࠸ࡿ㛫ࡶࠊ✺Ⓨⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊ☜㉳ࡇࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ㏻ᖖࡢ╀ࡾࡣࠊ
ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆຓࡅࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㸦⮬Ⓨⓗ࡛࠶ࢀㄏᑟⓗ࡛࠶ࢀ㸧ࡼࡾ῝࠸╀ࡾࡣࠊࡉ
ࡽࡑࢀࢆຓ㛗ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋṚඛ❧ࡘ᫃╧࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣṚぢ࡞ࡉࢀࡿࠕ௬Ṛ
≧ែࠖ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࠝ㨦ࡢࠞฟᅇࡾࡢ⬟ຊࠝ㸻యእ㞳⬺ࠞࡣࠊࡑࡢ㡬Ⅼ㐩ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦ヂ࣭ࠝ ࠞෆ࣭ୗ⥺̿၈⃝㸧

 ࣐࣮ࣖࢬࡣࠊࡇࡇ࡛ࠊ῝࠸╀ࡾ࠶ࡿ࠸ࡣ᫃╧≧ែࠊ௬Ṛ≧ែ࡞࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㞳㨦ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕయ
እ㞳⬺ࠖࡀ㉳ࡇࡾᚓࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㝿ࡢࠊࡘࡲࡾయእ㞳⬺ࡋᚔᚉࡋ࡚ぢࡓ㝿ࡢගᬒ
ࢆグ᠈ࡋࡓࡲࡲぬ㓰ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋ
322 㡫ࡢ๓ᩘ㡫ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺⮫Ṛ≧ែࡽࠊ㎶ࡾࡢගᬒࢆඞ᫂グ᠈ࡋ⸽⏕ࡋࡓேࡢヰࡀࠊ㍕
ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࣐࣮ࣖࢬࡣ௨ୗࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ

APPENDICES, TO CHAPTER VII, p.322
A case similar in many respects to the one just quoted is that of the Rev. L. Bertrand, given
in Proceedings S.P.R., vol. viii. p.194. During a dangerous ascent of the Titlis, Mr. Bertrand
separated from his companions, sat down to rest, and became paralysed by the cold. His head,
however, remained clear, and he experienced the sensation described by Dr. Wiltse of passing
out of his body and remaining attached to it by “a kind of elastic string.” While in this
condition, he had clairvoyant impressions about his absent companions, and much
astonished them on their return by describing their doings to them.

7 ❶ࡢ㘓 322 㡫
ࡕࡻ࠺ᘬ⏝ࡉࢀࡓࡶࡢከࡃࡢⅬ࡛㢮ఝࡋࡓࢣ࣮ࢫࡣࠊS.P.R.⣖せ 8 ྕࡢ 194 㡫࠶ࡆࡽࢀ
ࡓࠊL.ࣂ࣮ࢺࣛࣥࢻᖌࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢸࢺࣜࢫᒣࡢ༴㝤࡞Ⓩᒣࡢ㛫ࠊࣂ࣮ࢺࣛࣥࢻẶࡣࠊᙼ
ࡢ௰㛫ࡓࡕࡣࡄࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ఇࡴࡓࡵᗙࡾࠊᐮࡉࡢࡓࡵ㯞⑷ࡋືࡅ࡞ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࠊᙼࡢ㢌ࡣࠊࢡࣜ࡞ࡲࡲ࡛ࠊ࢘ࣝࢶ༤ኈࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠊయእ㞳⬺ࡑࡋ࡚ࠕఙ⦰⮬
ᅾࡢࡦࡶࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖࡼࡗ࡚ࡃࡗࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿឤぬࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ែࡢ㛫ࠊ
ᙼࡣࠊࡣࡄࢀࡓ௰㛫ࡓࡕ㛵ࡍࡿ༓㔛║ⓗ༳㇟ࢆࡶࡕࠊᙼࡽࡀᡠࡗ࡚ࡁࡓ㝿ࠊᙼࡽࡀ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡇࢆ㏙࡚㠀ᖖ㦫ࡏࡓࠋ
㸦ヂ࣭ࠝ ࠞෆ࣭ୗ⥺̿၈⃝㸧

ࢸࢺࣜࢫᒣࡣࠊ୰ኸࢫࢫࡑࡧ࠼ࡿᒣ࡛࠶ࡿࠋࣂ࣮ࢺࣛࣥࢻࡣࡑࡇ࡛ࠊࠕయእ㞳⬺ࠖࢆ⤒㦂
ࡋࡓࠋa kind of elastic string㸦ఙ⦰⮬ᅾࡢࡦࡶࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㸧ࡣࠊ⇃ᴋࡢ⤒㦂ࡋࡓࠕ㯮࠸⣣ࠖ㢮
ఝࡋ࡚࠸ࡿ ๓㏙ࡋࡓ᪥グࠕ1904 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ ࠋඛ㏙ࡢ㏻ࡾ⇃ᴋࡶࠊྠࡌࡼ࠺⣣ࡢ
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ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡘ࡞ࡀࢀ࡚ࠕయእ㞳⬺ࠖࡋࠊ㎶ࡾࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡀ HP ࡢࡇࡢᩥ❶ࢆㄞࢇ
ࡔᚋࠊ
ࠕయእ㞳⬺ࠖࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢࠊㄞࡴ๓⤒㦂ࡋࡓࡢࡣࠊࡢࡇࢁ࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᒣࡢ୰࡛ࡢᏙ⊂ឤࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᏙ❧ᛶᗁぬ≧ែࠖࢆຓ㛗ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ῝ኪ࠸ࡓࢀ
ࡤࠊࡑࡢ࠺࠼ឤぬ㐽᩿ࡀຍࢃࡿࡢ࡛ࠊᗣ࡞ே㛫࡛ࡶᗁぬ‽ഛ≧ែ࠾ࡕ࠸ࡿࠖ>㏆⸨㸸146@ࡇ
ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ ࠋ⇃ᴋࡣ⫗యⓗࡣࠊࡑࡢ⏕ᾭ࠾࠸࡚≉ࡁ࡞Ẽࡶ⨯ࡽࡎࠕᗣ࡞ே㛫ࠖࡔࡗ
ࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊ⢭⚄ⓗࡶࠕᗣ࡞ே㛫ࠖࡔࡗࡓ࠸࠺ࠊḟ❶࡛ぢࡿࡼ࠺ࠊࡑࡇࡣၥ➢ࡀᡴ
ࡓࢀࡿࠋ


ഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇࡢ㛵㐃

⇃ᴋࡢ⬻㧊ࡣࠊᙼࡢࡓࡗ࡚ࡢᕼᮃ࡛Ṛᚋゎ๗ࡉࢀࠊ⌧ᅾࠊ㜰Ꮫ་Ꮫ㒊ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⬻ࡢ
㔜ࡉࡣ 1425 ࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋᡂேࡢᖹᆒ㸦1300㹼1400 ࢢ࣒ࣛ㸧ࡼࡾᑡࡋ㔜࠸⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
ࡢ࠺ࡇ࠺

⬻⁁ ࡣ㠀ᖖ῝ࡃ้ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ㏆ᖺࡢ◊✲ࡼࡗ࡚ࠊ⇃ᴋࡀࠊഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇ࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡏ ࢇ ࡈ ࡃ ࠶ࡁࡽ

ࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖᏑ⬻ࡢゎᯒ࣭࡚ࢇࢇೃᏛࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿ ᡪ ㇂ ᫂ 㸦ࡏࢇࡈࡃࢡࣜ
ࢽࢵࢡ㝔㛗㸧ࡀࠊ3 ḟඖ MRI ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⇃ᴋࡢ⬻㧊ࢆヲ⣽᳨ᰝࡋࡓࡇࢁࠊྑᾏ㤿ࡢⴎ⦰ࡀぢࡽ
ࢀࡓ࠸࠺ 7ࠋ
ࡑࡋ࡚㏆ᖺࠊࡇࡢഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇࠕయእ㞳⬺ OBE ࠖ῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
⛉Ꮫ㞧ㄅ Nature ࡢ 2002 ᖺ 9 ᭶ 19 ᪥ྕࡣࠊ ͂Stimulating illusory own-body perceptions̿The
part of the brain that can induce out-of-body experiences has been located.ࠕᗁᙳⓗ࡞⮬ᕫ㌟యㄆ
㆑ࡢ่⃭̿యእ㞳⬺య㦂ㄏᑟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⬻ࡢ୍㒊ࢆ≉ᐃ̿ࠖ̓㢟ࡉࢀࡓࠊኚ⯆῝
࠸グࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙Blanke㸸269㹛
ࠋᐇ㦂࠾࠸࡚ࠊྑഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇࡢᝈ⪅ 43 ṓዪᛶ ᑐ
࣑ࣜࣥ࣌

ࡋ࡚ࠊ⬻⓶㉁ࡢྑഃ㟁Ẽ่⃭ࢆ࠼ࡓࡇࢁࠊయእ㞳⬺ឤぬࡀ⏕ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึࠊ2㹼3 m A
่࡛⃭ࡋࡓࡇࢁࠊᝈ⪅ࡣࡲࡎ "sinking into the bed ࣋ࢵࢻỿࢇ࡛࠸ࡃ " ࠶ࡿ࠸ࡣ "falling
from a height 㧗࠸ࡇࢁࡽⴠࡕ࡚࠸ࡿ "࠸࠺ឤぬࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ่⃭ࢆ 3.5mA ୖࡆࡿ
࠸ࡶ࠾

6

⇃ᴋࡣࠊ㑣ᬛ㞃ᰨᮇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࠶ࡿࠊ᪥㧗㒆ጒᑿᐁᯘ ḷᒣ┴᪥㧗㒆⨾ᒣᮧ࠶ࡿጒᑿᅜ᭷ᯘ ᥇㞟᪑

⾜ࢆᩒ⾜ࡋࡓ㝿ࠊᏙ⊂ᐮࡉࡼࡾࠊ࠶ࡾ࠶ࡾᗁぬࢆぢࡓࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡿ୕ᖺ༑᭶୕༑୍᪥ኪࠊணࠊ᪥㧗㒆ጒᑿ࠶ࡗ࡚ࠊ㞵୰༑ඵ⏫ࡤࡾᒣ୰ࢆṌࡴ࠺ࡕࠊ῝㇂
⮫ࢇࡔ㐨ഃࡢ㞧ᮌࡀࠊࡓࡕࡲࡕࡇࡈࡃ‶㛤ࡏࡿᱵᯘࡅࠊ୍ኳᚤ㞼ࡔ࡞ࡃ᭶ࡉ࠼Ώࡗࡓࠋࡋࡤࡽࡃ
Ṍࢆ㥔ࡵ࡚ほࢀࡤࠊ౫↛ࡋ࡚㞵୰࠶ࡾࠋṌࡳฟࡍࡲࡓ᭶ኪࡢᱵᯘࡀ⌧ࡌࡓࠋ


1935 ᖺ 1 ᭶ࠕⶈࡢⰼ㛤ࡃ㡢ࢆ⫈ࡃࡇࠖࠗࢻ࣓ࣝࣥ 4 ᕳ 1 ྕ࠘ 㹙㞟 5㸸100㹛㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

7

 ᡪ㇂ࡼࡿࠊ⇃ᴋࡢഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࠊ௨ୗࢆཧ↷ࠋ
1㸧Murai T, Hanakawa T, Sengoku A et al. ‘Temporal lobe epilepsy in a genius of natural history: MRI

volumetric study of postmortem brain’. Neurology ; 50: 1373-1376, 1998.
2㸧ᡪ㇂᫂ࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ࡚ࢇࢇ㸸㊧Ꮫⓗ◊✲ࠖࠊࠗ⢭⚄⚄⤒Ꮫ㞧ㄅ࠘ࠊ➨ 108 ᕳ➨ 2 ྕࠊ2006 ᖺ

342



ࠊᝈ⪅ࡣࠊ"I see myself lying in bed, from above, but I only see my legs and lower trunk ୖ
ࡽࠊ࣋ࢵࢻ⮬ศࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡿࠋࡋࡋࠊ୧㊊ୗ༙㌟ࡋぢ࠼࡞࠸ ”⟅࠼ࡓࠋࡘ
ࡲࡾࠊྑഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇ࠾࠸࡚ࠊ⬻ࡢྑഃࡢ࠶ࡿ㒊ศ่⃭ࡀ࠼ࡽࢀࡓሙྜࠊOBE ࡀ㉳ࡇࡾ࠺
ࡿ࠸࠺ࡇࡀࠊᐇ㦂࡛ド᫂ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ὀ┠ࡍࡁࡣࠊOBE ࠾࠸࡚ࠊ⿕㦂⪅ࡀࠕ୧㊊ୗ༙㌟ࡋぢ࠼࡞࠸ࠖ㏙࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ⇃
ᴋࡣࠊ1904 ᖺ⮬ศࡢ㤳ࡀᢤࡅฟࡿ࠸࠺⤒㦂ࢆ 2 ᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ㤳ࡀᢤࡅฟ࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊ
ᙜ↛ࠊᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศࡢ㢌ࡣぢ࠼࡞࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࡋࡓࡽࠊ⇃ᴋࡣࡇࡢࡁࠊ⮬㌟ࡢࠕ୧
㊊ୗ༙㌟ࠖࡋぢ࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
⇃ᴋࡣ 18 ṓࡢึࡵ࡚ࠊ⮬㌟ࡢ࡚ࢇࢇⓎసࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊព㆑ࢆኻ࠺ࠕ
Ⓨసࠖࡶ 3 ᅇ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᙼࡀ 30 ௦ධࡗ࡚ࡽࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᫂࡞ ㄡࡢ┠ࡽ
ぢ࡚ࡶࢃࡿ Ⓨసࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊព㆑ῶᦆࡸ⮬ືࢆక࠺࠸ࢃࡺࡿࠕ」㞧㒊ศⓎసࠖ
ࡸࠊព㆑ῶᦆ⮳ࡽ࡞࠸ࠕ࡚ࢇࢇᛶ๓ࠖ
㸦༢⣧㒊ศⓎస࡞ࡶゝࢃࢀࡿ㸧㛵ࡍࡿグ㍕ࡣࠊከᩘ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⇃ᴋࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡓᙜࡣࠊ࡚ࢇࢇⓎసࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊ␃ពࡍࡁࡣࠊᚋ⪅㸦࡚ࢇࢇᛶ๓㸧࠾࠸࡚ࡣࠕ᪤どయ㦂㸦déjà-vu ࢹࢪ࣭ࣕࣅࣗ㸧
ࠖࡸࠊ
௨๓࠶ࡗࡓឤࡌࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍࡄḟ㉳ࡇࡿࡇࡀࢃࡿឤࡌࡿࠕண▱ⓗឤぬࠖࡀ㢖⦾
ぢࡽࢀࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇࡣࠊ⇃ᴋ⮬㌟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆࠊpromnesia ࣉ࣒ࣟࢿࢩ ࠸࠺ᑓ㛛⏝ㄒ࡛グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙼࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢㄒࡘ࠸࡚ࠊHP ࡛▱ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ⇃ᴋࡀࠊึࡵ࡚ promnesia ࠸࠺ゝ
ⴥࢆ⏝࠸ࡿࡢࡣࠊ1904 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ᪥グࡽࡶࢃࡿࡢࡔࡀࠊࡇ
ࡢ㡭ࠊ⇃ᴋࡣ HP ࢆẖኪࡢࡼ࠺ㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ

ጞࡵ࡚㈗ୗࡼࡾᢎࡿࡇࡶ㸦ࡓ࠼ࡤࠗ♽㏻㍕࠘ࡢᩥࠊᗘᑠ⏕ᮃࡴࡇࢁࠊࡇࢀࡣᑠ⏕ࡣ
ᮍぢࡢࡶࡢ࡞ࡾࠋࡋࡋ࡚ࠗἲⶶఏ࠘୰ࡢ᯾ᑛ⪅ࡢࡇ࠶ࡽࡎࠋࡢࡇࡋ࡚㸧
ࠊᢎࡾ࠾
ࢃࡾ࡚ࡇࢇ࡞ࡇࡣࡇ࡛⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠺࡞ࡾࠋࡇࢀࡣࣉ࣒ࣟࢿࢩ㸦promnesia
ࡐ ࢇ

ࡕ ࡧࡹ࠺

๓ ▱ ㅸ 㸧⏦ࡋࠊጞࡵ࡚▱ࡿࡇࢆ௨๓ࡽ▱ࡗ࡚࠾ࡗࡓࡇ㛫㐪࠼ࡿ୍✀ࡢㅸ࡞ࡾࠋ
ᑠ⏕࡞ࡣከࡋࠋ
1904 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ >㞟 7㸸461@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

⇃ᴋࡣࠊ⮬ศࠊࡇࡢ promnesia ๓▱ㅸ ࡀከ࠸ࡇࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡓࠋHP ࡢ vol.1 ࡣࠊpromnesia
ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 GLOSSARY p.xx

Promnesia.̿̿The paradoxical sensation of recollecting a scene which is only now occurring
for the first time; the sense of the déjà-vu. The term paramnesia, which is something given
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to this sensation, should, I think, cover all forms of erroneous memory, and cannot without
confusion be used to express specifically this one anomalous sensation.

⏝ㄒ㞟 xx 㡫
 ࣉ࣒ࣟࢿࢩ̿̿ࡓࡗࡓࠊึࡵ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆᅇࡍࡿ࠸࠺ࣃࣛࢻ࢟ࢩ࢝ࣝ࡞ឤぬࠋ
ࡘࡲࡾࠕࢹࢪ࣭ࣕࣅࣗࠖࡢឤぬࠋࠕࣃ࣒ࣛࢿࢩ グ᠈㐪࠸ ࠖ࠸࠺ㄒࡣࠊࡇࡢឤぬ㈿ࡉࢀ
ࠊࠊࠊࠊ
ࡿࡶࡢ࡛ࠊㄗࡗࡓグ᠈ࡢࡍ࡚ࡢᙧᘧࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊΰ࡞ࡋ≉ࡇࡢ୍␗ᖖឤぬ
ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦ഐⅬ࣭ୗ⥺࣭ヂ̿၈⃝㸧

ࡉࡽࠊ⇃ᴋࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ࡶ㏙࡚࠸ࡿࠋ

  ࡶࡗࡶᅄᕳᅄྕ୕ඵ㡫༑⾜௨ୗࢆぢࢀࡤࠊྂ㇂ྩࡣ᭱ึࡼࡾࠗ⥆₎᭩࠘ࠗᚋ₎᭩࠘ࡢู
≀ࡓࡿࢆᚰࡁ࠾ࡽࢀࡓࡿࡈࡃ࡞ࡿࡶࠊᚰ⌮Ꮫ࠸ࢃࡺࡿࣉ࣒ࣟࢿࢩ࡚ࠊఱேࡶከᑡࠊ
ึࡵ࡚⪺ࡁࡓࡿࡇࢆࡇࢀఝࡓࡿࡇΰࡌ࡚ࠊ࠾ࡢࢀ௨๓ࡼࡾ▱ࡾ࠾ࡾࡓࡿࡈࡃ࠺ഴࡁ
࠶ࡾࠋண⮬㌟ࡈࡁࠊᅄ༑ṓࢆ㉸࠼࡚ࡼࡾࡇࡢ࠾ࡧࡓࡔࡋࡃࠊࡼࡗ࡚ẖ⮬グᡭ➹ࡋ⨨ࡊࡿ
ࡓ ࡢ

ࡇࡣࠊࡓ࠸ᚑ᮶▱ࡾษࡗࡓࡿࡇ࠸࠼ࡶ ៰ ࡴࡁドᣐࡏࡠᐃࡵ࡞ࡾࠋ
 

ᮍⓎ⾲ᡭ✏ࠕྂ㇂Ặࡢㅰព⟅࠼୕ࡓࡧⅆᩧ⌔ࡘ࠸࡚㏙ࡪ㸦ୖ㸧
ࠖ >㞟 6㸸472@
㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

⇃ᴋࡣࠊୖグ࡛ࠕࡇࡢࠖゝ࠺ࡼ࠺ࠊpromnesia ࢆࠕ࡛ࠖ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿ㸦๓㏙ࡢ 1903 ᖺ
3 ᭶ 24 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆࡛ࡣࠕㅸࠖゝࡗ࡚࠸ࡿ㸧
ࠋࡑࡋ࡚ࠊୖグ࡛ࡣࠊࡇࡢ⊂≉ࡢ᪤どឤࢆ㜵
ࡄࡓࡵࡶࠊ⇃ᴋࡣࠊᚲࡎ࠸ࡘࡶ⮬➹࡛ࣀ࣮ࢺࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋ
࡚ࢇࢇᝈ⪅ࡣࠊ᪤どయ㦂௨እࡶࠊ࠼ࡤࠕどぬⓎసࠖࡀぢࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊ⇃ᴋࡼࡿࠊ
௨ୗ♧ࡍࡼ࠺࡞ࠊගࡀぢ࠼ࡿ࠸࠺య㦂ࡣࠊᙼࡀ࡚ࢇࢇᛶࡢどぬⓎసࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆᣦ
࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

  1904 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥ ᛌ ᐮ㢼 ศ
Ṉᬡண║ࡉࡴࡿࡇᗘࠊࡩࢇࡪࡾ࠶ࡿ║ࡢ๓᫂ࡿࡋࠋࡑࢀ࠶ࡿࡶࡢࢆぢࡿぢ࠼ࡎࠊ
ཪࡩࢇࡢࡋࢃ➼ࡢࡆࡶ࡞ࡋࠋ᫂ࡁࡇỈ㖟ࡢዴࡋࠋ
㹙᪥グ 2㸸417㹛

 ୖグࡣࠊ⇃ᴋࡀࡕࡻ࠺㑣ᬛᒣ࡛ HP ࢆㄞࡳࡩࡅࡗ࡚࠸ࡓ㡭ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡣࠊኪࠊᕸᅋࢆ⿕
ࡾ┿ࡗᬯࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࡢࠊ┠ࡢ๓ࡀࠕỈ㖟ࠖࡢࡼ࠺᫂ࡿࡗࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋ⚄⤒⛉Ꮫ࡛ࠕෆ
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㒊どぬ ࢚ࣥࢺࣉࢸࢵࢡ ࠖࡤࢀࡿ⌧㇟ࡀ࠶ࡿࠋගࡢᑕࡉ࡞࠸ᬯ㜌࠸ࡿࠕど⚄⤒ࡀࡳࡎࡽ
ບ㉳≧ែධࡗ࡚ࠊ࠶ࡓࡶ┠ࡢ୰ࡽගࡀእᨺฟࡉࢀ࡚ࡃࡿࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡊࡸ࡞ගࡢయ㦂ࡀ
ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠖ>୰ἑ㸸183@࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 8ࠋ
 ࡇࡢࡶ⇃ᴋࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ගࡀぢ࠼ࡿయ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠗ㔠⎼ᱵ࠘ࡣ㒊ࡢࡶࡢ࡛ࠊす㛛ࡀዪࡢᚋᗞࢆ≢ࡍࡇࢁࠊᑠ⏕ࡢグ⮑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊᮤ⎼ඣࠊ
⋤භඣ㸦ࡇࡢዪࡣᚋࢆ≢ࡉࡿࡿࢆዲࡳࡋసࡾ࠶ࡿ㸧
ࠊ₫㔠ⶈ୕ே࠶ࡾࠋࡢᕳ࠶ࡿࠊࡕࡻࡗ
ぢฟࡔࡋᚓࡎೃࠋ୕࡛㈙࠸ᚓࡿࡶࡢࡺ࠼ࠊ㈙࠸ධࢀ࡚ㄪࡽࢀࡓࡃೃࠋᑠ⏕║ࢃࡿ
ࡃࠊᕥࡢ║⼆⼉ࡈࡁ㯮ࡁ⩸Ⅼࢆ⏕ࡌࠊஂࡋࡃ᭩ࢆぢࡿࡇ࡞ࡽࡎࠋࡸࡸஂࡋࡃぢࡿࠊỈ㖟
ࢆᩳࡵὀୗࡍࡿࡈࡁᗁീࢆ⏕ࡌࠊ㟁ගࡈࡃ㛝ࡃ࡞ࡾࠋᨾࡇࢀࡔࡅ⏦ࡋୖࡆ࠾ࡁೃࠋ
1938 ᖺ 6 ᭶ 23 ᪥ᒾ⏣‽୍ᐄ᭩⡆ >㞟 9㸸299@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

 ⇃ᴋࡣࠊࢥ࢘ࣔࣜࡢࡼ࠺࡞㯮࠸ᩬⅬࡀ┠ぢ࠼ࠊࡑࡋ࡚ࠕỈ㖟ࠖࢆᩳࡵᆶࡽࡋࡓࡁࡢࡼ࠺࡞ࠊ
ࡏ ࢇ

ࡁ

࠶ ࢇ ࡚ ࢇ

ࡲࡓ㟁ගࡢࡼ࠺ࡲࡪࡋࡃගࡿᗁീࡀぢ࠼ࡓ࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠕ㛝 ㍤ ᬯ Ⅼ ࠖࡢࡼ࠺ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ㛝
㍤ᬯⅬࠖࡣࠊ∦㢌③ࡢ๓⌧㇟ࡋ࡚ࡼࡃ⌧ࢀࡿࠋࡑࢀࡣ✺↛ど⏺ࡢ୰ᚰ㎶ࡾࢳ࢝ࢳ࢝㍤ࡃගࡸ
✄ጔࡢࡼ࠺࡞ගࡀ⌧ࢀࠊ┠ࡢ๓ࡀぢ࠼࡙ࡽࡃ࡞ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋⰍࡣࠊࡉࡲࡊࡲࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋ
ࡼࡿࠊ⮬ศࡢࡑࢀࡣࠕỈ㖟ࠖࡢࡼ࠺࡞ࡲࡪࡋ࠸Ⰽࡔࡗࡓ࠸࠺ࠋࡇࡇ࡛ࠊ⇃ᴋࡀࠕᕥࡢ║͐͐ࠖ
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊὀ┠ࡍࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᕥ┠ࡢᶵ⬟ࡣࠊྑ⬻ࡀᤸࡗ࡚࠸ࡿࠋ⇃ᴋࡢ⬻ྑᾏ㤿
ࡢⴎ⦰ࡀぢࡽࢀࡓࡇࡣඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀࡇࡢᕥ┠ጞࡲࡿࠕ㛝㍤ᬯⅬࠖ⌧㇟ࡢఱࡽ
ࡢཎᅉ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶᣦ࡛ࡁࡿࠋ

ண▱๓▱ㅸ

⇃ᴋࡣࠊ᪥グ࠾࠸࡚ࠊHP ࡢෆᐜゝࡋࡤࡋࡤゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ1904 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ࡣ௨ୗࡢෆᐜ
ࡢࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2 ᭶ 12 ᪥ྠ᭩ࢆᡭධࢀ࡚ࡽࠊ1 ࣨ᭶௨ୖ⤒࡚ࡽ᭩ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

8

ࠕගࡀぢ࠼ࡿࠖయ㦂ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࢽࢩ࢚࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋࠕྂ௦ࢳ࣋ࢵࢺ࡛ࡣࠕ┿⌮ࡢ㐨ࠖ㋃

ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡇ࠺Ỵពࡋࡓ᪂ཧ⪅ࡣࠊ࠸ࡁ࡞ࡾࡲࡗࡓࡃගࡾࡢᑕࡉ࡞࠸ᬯ㯮ࡢ㒊ᒇ㛢ࡌࡇࡵࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ
ᩘ᪥㛫ᨺ⨨ࡉࢀࡿࠖ>୰ἑ㸸183@࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♩ࡢ㊧ࡣࠊࠕ᪥ࡢ࣎ࣥᩍࡸࢽ࣐ࣥὴᩍࡢఏ⤫ࡢ୰
ࡶࠊࡁࡕࢇࡋࡓಟ⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ>୰ἑ㸸183@ࠋࡉࡽࠕගࡢࡲࡗࡓࡃᑕࡉ࡞࠸㒊ᒇࡢ୰ᩘ
᪥࠸ࡿࠊᛮ㆟࡞ࡇ┠ࡢ๓ࡉࡲࡊࡲ࡞ගࡢ࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࡿࠖ>୰ἑ㸸183@࠸࠺ࠋ
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1904 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥
Myers, ϩ, sec 878, precognition ࡣࡢࢧ࢚ࣥࢫࡣศࡽࡎࠋㅖ୍ษ୍ྠ࠾ࡅࡿࠋேࡢ
⢭⚄ࡣ㡰ࢆ㏣ࡡࡤศࡽࡎࡍࢀࡤࠊṈ⌮ࡣศࡿஓࠋ
>᪥グ 2㸸421@

HP,vol.2 ࡢ 878 ⠇㸦8 ❶㸧ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࡀ࠶ࡿࠋ

  CHAPTER VIII, MOTOR AUTOMATISM, p.185
Along with these powers, which, on the hypothesis of the soul’s independent existence, are
at least within our range of analogical conception, we have noted also a precognitive capacity
of a type which no fact as yet known to science will help us to explain.

8 ❶ ➽⫗ୖࡢ⮬ືస⏝ 185 㡫
  ࡇࢀࡽࡢຊࡍ࡞ࢃࡕ㨦ࡢ⊂❧Ꮡᅾࡢ௬ㄝࡀᑡ࡞ࡃࡶᡃࠎࡢ㢮᥎ᴫᛕࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿࡇ
ࡶࠊᡃࠎࡣࡲࡓࠊࡲࡔ⛉Ꮫ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᐇࡣࠊண▱⬟ຊࡢ୍ᙧែࢆㄝ᫂ࡍࡿᡭຓࡅ࡞
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࢆᣦࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ヂ࣭ୗ⥺̿၈⃝ 

 ࡘࡲࡾண▱⬟ຊ㸦precognitivie capacity㸧ࡣࠊࡲࡔ⛉Ꮫ࡛ࡶศࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
precognition ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕண▱ࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ⇃ᴋࡣࠊࡇࢀࢆࠕ▱ᮍ᮶ࠖヂࡋ࡚
࠸ࡿ 1904 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ >༡᪉㸸68@ࠋHP ࡢ⏝ㄒ㞟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࠶ࡿࠋ

GLOSSARY p.xx

Precognition.̿̿A knowledge of impending events supernormally acquired.
 
 ⏝ㄒ㞟 xx 㡫
 ࣉࣞࢥࢢࢽࢩࣙࣥ̿̿㉸ᖖⓗᚓࡽࢀࡿ㛫㏆㏕ࡗࡓฟ᮶㛵ࡍࡿ▱㆑ࠋ
㸦ヂ̿၈⃝㸧

⇃ᴋࡣࠊ⮬㌟ࡇࡢࠕ▱ᮍ᮶ࠖ㸻ண▱⬟ຊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚄㏻ຊࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ࠼
ࡤࠊࡑࢀࡣ௨ୗࡢᵝ࡞グ㏙ࡽࡶࢃࡿࠋ

ᣏ ༑ᅄ᪥ฟᚚࡣࡀࡁࡣ༑භ᪥ᮅᣏぢࠊከ⏝ࡢⅭࡵྈᚚཷࡅ⏦ୖೃࠋᚚ౫㢗ࡢ௳ࡣ
⇃බࠝ⇃ᴋࡢࡇࠞ⚄㏻ຊࢆⓎࡋண▱ࡢࡇ࡚ࠊᗘ༑᪥ࡢኪ୍▷ᩥࢆㄆࡵ㸦୍ᑍἲᖌ
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࠸ࡩ㢟㸧
ࠊ༑භ᪥᪩ᮅ㸦ᚚࡣࡀࡁᣏཷࡼࡾ୕㛫๓㸧ᰘ⏣ὈຓẶ㎾ᕪฟࡋ࠾ࡁೃ㛫ᚚ
ᥖ㍕ࢆஒࡩ࡞ࡾࠋ
 

1926 ᖺ 4 ᭶ 28 ᪥୕⏣ᮧ⋞㱟ᐄ᭩⡆ >༡᪉࣭୕⏣ᮧ㸸205@㸦
ࠝ ࠞෆ࣭ୗ⥺̿၈⃝㸧
࠼ ࢇ ࡂ ࡻ

⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ᭩⡆࠾࠸࡚ࠊ⮬ศࡣ⚄㏻ຊࢆⓎࡋࠊ୕⏣ᮧ⋞㱟㸦㬇 㨶 ࠊỤᡞ㢼◊✲ᐙࠊ㝶➹
ᐙࠊ1870㹼1952㸧ࡽ౫㢗ࡀ᮶ࡿ๓ࠊ᪤࠶ࡿᩥ❶ ࠕ୍ᑍἲᖌࠝṇᘧࡣࠕ୍ᑍἲᖌᡴฟࡢᑠ
ࡋࡻ࠺ࡁࡻࡃ

ᵔࠖࠞࠖ࠸࠺㢟ྡ ࢆ᭩ࡁ⤊࠼࡚ࠊࠗᙟᫍ࠘࠸࠺㞧ㄅࡢ⦅㞟⪅㸦ᰘ⏣Ὀຓࠝᐘ ᭤ ࠊḷேࠊತேࠊ㝶
➹ᐙࠊ1897㹼1966 ᖺࠞ
㸧㏦ࡗࡓゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 9
 ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

㯮࠸࠺ேࡣ೫⊃࡞ே࡚ዪࡂࡽ࠸ࡢ⏤ࠊࡑࡢࡇࢆ୕ᮧẶࡼࡾ⏦ࡋ᮶ࡓࡽࡠ࠺ࡕᑠ⏕⚄
ࡣ࡞ࡋ

㏻ຊ࡚ࡇࢀࢆ▱ࡾࠊᒾ⏣ᱵࡸ᮲Ặ㍤ࡢጔࡢ  ࡑࡢࠊዪࡢࡇࡎࡃࡵ⮴ࡋ⏦ࡋೃࠋ㸦ኴ
Ꮠ̿၈⃝㸧
1926 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥ୖᯇᐄ᭩⡆ >ูᕳ 1㸸131@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

 ⇃ᴋࡣࠊ
ࠗ㞟ྂ࠘࠸࠺㞧ㄅᥖ㍕ࡉࢀࡓ㯮࠸࠺ே≀ࡀ᭩࠸ࡓᩥ❶ࡢㄗࡾࡸၥⅬࢆᣦࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡇࡀࡁࡗࡅ࡛ࠊ㯮ࡣኚ⭡ࢆ❧࡚⇃ᴋ㣗࠸ࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࡔࠋ⇃ᴋࡣࡑࢀᛂࡌࡿࡼ
࠺ࠊᗘࡣࠕዪࡢࡇࡎࡃࡵࠖࡢᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚ࠊ㯮ࢆࡸࡾ㎸ࡵࡼ࠺ࡋࡓࡼ࠺ࡔࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㯮
ࡣࠕዪࡂࡽ࠸ࠖࡔࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ୕ᮧࡣࠊࡇࡢ㞧ㄅࡢ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿࡀࠊ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ⦅㞟⪅ࡽ
ࠕ㯮ࡣ೫⊃࡛ࠖࠕዪࡂࡽ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࡇࢆ⪺ࡃ๓ࠊ᪤ࡑࡢࡇࢆ⚄㏻ຊ࡛▱ࡾࠊᩥ❶ࢆ᭩࠸ࡓ
࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛♧ࡋࡓࡢࡣࢇࡢ୍㒊࡛ࠊᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶ࢆ㢖⦾⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⇃ᴋࡣࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢆࠊ≉ࠕtact 㐺ྰࢆぢᴟࡵࡿ㗦࠸ឤぬ ࠖࡼࡿࠕࡸࡾ࠶࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠊ⊂⮬ゎ㔘
ࡋ࡚࠸ࡓ㹙၈⃝ 2014 ཧ↷㹛
ࠋᙼࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡿ✀ࠕᙜࡓࡾ๓ࠖࡢฟ᮶ࡢࡼ࠺㢖⦾㉳ࡁ࡚࠸ࡓ
ࡇࡢࠕண▱ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖࡣࠊᐇࡣࠊ⌧ᅾࡢ⛉Ꮫ࡛ࡣࡼࡃࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ⇃ᴋ
ࡣ㦫ࡁࡀ㞃ࡏ࡞ࡗࡓࠋࡔࡽࡇࡑࠊ᪥グࠕprecognition ࡣࡢࢧ࢚ࣥࢫࡣศࡽࡎࠖ࡞グ
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⇃ᴋࡣࠊ
ࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡋࡶࠕ⛉Ꮫ⪅࡛ࠖ࠶ࡿ⮬ศ࡛࠶ࢀࡤࠊఱ
ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᐇࠊᅵᐅἲ㱟ࡸࠊᰗ⏣ᅧ⏨ࠊࡇࡢࠕtactࠖࡸࠕࡸ

9

☜ࠊ1926 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ࡣࠊ୕⏣ᮧࡽࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡣࡀࡁࡀ⇃ᴋ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ṉ⛬ࡢ㐃୰࡚ࠗᙟᫍ࠘┦ጞࡵࠊ㝧ᇽࡼࡾ࿊ぴೃ➻ᚚᆘೃࠋྑࠊୖ㍕⮴ᗘೃ㛫ࠊ㧗ᩥ୍⠍ᚚᡂ
⿕ୗᗘᚚ㢪⏦ୖೃࠋ㢪⏝ࡲ࡛ࠋ
1926 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥༡᪉⇃ᴋᐄ᭩⡆ >༡᪉࣭୕⏣ᮧ㸸205@

 ୕⏣ᮧࡣୖグ࡛ࠊࡇࡢᗘࠗᙟᫍ࠘࠸࠺㞧ㄅࢆጞࡵࡓࡢ࡛ࠊᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚ࡃࢀ࡞࠸⇃ᴋ౫㢗ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡾ࠶࡚ࠖࡘ࠸࡚ࠊ᭩⡆࡛ㄝ᫂ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ

10ࠋࡋࡋࠊᅵᐅࡶᰗ⏣ࡶࠊࡑࡢ㏉ಙ࠾࠸࡚ࠊ⇃ᴋ

ࡼࡿࠕtactࠖࡸࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ⇃ᴋࡽࡇࢀࡽࢆㄝ᫂ࡉࢀࡓᅵᐅᰗ
⏣ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚࠺ཷࡅࡵ࡚࠸ࡓࡢࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ⇃ᴋࡣࠊ⮬㌟ண▱ⓗ࡞ຊࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇࢆಙࡌ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊHP ➼ࢆㄞࡴࡇࡼࡗ
࡚ࠊ⇃ᴋࡣ࠺ࡸࡽࡇࡢࠕtactࠖࡼࡿࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖ
ࠊࡘࡲࡾࠕண▱ precognitionࠖࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࠕ๓
▱ㅸ promnesia࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡶࠊ⮬ศ⮬㌟ࢆࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊึࡵ࡚ࡢฟ᮶࡞ࡢ
ࠊࡇࢀࢆணࡵ▱ࡗ࡚࠸ࡓ ண▱ ࡋ࡚࠸ࡓࠊ຺㐪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊࡸࡣࡾ⮬ศࡣண▱⬟ຊࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡶࠊࡣྰᐃࡋࡁࢀ࡞ࡗࡓࠋࠕண▱ࠖ࡞ࡢ
ࠕ๓▱ㅸࠖ࡞ࡢࠊࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿࡓࡵࡶࠊᙼࡣẖ᪥ࠊ⮬㌟㉳ࡇࡿ᪥ࠎࡢฟ᮶ࢆ᪥グࡇࡲ
ࡵグ㘓ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ

10

࠼ࡤࠊᅵᐅἲ㱟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ
ᨾࡇࡢ tact㸦ఱヂࡋ࡚ࡼ࠸▱ࡽࡎࠋ▼ࡁࡾࡸࡀ㛗ࡃࡍࡿࡁࡣࠊヰࡋ࡞ࡀࡽ⮻ࡢ┠ࢆṇࡋࡃ
ᐇ⏝࠶ࡿࡼ࠺ࡁࡿࡈࡋࠋࢥࣥࣃࢫ࡛ᩯࡾࠊ➽ࡦ࠸࡚ࡁࡗࡓࡾ࡚ᐇ⏝❧ࡓࡠࡶࡢ࡛ࡁࡿࠋ⇍⦎ヂ
ࡏࡿே࠶ࡾࠋࡋࡋࠊࡑࢀ࡛ࡣከᖺࡘ࠸ࡸࡏࡋࠊࡲࡓࡣ࡞ࡣࡔ⢭ຊࢆປࡏࡋព⪺ࡇࡺࠋᐇࡣࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖ
㸦ࡸࡾ࠶࡚ࡿࡢྡモ࡛ࡶゝࡗ࡚ࡼ࠸㸧࠸࠺ࡇࡣࠊཱྀ➹࡚ఏ࠼ࡼ࠺ࡶࠊ⮬ศࡶࡑࡢࡇࢆ▱ࡽࡠ
ࡺ࠼㸦Ẽࡀࡘࡠ㸧ࠊఱࡶఏ࠺ࡿࡇ࡞ࡽࡠ࡞ࡾࠋࡉࢀࡶࠊఏ࠺ࡿࡇ࡞ࡽࡠࡽࠊࡑࡢࡇ࡞ࡋ
ࡶࠊࡑࡢࡇ⏝࡞ࡋࡶ࠸࠸ࡀࡓࡋࠋ͐㸦୰␎㸧͐Ⓨぢ࠸࠺ࡇࡣࠊணᮇࡼࡾࡶࡸࡾ࠶࡚ࡢ᪉ࡀከ࠸࡞
ࡾࠋࡸࡾ࠶࡚ከࡃࢆ୍ษᴫᣓࡋ࡚㐠࠸࠺㸧ࠋ
1903 ᖺ 7 ᭶ 18 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ >㞟 7㸸367@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧

⇃ᴋࡀୖグ࡛㏙࡚࠸ࡿࠕணᮇࠖࡣࠊᩘ㔞㸦ࢹ࣮ࢱ㸧ᇶ࡙ࡃࠕணᮇ㸦ண 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡩࡋࡓ▐㛫ࡦࡽ
ࡵࡃࠕண▱ precognitionࠖࡢࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡩࡋࡓ▐㛫ࡦࡽࡵࡁࠊఱࢆⓗ୰ࡉࡏࡿࡇࡀࠕࡸࡾ࠶࡚࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾୖグ࠾࠸࡚⇃ᴋࡣࠊⓎぢࡣࠊࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃࠕணᮇࠖࡼࡾࡶࠊࡩࡋࡓࠕண▱ࠖࡼࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀ
ከ࠸㏙࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⇃ᴋࡣࠊ
ࠕࡸࡾ࠶࡚ࠖࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ᫂♧ࡋ࡚ఏ࠼ࡿࡇࡣኚ㞴ࡋ࠸ࡶ
㏙࡚࠸ࡿࠋ
ᰗ⏣ᅧ⏨ᑐࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ
⛉Ꮫ⛉Ꮫ࠸࠺ࡀࠊ㤶ࠊ➼ࢆ⇕ᗘࡸ㔜ຊࡢࡈࡃ

ᐃࡍࡿ᪉ࡣࡲࡔࡲࡔ࡞ࡋࠋᨾࠊ㤶㐨ࡸↀࡣ᪥ᮏ

ࡢ᪉ࡀすὒࡲࡉࢀࡿࡇከࡋࠋ⏬ࡢලࢆྜࢃࡍࠊᖌྠࡌศ㔞ࢆ⢭⣽ィ⟬ࡋ࡚ྜࡋ࡚ࡶࠊᖌ
ࡢᙬⰍࡣฟࡎࠋୡ㛫ࡢࡇᩘ㔞ࡸ⌮ᒅࡢࡳ࡛⾜ࡅࡠࡇከࡋࠋ͐㸦୰␎㸧͐ࡉࢀࡤᩘ㔞ࡢᏛ㆑ࠊ≀ཬ
ࡰࡉࡠ᪥ࡣ tact㸦ఱヂࡍࡿ▱ࢀࡠࡀࠊ⦎⇍⬟ࡶ࠸࠺ࡁࠊ▼ษࡾᒇࡀࡼࡑࡴࡁ࡚ヰࡋ࡞ࡀࡽ⮻ࡢ
┠ࢆつ๎㏻ࡾゅᗘṇࡋࡃษࡾࠊఱࡢ㡢ㄪࡢᐃ๎ࡶ㆕⾲ࡶᣢࡓࡊࡿⱁዽࡀ㞄ேࡢࡃࡔࡲࡃኌྜࢃࡏ࡚୕⥺
ࢆ㰘ࡍࡿࡀࡈࡁࢆ tact ࠸࠺㸧࠸࠺ࡇࠊࡶࡗࡶ⫢ᚰ࡞ࡾࠋᮾὒࡢࡇࡣ tact ࡲࡇከࡋࠊす
ὒேࡣࡇࡢࡇᑡ࡞ࡋࠋ
1911 ᖺ 10 ᭶ 25 ᪥ᰗ⏣ᅧ⏨ᐄ᭩⡆ >㞟 8㸸220@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧
ࠕtactࠖࡣᩘ㔞࡛⾲ࡍࡇࡣ࡛ࡁࡎࠊ㏆௦⛉Ꮫࡼࡿ᪉ἲࡔࡅ࡛ࡣࠊࡑࢀࢆ┿▱ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋ⇃
ᴋࡣࠊࡇࡢࠕtactࠖࢆ▱ࡿࡇࡇࡑ᭱ࡶ㔜せࡔゝ࠺ࠋࡲࡓ⇃ᴋࡣࠊᮾὒࡣࡇࡢࠕtactࠖ㛵ࡍࡿࡀ㠀ᖖ
ከ࠸࠸࠺ࠋከ࠸࠸࠺ࡼࡾࠊすὒேࡼࡾᮾὒேࡢ᪉ࡀࠊྂ᮶ࠕtactࠖ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡁࡶ▱ࢀ࡞
࠸ࠋ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢࠕtactࠖࢆ◊✲ࡍࡿࡇࡣࠊᙜୡ⏺ࢆᖍᕳࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓすὒࡢ㏆௦⛉Ꮫᑐᢠࡍࡿࡓࡵࡢ
ᡭẁࡢ୍ࡘ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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ࣉ࣒ࣟࢿࢩ࡚ࠊጞࡵ࡚ぢ⪺ࡍࡿࡇࢆࠊୡࡣఝࡓࡇࡢከࡁࡼࡾࠊࡘ࡚ࡍ࡛⮬ศࡀ
▱ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠊ୍✀ࡢ㘒ㄗ➼ከࡅࢀࡤࠊࡢ㉳ࡇࡽࡠ࠺ࡕ ክ࡞ࡾ㟋ឤ࡞ࡾ☜➹
グࡋ⨨ࡎࡋ࡚ࠊ㉳ࡇࡾࡋᚋࡢ྿⫈ࡢࡳ࡛ࡣࠊ◊✲ࡍࡁ౯್࡞ࡽࢇࠋ
1911 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥㹼18 ᪥ࠕ༓㔛║ࠖ
ࠗḷᒣ᪂ሗ࠘ >㞟 6㸸12@

⮬ศ࡛ࡣఱࢆࠕண▱ࠖࡋࠊⓗ୰ࡉࡏࡓᛮࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ௨๓ࡽ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢࠊࡑࡢࡇ
ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊఱࡢᢿᏊᛮ࠸ฟࡋࡓࡔࡅࡢࡇࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ
ࠕண▱࡛ࠖࡶࠕ༓㔛║࡛ࠖࡶఱ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡓࡔᛀࢀ࡚࠸ࡓࡇࢆᛮ࠸ฟࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࢇ࡞㛫㐪
࠸ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡘࡲࡾࡀ㉳ࡇࡿ๓᪥㡭ࡽఱ࡛ࡶグ㏙࣭グ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡁࡔࠊ⇃ᴋࡣࡇࡇ
࡛㏙࡚࠸ࡿࠋ
⇃ᴋࡢ᪥グࡣࠊ㐣࡞ࡲ࡛ヲ⣽࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠊ᪥㡭ࡢ⤒㦂㸦ᬌぢࡓክࠊࢇ࡞ᮏࢆㄞࢇࡔࠊ
ㄡ᭩⡆ࢆ᭩࠸ࡓࠊఱఱศ㉳ᗋࡋࠊఱఱศᑵᐷࡋࡓࡲ࡛㸧ࢆグ㘓ࡋࠊᢤ᭩㸦ࣟࣥࢻࣥᢤ
᭩ 52 ࠊ⏣㎶ᢤ᭩ 61 ࡞㸧ࡼࡗ࡚▱ࡢ✚ࢆṧࡋ࡚࠸ࡓࠋࡔࡽࡇࡑࠊ࠼ࡤᙼࡢࠕࡸࡾ࠶
࡚ࠖ࡞ࠊ࠸ࢃࡤ㉸ᚰ⌮Ꮫⓗ⌧㇟ࡣᚋୡ࡞ࡗ࡚ࡶࠊᡃࠎࡣ◊✲࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇࠊ࠼ࡤ⇃ᴋ
ࡑ

ࡈ

ࡼࡿ᳜≀࡞ࡢࠕⓎぢࠖ
㸦ࡸࡾ࠶࡚㸧ࡢ⤒⦋ࡢ 㱈㱒 㸦Ⓨぢሙᡤࡸ᥇㞟ᮏᩘ࡞㸧ࡣ⌧ᅾࠊ᪥グ࣭᭩
⡆࣭ㄽ⪃ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡛᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡇ࡛ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇࡢ㱈㱒ࢆぢฟࡍࡇࡔࡅ㌍㉳࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
ࡇ࡛࠶ࡿࠋ⇃ᴋࡀࠊ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕண▱ࠖ࡞㛵ᚰࢆᣢࡕࠊࡢࡼ࠺ࡑࡇពࢆぢฟࡋ࡚
࠸ࡓࡢࢆ▱ࡿࡇࠊ⡆༢ゝ࠼ࡤࠊᙼࡢᚰ⌮ⓗ⫼ᬒࢆ▱ࡿࡇࡇࡑࠊே㛫࣭༡᪉⇃ᴋࢆ⌮ゎࡍࡿୖ
࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠾ࢃࡾ

 ⇃ᴋࡼࡿ 1904 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ࡢ᪥グࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࠶ࡿࠋ

  1904 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ 㝜
  ϩ, p.262, l.3 from below
  ࡢ≀ࢆぢࡿࡀዴࡋࠋ㠃๓ࡢฎࡢࡳぢࡿࠋ
  㐣ࡓࡿࡣ㐣ཤࠊᮍ᮶ࡣᮍぢ࡞ࡾࠋ↛ࡋఱࢀࡶᐇ⌧࠶ࡿ࡞ࡾࠋ
  Ṛ⪅⌧ୡࡢᡂ⾜ࢆ▱ࡿࡣࠊṚ⪅ࡢ▐㛫⌧ୡࡢேࡢᩘᙜࡿஓࠋ
 

Myers, ϩ, p.57 ࡳྜࡍࡋࠋ
>᪥グ 2㸸419@㸦ୗ⥺̿၈⃝㸧
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࣐࣮ࣖࢬࡣࠊ
⇃ᴋࡢ♧ࡍ HP vol.2 ࡢ 262 㡫࡛ࠊ
͆men’s minds must needs have a certain openness
to other mysterious transmission ேࡢᚰࡣྍᛮ㆟࡞ࡢఏ㐩ࠝex. ࢸࣞࣃࢩ࣮ࠞᑐࡋ࡚࠶ࡿ✀
ࡢᐶᐜࡉࢆࡶࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ͇ࡋࠊ᭦ࠊᡃࠎே㛫ࡣ͆must be ready to conceive other invisible
environments or co-existences ࡢ┠ぢ࠼࡞࠸⎔ቃࡸྠᏑᅾࡍࡿࢆ⌮ゎࡍࡿ‽ഛࡀᚲ
せ ͇࡛࠶ࡿࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚࣐࣮ࣖࢬࡣ͆remembering the Past ࠕ㐣ཤࠖࡢᅇ ͇ࠊ
͆inferring the future ᮍ᮶ࡢ᥎

͇ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࢆ㏙ࡓᚋࠊ⌧ᅾ㸦ࡢ⛉Ꮫ࡞㸧࠾࠸࡚ࡣ୍

⯡ⓗཷࡅᐜࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ Ḽ㏄ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ ࠕᮍ᮶ࠖᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㏙
࡚࠸ࡿࠋ

CAPTER IX, TRANCE, POSSESSION, ECSTASY, p.262
Still more unwelcome is the further view that the so-called Future actually already exists;
and that apparent time-progression is a subjective human sensation, and not inherent in the
universe as that exists in an Infinite Mind.

9 ❶ ࢺࣛࣥࢫࠊ៰౫ࠊ࢚ࢡࢫࢱࢩ࣮ 262 㡫
࠸ࡲࡔཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᮍ᮶ࠖࡀᐇ㝿᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺᭦㐍
ࢇࡔ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊぢࡅࡢ㛫㐍⾜ࡣࠊほⓗ࡞ே㛫ࡢឤぬ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ↓㝈ࡢ⢭⚄ࠖ
Ꮡᅾࡍࡿࡼ࠺Ᏹᐂࡣෆᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ヂ̿၈⃝ 

⇃ᴋࡣࠊHP ࡢୖグ⟠ᡤࢆㄞࡳࠊ
ࠕ㐣ࡓࡿࡣ㐣ཤࠊᮍ᮶ࡣᮍぢ࡞ࡾࠋ↛ࡋఱࢀࡶᐇ⌧࠶ࡿ࡞ࡾࠖ
ࠊࠊ
᭩ࡁグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᡃࠎே㛫ࡣ㏻ᖖࠊ⌧ᅾ࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ㐣ཤЍ⌧ᅾЍᮍ᮶࠸࠺ࠕ㛫ࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
▮ࠖࡢ୰࡛ࡢࡳ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊᐇࡣࠊ㐣ཤࡶᮍ᮶ࡶ᪤ࡇࡇ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡣࠊࡇࡢ
▐㛫ᙇࡾࡁ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡢぢ᪉ࡣࠊ
ࠕ㠃๓ࡢฎࡢࡳぢ࡚ࠖ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠸࡚ࠊᐇࡣࠊࡇ
ࡢࠕ㠃๓ࠖࡣ㐣ཤࡶᮍ᮶ࡶᏎࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ⇃ᴋࡣ㏙࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ⇃ᴋࡣࠊࡇࡢ㐣ཤࡶ
ᮍ᮶ࡶΰྜࡉࢀࡓࠕ⌧ᅾࠖࡇࡑࠊᅽಽⓗඹឤࡋࡓࡢࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳࠊ⇃ᴋࡀࠕ Myers, ϩ, p.57 ࡳྜࢃࡍࡋࠖࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊ HP vol.2 ࡢ 7 ❶
PHANTASMS OF THE DEAD Ṛ⪅ࡢᗁᙳ ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ࠶ࡿேࡀ᫇ࡢぶࡢጼࢆ❆㎶ぢࡓ࠶ࠊ
᪂⪺ࢆ㛤ࡃࡑࡢேࡢṚஸグࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ヰࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤࢆㄞࡳࠊ⇃ᴋࡣࠊᡃࠎ
ே㛫ࡼࡿ୍⯡ⓗ࡞㛫ឤぬࡣ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕṚ⪅ࡢ▐㛫⌧ୡࡢேࡢᩘᙜࡿࠖࡼ࠺ࠊ
⏕⪅ࡣ␗࡞ࡿṚ⪅ࡢ㛫ឤぬࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡇࢆ࣓ࣔࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ
⇃ᴋࡗ࡚ࠊ㐣ཤᮍ᮶ࡣࠊ༊ูࡀࡁ࡙ࡽ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡢ୰࡛ࡣࠊ㐣ཤ▱ࡗ࡚࠸ࡓ

350



ࡇᮍ᮶㉳ࡇࡿฟ᮶ࡀΰྜࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕண▱ precognitionࠖࠕ๓▱ promnesiaࠖࡀ࣑ࢵ
ࢡࢫࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୧⪅ࡢቨࡣᾐ㏱ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ⇃ᴋࡣࠊ࣑ࢵࢡࢫࡉࢀࡓࠕ⌧ᅾࠖࢆ⏕ࡁ࡚࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋୡ㛫୍⯡࡛ࡣࠊ㐣ཤЍ⌧ᅾЍᮍ᮶࠸࠺ぢ᪉ࡀṇࡋ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⇃ᴋࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡣࠕ⮬↛࡛ࠖࡋ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ࣐࣮ࣖࢬࡢゝ࠺͆the further view that the so-called Future
actually already exists ࠸ࢃࡺࡿࠕᮍ᮶ࠖࡀᐇ㝿᪤Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺᭦㐍ࢇࡔ⪃࠼ ͇ࡢ᪉
ࡀࠕᙜ↛࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡔࡽࡇࡑࠊᙼࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᪥グṧࡋࡓࡢࡔࠋ
㐣ཤᮍ᮶ࠊࡇࢀࡽࡢ༊ูࡀ᭕࡞ࡗ࡚࠸ࡓཎᅉࢆࠊ⇃ᴋࡢ⬻ࡢჾ㉁ⓗၥ㢟㸦ഃ㢌ⴥ࡚ࢇࢇ㸧
ࡔࡅồࡵࡿࡇࡣࠊᮏ✏࠾ࡅࡿ➹⪅ࡢᮏព࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ OBE ࢆࡓࡔࡢᗁぬ⌧㇟ࡋ࡚∦ࡅ
ࡿࡘࡶࡾࡶ࡞࠸ࠋ☜ࠊ⇃ᴋࡼࡿࡇࢀࡽࡢྍᛮ㆟࡞ฟ᮶ࡢ୍ᅉࡀࠕࠖ࠶ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸
࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡀࡍ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇࡣࠊHuman Personality and Its Survival of Bodily

Death ࠸࠺᭩≀ࡢᙳ㡪ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㑣ᬛᒣ࠸࠺⪷ᆅ⁻࠺⊂≉ࡢࠕ✵Ẽࠖࡢᙳ㡪ࡶከ࠶ࡗࡓࡇ
ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶࠊ࡞ࡐᡃࠎࡣࠊ⮬ᕫ⪅ࡢ༊ูࡸ 3 ḟඖⓗ࡞ぢ᪉ࠊࡑࡋ
࡚㐣ཤЍ⌧ᅾЍᮍ᮶࠸࠺ࠕ㛫ࡢ▮ࠖࢆࡶࡘࡇࡀࠕṇᖖࠖࡔᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࢆࠊ῝ࡃ⪃࠼
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞༊ูࡸぢ᪉ࠊ⪃࠼᪉࡞ᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡍ࡚ࡀ⤫୍ࡉࢀࡓ᰿※ⓗ࡞
ሙࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⇃ᴋࡼࡿ㑣ᬛ㞃ᰨᮇࡢ㉸ᖖ⌧㇟ⓗయ㦂ࢆ༢࡞ࡿ࢜࢝ࣝࢺࡔࢇ
ࡌ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙼࡢయ㦂ࢆ⇍⪃ࡍࡿࡇࡣࠊᡃࠎࠊ⏕≀ࡋ࡚ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗ
ࡅࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖ

ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⛉◊㈝ⱝᡭ Bࠕࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣮࣭࣐࣮࣊ࣥࣜࣖࢬࡢ◊✲̿༡᪉⇃ᴋ
㛵㐃ࡉࡏ࡚̿ࠖࡼࡿࠋ
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ซ
1ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟࠘ࡣࠊ
ࠗ㞟࠘␎グࡋࡓࠋ
ࠗ㞟࠘㸻༡᪉⇃ᴋⴭ㸭ᒾᮧᚸ࣭ධ▮⩏㧗࣭ᒸᮏΎ㐀┘ಟࠊ㣤↷ᖹᰯゞࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ㞟 1㹼10 ᕳࠊ
ูᕳ 1ࠊ2࠘
ࠊᖹซ♫ࠊ1971㹼1975 ᖺ
2ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋ᪥グ࠘ࡣࠊ
ࠗ᪥グ࠘␎グࡋࡓࠋ
ࠗ᪥グ࠘㸻༡᪉⇃ᴋⴭ㸭㛗㇂ᕝ⯆ⶶᰯゞࠊࠗ༡᪉⇃ᴋ᪥グ 1㹼4 ᕳ࠘
ࠊඵᆏ᭩ᡣࠊ1987㹼1989 ᖺ

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭၈⃝ኴ㍜ࠊ
ࠕ༡᪉⇃ᴋࠕࢸࣞࣃࢩ࣮ࠖ࠸࠺ゝⴥ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖ
ࠊ
࢚ࠗࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲࠘➨ 9
ྕࠊᮾὒᏛࠊ2015 ᖺ
࣭၈⃝ኴ㍜ࠊ
ࠗ༡᪉⇃ᴋࡢぢࡓክ̿ࣃࢧ࣮ࢪࣗ❧ࡘ⪅̿࠘
ࠊຮㄔฟ∧ࠊ2014 ᖺ
࣭㏆⸨ಇᩥࠊ
ࠗኳᡯࡢㄌ⏕̿࠶ࡿ࠸ࡣ༡᪉⇃ᴋࡢே㛫Ꮫ̿࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1996 ᖺ
࣭ᡪ㇂᫂ࠕ༡᪉⇃ᴋࡢ࡚ࢇࢇ㸸㊧Ꮫⓗ◊✲ࠖ
ࠊ
ࠗ⢭⚄⚄⤒Ꮫ㞧ㄅ࠘➨ 108 ᕳ➨ 2 ྕࠊ2006 ᖺ
࣭୰ἑ᪂୍ࠊ
ࠗⱁ⾡ே㢮Ꮫ࠘
ࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊ2006 ᖺ
࣭ኟ┠㔠அຓࠊ
ࠕᛮ࠸ฟࡍ࡞ࠖ
ࠊ
ࠗₙ▼㞟࠘
ࠊ➨ 12 ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1994 ᖺ
࣭Myers, Frederick William Henry, Human Personality and Its Survival of Bodily Death part 1 &

2, Kessinger Pub Co, 1903
࣭⟪సඖඵࠊ
ࠕወᛮ㆟ࣀ◦✲ࠖ
ࠊ
ࠗᮾὒᏛⱁ㞧ㄅ࠘
ࠊ➨ 42 ྕࠊᮾὒᏛⱁ♫ࠊ1885 ᖺ
࣭༡᪉⇃ᴋࠊ
ࠕ1904 ᖺ 6 ᭶ 21 ᪥ᅵᐅἲ㱟ᐄ᭩⡆ࠖ
ࠊṊෆၿಙ㸦㈨ᩱ⤂㸧
ࠗḷᒣᕷ❧༤≀㤋◊✲
⣖せ࠘➨ 25 ྕࠊḷᒣᕷ❧༤≀㤋ࠊ2010 ᖺ
࣭༡᪉⇃ᴋࠊ୕⏣ᮧ⋞㱟ࠊࠕ༡᪉⇃ᴋ࣭୕⏣ᮧ⋞㱟 ᭩⡆ࠖ ࠗ㞟࠘ᮍ㘓 ࠊ㞼⸨➼࣭ཎ⏣୍
⦅ࠊ
ࠊࠗ⇃ᴋ◊✲࠘➨ 6 ྕࠊ༡᪉⇃ᴋ㈨ᩱ◊✲ࠊ2004 ᖺ
࣭Murai T, Hanakawa T, Sengoku A et al. ‘Temporal lobe epilepsy in a genius of natural history:
MRI volumetric study of postmortem brain’. Neurology ; 50: 1373-1376, 1998.
࣭Olaf Blanke, Stéphanie Ortigue, Theodor Landis, Margitta Seeck, ‘Stimulating illusory ownbody perceptions̿The part of the brain that can induce out-of-body experiences has been located
̿’.Nature September 19, 2002

352



၈௦ࡢ➹グࡳࡽࢀࡿ␗⏺ክቃ㡢ᴦ
̿ࠕ㟐 ⩚⾰ࠖࡢᡂ❧≀ㄒࢆࡵࡄࡗ࡚̿
⋤㸦TIEPh ᐈဨ◊✲ဨ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸၈௦ࠊ➹グᑠㄝࠊክቃࠊ㟐 ⩚⾰᭤ࠊ㡢ᴦㄝヰ

ࡣࡌࡵ
 ୰ᅜඛ⛙௦ࡢṔྐ᭩≀ࡸᩥᏛసရグࡉࢀࡓክࡣࠊࡋࡤࡋࡤ༦༨⏝࠸ࡽࢀࠊ⤫⪅ࡢゝ⾜ࢆᩍ
ࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ⛙₎௦࠾࠸࡚ࡣࠊክࡣ⋤ᶒ⚄ᤵㄝࢆᐉᥭࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡽࢀࠊ⤫
⪅ࡢᆅࢆྜἲࡍࡿ㐨ල࡛࠶ࡗࡓࡳࡽࢀࡿࠋ၈௦࡞ࡿࠊᩥேࡼࡗ࡚ࠊክࡣព㆑ⓗ➹グᩥ
⧊ࡾ㎸ࡲࢀࠊᩥᏛࡢ୍㒊࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊክᗁᩥᏛ࠸࠺⣔⤫ࡀᚎࠎᙧᡂࡉࢀࠊ
ᚋୡࡢᩥᏛከ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠾ࡾࠊࠗ⣚ᴥክ࠘࡞ࡢసရࡀ⌧ࢀࡓࡢࡶࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡼ
࠺ࠋ
 ၈௦➹グࡢ୰ࠊክࢆ㏻ࡋ࡚᭤ࢆᤵࡅࡿ࠸ࡗࡓෆᐜࡀ୍ࡘࡢヰᆺࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡢࡶࡗࡶ௦
⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࡲࡘࢃࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶࡛ࡣࠊ
ࠕ㟐

⩚⾰ࠖ㛵ࡍࡿ◊✲࠾࠸

࡚ࠊྐᩱ᭩ࢀࡓグ㏙ᑐࡋࠊ➹グ᭩ࢀࡓෆᐜࡣసࡢ㒊ศࡀከ࠸ぢ࡞ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ➹グ᭩ࢀࡓࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࡣክࢆ㏻ࡋ࡚ྐᐇࢆᫎࡋࡓస࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊᮏ

✏࡛ࡣࡑࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

၈௦ࡢ➹グࠕክ୰ᤵ᭤ࠖ
 ၈௦ࡢ➹グᩥᥥࢀࡓክ
 ୰ᅜࡢྂ┠㘓Ꮫࡢศ㢮ἲࡣᩥయࡸᩥ❶ࡢయࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⾡ᛮ㔜Ⅼࡀ⨨ࢀ࡚࠸
ࡿ ࠋࡋࡋࠊ
ࠕ➹グࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࡑࡶࡑࡶᩥయࢆᣦࡍពྜ࠸ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ ࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊ
Ṕ௦ࡢྂ┠㘓Ꮫࡣࠕ➹グࠖ࠸࠺ࢪࣕࣥࣝࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ࡛ࡣᩥయࡸయ࠸ࡗࡓゅᗘࡽ
➹グࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿᡭἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➹グࡢᴫᛕࡢᐃ⩏ࡅࡣࠗ୰ᅜⓒ⛉᭩࠘ ࠕ୰ᅜᩥᏛࠖ ࡸࠗ୰ᅜⓒ⛉᭩࠘ ࠕ୰ᅜṔྐࠖ ࡞
ࡢᕤල᭩ࡢࠊ
ࠗṔ௦➹グᴫ㏙࠘ࡶグࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ➹グᑠㄝࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠗ୰

1

ጦ᫂㐩ࠗ୰ᅜ┠㘓Ꮫྐ࠘(ୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ2002 ᖺ)50 㡫ࠋ
༡ᮅᱱࡢ⋤ൔ൲ࠗኴᖖᩗᏊ௵ᗓྩఏ࠘(ࠗⱁᩥ㢮⪹࠘ᕳᅄᡤ)࡛ࡣࠕ㎡㈿ᴟΎ῝ࠊ➹グᑬᑾᐇࠖ᭩ࢀࠊ
㎡㈿ᑐᛂࡍࡿ➹グࡶᩥయࢆᣦࡍゝⴥ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3 ⴥ⛅ࠗṔ௦➹グᴫ㏙࠘(ிฟ∧♫ࠊ2003 ᖺ)ࠋ
2
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ᅜᑠㄝྐ␎࠘ ࡸࠗ၈௦➹グ⪃ㄽ࠘ ࡞ࡽ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢᴫせࢆ┬␎ࡋ࡚
࠾ࡃࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ➹グࡣᩓᩥ࡛᭩ࢀࡓ㝶➹ࠊ㞧㘓ࠊ㞧グ࡛࠶ࡾࠊస⪅ࡢ㊃ࡼࡗ࡚᭩ࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࡿࠋ
၈௦ࡣ➹グ࠸࠺ᩥయࡀᡂ⇍ࡋࡓ௦࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆ࡛ࠊ≀ㄒ㢮ࡢ➹グࡣᩥᏛᛶᐩࢇ࡛࠾ࡾࠊṔ
ྐ⍢㢮ࡢ➹グࡣᐇᛶࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊ⪃ド㢮ࡢ➹グࡣ⊂⮬࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡓࡳࡽࢀࡿ ࠋࡑࡢෆᐜ
ࡣࠊⴭ⪅ࡼࡿస࡛࠶ࡾࠊ≀ㄒᛶࡸወⓗせ⣲ࡀࡳࡽࢀࡿࠕ➹グᑠㄝࠖࠊಶேࡢぢ⪺ࡸㄒ㘓ࠊ
㞧㘓ࢆ㘓ࡋࡓࠕྐᩱ➹グࠖࡀ࠶ࡿ ࠋྐᐇࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊ
ࠕ➹グᑠㄝࠖࡸࠕྐᩱ➹グࠖࡢ୧⪅
ࡣࡶᙜࡢ♫ⓗ㢼⩦ࡸᩥⓗ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿ್ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ၈௦ࡢ➹グᥥࢀࡓክࡢෆᐜࡣࠊ࠾࠾ࡲឡ㛵ࡍࡿክࠊᐁࡢክࠊ㎞࠸┠㐼ࡗࡓேࡸື
≀ࡀ㢪࠸ࢆクࡍክࠊወ␗࡞ክࡢᅄ✀㢮ศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ឡ㛵ࡍࡿክࡣࠊᩥே㐟ዪ࣭ᩥே፩ዪ࡞ࡢேேࡢᜊࢆᥥࡃࡶࡢࡢࠊேேࡸ㟋
㨦ࡢᜊࢆᥥࡃࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࠗ㟌ᑠ⋢ఏ࠘ࡸࠗ⛙ክグ࠘ࡀࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐁࡢክ㛵ࡍࡿ
➹グࡋ࡚ࠊ
ࠗ༡ᰓኴᏲఏ࠘ࠗᯖ୰グ࠘ࡀࡶࡗࡶ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋ⪅ࡣࡢࡕࡢ᫂ᮅࡢࠕ㑨㒴グࠖ
ࡶᨵ⦅ࡉࢀࠊ᪥ᮏ⬟ᴦࡢࠕ㑨㒴ࠖࡢᨾࡢ⏤᮶࡞ࡿࠋ㎞࠸┠㐼ࡗࡓேࡸື≀ࡀ㢪࠸ࢆクࡍክࢆ
グࡋࡓ➹グࡣࠊ
ࠗㅰᑠፑఏ࠘ࡸࠗ၈ᅜྐ⿵࠘ࡢࠕⅲ㨣ሗ⋤✉ࠖࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋወ␗࡞ክ㛵
ࡍࡿ➹グࡣࠊࠗ୕ክグ࠘᭩ࢀࡓࡼ࠺࡞ክ⌧ࢀࡓேᐇ㝿ฟࡗࡓ࠸࠺ෆᐜࡀࡳࡽࢀࡿ
ࠊክࡢ୰࡛ேࡸஸࡃ࡞ࡗࡓேࡽ㡢ᴦࡢ᭤ࢆఏᤵࡉࢀࡿヰࡀࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࠊࡑࢀࡀ୍ࡘࡢヰᆺ
̿ࠕክ୰ᤵ᭤ࠖ̿ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟࡣࠊࡇࡢࠕክ୰ᤵ᭤ࠖࡢෆᐜࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

 ࠕክ୰ᤵ᭤ࠖ
 ၈௦ࡢᙇ㮊(660㹼740 ࡀⴭࡋࡓࠗᮅ㔝഻㍕࠘ᕳࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヰࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ ྃㄞⅬࡣ➹
⪅ࡼࡿࠊ௨ୗྠ ࠋ

  ⋤ỹ⪅ࠊᖹ⏕ゎᘻ⟶ࠋᛛ᪦╧ࠊ⮳ኪᐽࠊ⣴⍇⍈ᘻஅࠊᡂᩘ᭤㸸୍ྡࠕ㞛ၞ⺬ࠖ
ࠊ୍
  ྡࠕ⬌⋤ㄪࠖ
ࠊ୍ྡࠕ⬌⎩ⱌࠖ
ࠋே㆑⪺ࠊ⫈அ⪅Ⳙὶᾦࠋ 

 ⋤ỹ࠸࠺ேࡣࡩࡔࢇ⟶ᘻ 㡢ᴦ ࡀศࡽ࡞࠸⪅࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠶ࡿ᪥ࠊ㛫ᐷ࡚ࠊኪ┠ࡀぬࡵ
ࡓࡽࠊ⍇⍈ࡢ⤋ࢆồࡵࠊ
ࠕ㞛ၞ⺬ࠖ
ࠕ⬌⋤ㄪࠖ
ࠕ⬌⎩ⱌࠖࡢᩘ᭤ࢆసࡗࡓࠋேࠎࡢ▱ࡽ࡞࠸᭤࡛࠶ࡿࡀࠊ
⪺࠸ࡓேࡣࡳ࡞ᾦࢆὶࡋࡓࠋ࠸࠺ࡢࡀព࡛࠶ࡿࠋ

4
5
6
7
8

㩃㎿ࠗ୰ᅜᑠㄝྐ␎࠘(ேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊ1973 ᖺ)ࠋ
ཝഔࠗ၈௦➹グ⪃ㄽ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ2009 ᖺ)ࠋ
ⴥ⛅ࠗṔ௦➹グᴫ㏙࠘(ிฟ∧♫ࠊ2003 ᖺ)92 㡫ࠋ
၈௦ྐᩱ➹グࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᓲ⹒ᾏࠗ၈௦ྐᩱ➹グ◊✲࠘(ᏳᚯᏛ༤ኈᏛㄽᩥࠊ2013 ᖺ)ヲࡋ࠸ࠋ
(၈) ᙇ㮊ࠗᮅ㔝഻㍕࠘(၈௦➹グᑠㄝほࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ2000 ᖺ)64㹼65 㡫ࠋ
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 ࡇࡇ࡛ࡣࠊேබࡢ⋤ỹࡀㄡ᭤ࢆ⩦ࡗࡓࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡣࡗࡁࡾ᭩ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊክࡽ
┠ࡀぬࡵࡓࡓࢇࠊ⍇⍈᭤ᛮࢃࢀࡿᩘ᭤ࢆసࡗࡓࡇࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃ⋤ỹࡣክࢆ㏻ࡋ࡚ࠊክ⌧
ࢀࡓఱ⪅ࡼࡗ࡚᭤ࡸࡑࡢ₇ዌࡢ᪉ࡀᤵࡅࡽࢀࡓ᥎

ࡉࢀࡿࠋ

ࠕ㞛ၞ⺬ࠖ
ࠕ⬌⋤ㄪࠖ
ࠕ⬌⎩ⱌࠖ࠸࠺୕᭤ࡣࠊṇྐࡢᴦᚿࡸ၈௦ࡢᴦ᭩㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢ
୕᭤ࡣࡢࡼ࠺࡞᭤࡛࠶ࡗࡓࡣᐃ࡛࡞࠸ࡀࠊ᭤ྡࡘࡅࡽࢀࡓࠕ⺬ࠖࡸࠕ⬌ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊ୰
ཎᆅ᪉⏤᮶ࡍࡿኳᆅࠊኳᆅ᐀ᘁ⚍♭⏝ࡍࡿ㞞ᴦࡢ᭤ྡࡣࡰぢࡽࢀ࡞࠸ྡ๓࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑ
ࡶ⍇⍈࠸࠺ᴦჾࡣࠕᮏฟ⬌୰ࠊ㤿ୖᡤ㰘ஓࠖࠊࡘࡲࡾ᪉ࡸすᇦ⏕ࡲࢀࡓ㤿ୖ࡛₇ዌࡍࡿᴦჾ
࡛࠶ࡿࠋ၈௦ࢃࢀ࡚࠸ࡓ⍇⍈ࡣ᪉ࡸすᇦࡽఏ᮶ࡋࡓᴦჾ



࡛࠶ࡿࡇࡣࠊࠗᪧ၈᭩࠘ࡢᴦᚿ

ࡸࠗ㏻࠘ࡢᴦ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ⍇⍈ࡣすᇦ㡢ᴦࢆ✚ᴟⓗ྾ࡋࡓ၈௦
⇩ᴦ ࡸẸ㛫㡢ᴦ࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞ᴦჾࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡣṇྐ࡞ࡢᩥᏐ㈨ᩱࡳࡽࢀࡿ
ࠊᩔ↥ቨ⏬ࡶ⏕ࡁ⏕ࡁᥥࢀ࡚࠸ࡓ ࠋࡇࡢ୕᭤ࡶࠊᙜࡢすᇦ㡢ᴦࢆ྾࣭⼥ྜࡋࡓ၈௦
㡢ᴦࡢ≉ᚩࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟࡣࠊ၈௦ᡂ❧ࡋࡓࠗෞ㡢㘓࠘ࡢෆᐜࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

ᓲẶࠊ⏕ዪࠋ͐͐᭷ዪᘵ卫ያࠊ㢼ጼୗࠊၿ㰘⟈ࠊⅭྂ⤯ጁࠊ▱ྡࠋᖺ༑ࠊᮍ᎑⪋
༞ࠊேከയ↉ࠋ͐͐ 㛗ዪ͐͐ᗂࠊẖᩍⱁࠊᑠ᭷ᡤᮍ⮳ࠊẕ㍚ຍ㠴⟵ࠊ⤊Ⳙ✲ጁࠋẖᚰ
ᛕጰࠊ᭣㸸
ࠕᡃࠊጰஅ⏚ஓࠋṚ⏕Ṧ㏵ࠊᜠឡஂ⤯ࠋጰஅ⏕⪽᫂ࠊṚఱ↛ࠊ⪋⬟௨ຊ
♸ຓࠊᡃᚰ㛤┠᫂ࠊ⢒ཬὶ㍮ဢ㸽ࠖẖ⮳⠇᭾ࠊ㍚ᣲ㓠ᆅࠊယဗὶᾢࠋዴṈ⪅ඵṓࠋ͐͐㛤
ᡂᖺᅄ᭶୕᪥ࠊᅉኪᐭࠊ㦫㉳ྕἽㅝẕ᭣㸸
ࠕྥ⪅ክጰᇳᡭἽ᭣㸸
ࠗᡃ⮬㎡ேୡࠊᅾ㝜ྖ⡙ᒓᩍ
ᆓࠊᤵ᭤༤ኈᮤඖ៰ࠋඖ៰ᒖ⸀ᡃ᠇᐀ⓚᖇࠋᖇྊᒃᐑࠋ௨ᡃ᭦┤✕᐀ⓚᖇᐑ୰ࠊ௨⟈ᑟㅖድࠊ
ฟධ୍ᖺࠋୖᖇ㒯ὀࠊኳୗ㓡ࠋ၈Ặㅖᖇᐑ୰㑅ዽᴦࠊ௨㐍⚄ᑲኴ᐀ᐑࠋᡃᚓౝ᠇᐀ࠋ
ẖ୍᭶அ୰ࠊ᪥୍┤㛗⛅Ẋࠋవ᪥ᚓ⫔㐟ほࠊణᚓฟᐑ⚗⪥ࠋỢஅ᠓ࠊᡃ▱ஓࠋణ↓⏤ᚓ
᮶ࠋ㏆᪥〴㝧බ௨ᡃⅭዪࠊᛮᛕ㡾⮳ࠊᚓฟධ➨ࠊ⚾チᡃᖐࠊᡂỢஅ㢪ࠋỢ᪩ᅗஅࠋ㝜୰ἲཝࠊ
ᖇᡈ⪺அࠊᙜ⋓ㆢࠊୖ⣼ࠋ࠘
ࠖẕ┦ᇳ⪋Ἵࠋ͐͐⩼᪥ࠊℼᤲ୍ᐊࠊิ⟙ࠊタ
㓇ᯝࠊ㧟㧮ዴ᭷ᡤぢࠋᅉᇳ⟈ᑵᆘࠊ㛢┠ᙎஅࠊ㝶ᣦ᭷ᚓࠋึࠊᤵே㛫அ᭤ࠊ༑᪥ᚓ୍᭤ࠋṈ୍
᪥⋓༑᭤ࠋ᭤அྡရࠊṤ㠀⏕ேஅពࠋኌㄪယᛷࠊᗃᗃ↛㬚ၷ㨣თࠊ⪺அ⪅ⳘḽḪࠋ᭤᭷㏄ྩᴦ
ṇၟㄪ༑ඵཾ ࠊᵭᯘჃ ศ⣒ㄪᅄ༑ᅄཾ ࠊ⛙⋤㈹㔠ḷ ᑠ▼ㄪ༑ඵཾ㸧
ࠊᗈ㝠ᩓ ṇၟㄪ
༑ඵཾ ࠊ⾜㊰㞴 ṇၟㄪ༑ඵཾ㸧
ࠊୖỤ ṇၟㄪ༑ඵཾ ࠊᇛ ᑠ▼ㄪ༑ඵཾ㸧
ࠊ⣒➉

(ᚋ₎)↫ࠗ㔘ྡ࠘ᕳࠕ㔘ᴦჾ➨༑ࠖ(୰⳹᭩ᒁࠊ1985 ᖺ)107 㡫ࠋ
⛙⍇⍈ࠊᅄᘻ⍇⍈(᭤㢁)ᘻ⍇⍈(┤㢁)ࡢṔྐ₇ዌ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊࠗ୰ᅜ⍇⍈ྐ✏࠘㸦ୖᾏ㡢ᴦᏛ㝔ฟ∧♫ࠊ
2010 ᖺ ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
11 ⇩ᴦࡘ࠸࡚ࠊᓊ㎶ᡂ㞝ࠗ၈௦㡢ᴦࡢṔྐⓗ◊✲ ⥆ᕳ࠘(Ἠ᭩㝔ࠊ2005 ᖺ)ࠊΏ㎶ಙ୍㑻ࠗ୰ᅜྂ௦ࡢᴦไ
ᅜᐙ̿᪥ᮏ㞞ᴦࡢ※ὶ̿࠘(ᩥ⌮㛶ࠊ2013 ᖺ)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
9

10

12

ᣋ✏ࠕίᅵኚ┦ᅗᥥࢀࡿ㏑㝠㢖ఞࡢ⪃ᐹ̿ᩔ↥ቨ⏬ࢆ୰ᚰ̿ࠖ᪥ᮏẚ㍑ᩥᏛࠗẚ㍑ᩥ◊✲࠘➨

103ྕࠋ
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㈹㔠ḷ ᑠ▼ㄪ༑ඵཾ㸧ࠊ⣚❊ᙳ ᰕㄪᅄ༑ཾ㸧ࠋ༑᭤␌ࠊ↛ㅝዪ᭣㸸ࠕṈⓙᐑ㜍୰᪂⩻᭤ࠊ
ᖇᑬᡤឡ㔜ࠋᷕᯘჃ⣚❊ᙳ➼ࠊẖᐗ㣧ࠊ༶㣕Ầ⯙└ࠊⅭబ㓇㛗ኪஅḼࠋ✕᐀ᨿಟᩥ⯋ேඖ✉
モᩘ༑㤳ࠋ⏒⨾ࠋ㔍㓒ࠊ௧ᐑே㐱ḷஅࠖ͐͐ᩘ᪥᮶͐͐ཪ␃୍᭤᭣ᛮᖐᴦࠋ 

 ࡇࡢ≀ㄒࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᓲẶࡣேࡢፉ୍ேࡢጒࡀ࠸ࡿࠋࡑࡢጒࡣ㠀ᖖ⟈㛗
ࡅ࡚࠾ࡾࠊᙜ᭷ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮍ፧ࡢࡲࡲ༑ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋᓲẶࡢ㛗ዪࡣᗂ࠸㡭ࠊ㡢ᴦࡢᡯ⬟
ᜨࡲࢀࡎࠊ⟈ࢆୖᡭᙎࡅࡎᓲẶ㠴࡛ᡴࡓࢀࡿࡓࡧࠊᚰࡢ୰࡛ࡑࡢུẕຊࢆࡃࡔࡉ࠸ඵᖺ㛫
ࡶ᠓㢪ࡋ⥆ࡅࠊ⠇᪥ẖ᭶ࡢ୍᪥ུẕࢆ⚍ࡗࡓࠋ㛤ᡂᖺᅄ᭶୕᪥ࡢኪࠊ㛗ዪࡣ✺↛ྕἽࡋ࡚
㉳ࡁ࡚ࠊክ⌧ࢀࡓུẕࡀヰࡋࡓࡇࢆẕᩍ࠼ࡓࠋࡑࡢヰࡼࡿࠊུẕࡣ㝜ྖ 㯤Ἠࡢᅜ ࡛ᩍᆓ
ᒓࡋࠊ⟈ࢆᙎࡃࡇࢆ௨࡚ஸࡃ࡞ࡗࡓⓚᖇࠊድࡸබ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ㛗ዪࡢᛮ࠸ࡀఏࢃࡾࠊᬤࢆ
ぢࡘࡅ࡚ᢤࡅฟࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࠋḟࡢ᪥ࠊ㛗ዪࡣࡁࢀ࠸࡞㒊ᒇ㓇ᯝ≀࡞ࢆ౪࠼ࠊࡰࢇࡸࡾ
ུẕࡢጼࡀぢ࠼ࡓࡇࢁࠊ┠ࢆ㛢ࡌ࡚⟈ࢆᙎ࠸ࡓࠋᗂ࠸㡭ࡣ༑᪥㛫୍࡛᭤ࡶぬ࠼ࡽࢀ࡞࠸ᙼዪࡣࠊࡇ
ࡢ୍᪥࡛༑᭤ࡶᙎࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ᭤ࡣ࡚ࡶ⏕ࡁ࡚࠸ࡿே㛫ࡀసࢀࡿࡶࡢࡣᛮ࠼࡞࠸ࠊ㠀ᖖ
ᝒࡋࡃ࡚ᗃ㑎࡛ேࠎࢆἽࡏࡿࡼ࠺࡞᭤࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢྡ๓ࡣࠊࠕ㏄ྩᴦࠖࠕᵭᯘჃࠖࠕ⛙⋤㈹
㔠ḷࠖ
ࠕᗈ㝠ᩓࠖ
ࠕ⾜㊰㞴ࠖ
ࠕୖỤࠖ
ࠕᇛࠖ
ࠕ⣒➉㈹㔠ḷࠖ
ࠕ⣚❊ᙳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᙎࡁ⤊ࢃࡗࡓུ
ẕࡀ㛗ዪゝࡗࡓࡇࡼࡿࠊࡇࢀࡽࡢ᭤ࡣ 㝜ྖࡢ ᐑ୰࡛᪂ࡓᨵ⦅ࡋࡓ᭤࡛ⓚᖇዲࡲࢀࠊᐗ
ࡢࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊࡲࡓࡑࡢḷモࡋ࡚✕᐀ࡀඖ✉సࡽࡏࡓ༑㤳ࡢモࡶ㠀ᖖ⨾ࡋࡃࠊᐗࡀ
┒ࡾୖࡀࡗࡓḷࢃࢀࡓ࠸࠺ࠋᩘ᪥ᚋࠊࡧ⌧ࢀࠊࡲࡓࠕᛮᖐᴦࠖ࠸࠺୍᭤ࢆṧࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ≀ㄒࡘ࠸࡚ࡣ⯆῝࠸ࡇࢁࡣ௨ୗࡢ୕Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍Ⅼ┠ࡣࠊஸࡃ࡞ࡗࡓུẕࡀࡋࡁࡾ᠓㢪ࡋࡓᓲẶࡢ㛗ዪࡢክ⌧ࢀ࡚ㄒࡾࡅࠊࡑࡢᚋ᭤ࢆᩍ
࠼ࡓ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋṇ☜ゝ࠼ࡤࠊུẕࡀ㛗ዪ᭤ࢆᩍ࠼ࡓࡢࡣክࡢ୰࡛ࡣ࡞ࡃࠊክࡽぬࡵࡓḟ
ࡢ᪥࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊུẕ㛗ዪࡀヰࢆ࡛ࡁࡓ✵㛫ࡣክ࡛࠶ࡾࠊክ࡛ࡢᑐ㠃ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢ≀ㄒࡣ
㐍ࡲ࡞࠸ࠋክࡣ⌧ᐇ␗⏺ࢆ⧅ࡄሙᡤࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
Ⅼ┠ࡣࠊ㛗ዪࡀክࡽぬࡵࡓ㛤ᡂᖺ(840)ࡣ၈ᩥ᐀ࡢ௦࡛࠶ࡿࡀࠊၐࡉࢀࡓུẕࡢゝⴥࡼ
ࢀࡤࠊ๓௦ࡢ✕᐀ࡸ᠇᐀ࠊድබࡀ㝜ྖ࠾࠸࡚ࡶⓚ᪘࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊສࢆཷࡅ࡚᭤
モࢆࡅࡓඖ✉(779㹼831)࠸࠺ே≀ࡶ၈௦ࡢ᭷ྡ࡞ᩥᏛ⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ㝜ྖ࡛ࡣ⌧ᐇୡ
⏺ࡢᒓᛶࡸ㌟ศࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅ⥅ࡂࠊࡑࡇ⌧ࢀࡓ㢼ᬒࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡢᢞᙳ࡛࠶ࡿࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
୕Ⅼ┠ࡣࠊ᭱ึᤵࡅࡽࢀࡓ༑᭤ ᐇࡣ᭤ ࡧ⌧ࢀࡓᤵࡅࡓࠕᛮᖐᴦࠖࡢ᭤ྡࢆぢ࡚࠸ࡃ
ࠊ
ࠕ⾜㊰㞴ࠖࡣリࡾࢃࡅ၈リࡢ᭷ྡ࡞㢟┠࡛࠶ࡿࡇࡀࡍ࡛▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ ࠊ
ࠕ⣚❊ᙳࠖࡣࡢࡕ
ࡢᏵ௦ࡢモ∩ ࠕ⣚❊㏐ࠖࡢࡶ࡞ࡿ ࠋ
ࠕᛮᖐᴦࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグࡢ᭤ḷモࢆࡘࡅࡓㄒࡽࢀ

13ࠗෞ㡢㘓࠘(ứ㎢ᰯ㘓ࠗ၈ேᑠㄝ࠘
ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧ࠊ1978

ᖺ)190㹼191 㡫ࠋ
༡ᮅᱱࡢ⋤⟉(482㹼550)ࠊ၈௦ࡢ├↷㞄(630㸽㹼695㸽)ࠊ⋤ᫀ㱋(698㹼756)ࠊᮤⓑ(701㹼762)ࠊᰗ᐀ඖ(773㹼
819)ࠊ㢳ἣ(୰၈࣭⏕༞ᖺヲ)ࡀࠕ⾜㊰㞴ࠖ࠸࠺㢟┠ࡢリࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
15 モㄪỴࡵࡽࢀࡓ≉ᐃࡢྡ⛠ࠋ
16 (Ύ)ẟඛ⯎ࠗሸモྡゎ࠘ᕳ୍ࡼࡿࠋ
14
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ࡓඖ✉ࡣࠊᐇ㝿ࠕᛮᖐᴦࠖ࠸࠺リࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊⓑᒃ᫆ࡣࠕࠗᛮᖐᴦ࠘
ࠖ࠸࠺リ
ࡀぢࡽࢀࠊ࠾ࡑࡽࡃᙜᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠕᛮᖐᴦࠖ࠸࠺᭤ྜࢃࡏࡿࡓࡵⓑᒃ᫆ࡀసࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࠕᗈ㝠ᩓࠖࡣࡶࡶྂ⍆ࡢ᭷ྡ࡞᭤࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ᭤ࢆᚓពࡋࡓᔋᗣ(224㹼
263)ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓேࡢ㟋ᩍࢃࡗࡓወ㆓ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠋࡑࡢࡢ᭤ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࡀࠊ
ୖグᣦࡋࡓⅬ┠⤖ࡧࡅ࡚⪃࠼ࢀࡤࠊࡇࡇグࡉࢀࡓ᭤ྡࡣ၈௦ࡢẸ㛫ὶධࡋࠊఏᢎࡉࢀ
࡚࠸ࡓ⟈᭤ࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺᥎

ࡉࢀࡿࠋ

ክࢆ㏻ࡋ࡚␗⏺࠶ࡿ㡢ᴦࡀ⌧ᐇୡ⏺ఏࢃࡗࡓㄒࡿ≀ㄒ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡇᥥࢀࡓ␗⏺ࡶఏ
࠼ࡽࢀࡓ㡢ᴦࡶࡇࡢࡼ࠺ᐇࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡢ࡛ᫎ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㏙ࡓෆᐜࡢࠊࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞
ࡋ࡚ࠊࡢࡕ᪥ᮏࡶఏࢃࡗࡓ၈௦ࡢࠕ㟐
ࡁࡿࠋḟ❶࡛ࡣࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ᭤ࡢᡂ❧ࡲࡘࢃࡿ≀ㄒࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛

⩚⾰ࠖࡢఏᢎࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ


㸬≀ㄒࡳࡽࢀࡿ᭤ኴᴦ⨫ࡢ౪ዊ᭤ࠕ㟐

⩚⾰ࠖ

 ᭤ࠕ⣸㞼᭤ࠖ
 ࠕ㟐

⩚⾰ࠖࢆぢࡿ๓ࠊࡲࡎࠕ⣸㞼᭤ࠖࡲࡘࢃࡿヰࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ၈௦ࡢ➹グ

࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡣࡇࡢࠕ⣸㞼᭤ࠖࢆᨵྡࡋࡓ᭤࡛࠶ࡿఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ

 ၈௦ࡢᙇㄞ(834㹼882㸽)ࡀⴭࡋࡓࠗᐉᐊᚿ࠘ࡣ௨ୗࡢෆᐜࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
၈⋞᐀აክᏊ༑వ㍮ࠊᚚཀ㞼⪋ୗࠊ❧ᗞࠊྛᇳᴦჾ⪋ዌஅࠊᗘ᭤Ύ㉺ࠊ┿ᗓஅ㡢ஓࠋཬ
ᴦ㜐ࠊ᭷୍ேᥬ⪋ゝ᭣㸸
ࠕ㝎ୗ▱Ṉᴦஇ㸽Ṉ⚄⣸㞼᭤ஓࠋ㢪ᩍᤵ㝎ୗࠊⅭ┒၈ṇጞ㡢ࠊ
ኵဒụࠊኟᅛྠ▯ࠋࠖ⋞᐀႐⏒ࠊ༶ఏཷ↉ࠋಂ⪋ᐽࠊవ㡪≨ⱝᅾ⫈ࠋ⋞᐀㑉⋢➜྿⪋⩦
அࠊᑾᚓ⠇ዌࠊ↛㯲⪋ἥࠋ͐͐᭤ᚋఏᴦᗓࠋ 

 ၈⋞᐀ࡣࡘ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ክࢆぢࡓࠋ༑ఱேࡢேࡀ㞼࡛㝆ࡾ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᴦჾࢆᣢࡗ࡚ᗞ
❧ࡕ࡞ࡀࡽΎࡽ࡛ࡲࡇ⏺ࡢ㡢࡛࠶ࡿ᭤ࢆ₇ዌࡋࡓࠋ㡢ᴦࡀ⤊ࢃࡾࠊ୍ேࡢேࡀᥬࡋࠊࠕ㝎
ୗࡣࡇࡢᴦࢆࡈᏑ▱࡛ࡍ㸽ࡇࢀࡣ⚄ࠗ⣸㞼᭤࡛࠘ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ┒၈ࡢṇ㡢࡞ࡿࡇࢆ㢪࠸ࠊࡇ
ࢀࡽ㝎ୗఏᤵ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡢࠗဒụ࠘
ࠗኟ࠘ࡣࡴࢁࢇ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠖ⋞᐀ࡣኚ႐ࢇ࡛ࠊࡓ
ࡔࡕఏᤵࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋክࡽぬࡵ࡚ࡶࠊࡲࡔࡑࡢ㡪ࡁࡀ⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⋞᐀ࡣៃ࡚࡚
⋢➜ࢆ྿ࡏ࡚ࡑࢀࢆ⩦࠸ࠊࣜࢬ࣒ࢆᚰᚓࡓࡀ㯲ࡗ࡚ࡑࢀࢆゝࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᭤ࡣࡢࡕ
ᴦᗓఏ࠼ࡓ࠸࠺ࡢࡀព࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀ┦ఝࡋࡓグ㏙ࡣ 855 ᖺᡂ❧ࡋࡓࠗ᫂ⓚ㞧㘓࠘ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ

  ⋞᐀ክᏊ༑వ㍮ࠊᚚཀ㞼⪋ୗࠊྛᇳᴦჾᠱዌஅࠊ᭤ᗘΎ㉺ࠋ୍ே᭣㸸
ࠕṈ⚄⣸㞼㏛ࠊఏᤵ

17
18

ࠗኴᖹᗈグ࠘ᕳ୕ⓒ༑ᡤᘬࡢࠗ㟋㨣ᚿ࠘ࢆཧ↷ࠋ
(၈)ᙇㄞࠗᐉᐊᚿ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1983 ᖺ)15㹼16 㡫ࠋ

357



㝎ୗࠊⅭṇጞஅ㡢ࠋࠖୖぬࠊ⋢➜⩦அࠊᑾᚓ᭤ࠋ 

 ࠗᐉᐊᚿ࠘ࠗ᫂ⓚ㞧㘓࠘ࡢෆᐜࡣࠊ᭤ྡࡢࠕ⣸㞼᭤ࠖࠕ⣸㞼㏛ࠖࡢ㐪࠸௨እࠊࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓❶࡛ぢࡓࡼ࠺ࠊ
ࠗᮅ㔝഻㍕࡛࠘ࡣ᭤ࡢఏᤵ⪅ࢆ᫂グࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࠗෞ㡢㘓࡛࠘ࡣஸࡃ࡞ࡗࡓேࡀ
ఏᤵ⪅࡛࠶ࡿグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢグ㏙␗࡞ࡗ࡚ࠊ
ࠗᐉᐊᚿ࠘ࠗ᫂ⓚ㞧㘓࡛࠘ࡣேࡀఏᤵ⪅࡛
࠶ࡿ᭩࠸࡚࠾ࡾࠊேࡀክࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⌧ᐇୡ⏺ࡢⓚᖇ᭤ࢆఏᤵࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ேࡀఫࡴ⏺ࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡅ㞳ࢀࠊࡇࡢព࡛ࡣࠗෞ㡢㘓࠘ࡢ㯤Ἠࡢᅜ࡛࠶ࡿ㝜ྖྠᵝࠊ␗⏺
࡛࠶ࡿࠋ␗⏺⌧ᐇୡ⏺ࢆ⧅ࡄሙᡤࡋ࡚ࡢᙺࡀࠊክࡣഛࢃࡗ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛
ࡣࡸ⸃ࠊ⨶₎࡛ࡣ࡞ࡃࠊே᭩ࢀ࡚࠾ࡾࠊఏᤵࡉࢀࡓ᭤ࡣ⚄ࡼࡗ࡚ዌ࡛ࡽࢀࡓࠕ⣸㞼᭤ࠖ
࡛࠶ࡿ᭩ࢀࡿࡇࢁࡣ㐨ᩍࡢ⚄ᛮࡀ㉳ࡉࢀࠊ⯆῝࠸ࠋ
 ࠕဒụࠖࠕኟࠖࡣࠊ
ࠗ࿘♩࠘᭩ࢀࡓࠕ௨භᴦ㜵Ẹஅ⪋ᩍஅࠖࡢࠕභᴦࠖࡢࡘ࡛
࠶ࡾ ࠊẸࢆᩍࡍࡿṇࡋ࠸㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋࡉ࡚ࠊ
ࠕဒụࠖࠕኟࠖࡣ㐪࠺ṇ㡢࡞ࡿࠕ⣸㞼᭤ࠖ
ࡣࠊ୍యࡢࡼ࠺࡞㡢ᴦ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢၥ㢟ࢆᛕ㢌⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕ⣸㞼᭤ࠖࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ㛵ಀ

ࢆ⥆ࡅ࡚ぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ

 ␗⏺ࡢࠕ⣸㞼᭤ࠖᆅୖࡢࠕ㟐
 ࠕ⣸㞼᭤ࠖࠕ㟐

⩚⾰ࠖ

⩚⾰ࠖࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠊࠗ㞟␗グ࠘ࡢⴥἲၿఏࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸

ࡿࠋ
  
 

ⴥἲၿ ⋞᐀㐟᭶ᐑࠊ⪴᭶୰ኳᴦࠊၥ᭤ྡࠊ᭣⣸㞼᭤ࠋ⋞᐀⣲ᬡ㡢ᚊࠊ㯲グኌࠊᖐఏ㡢ࠊ
ྡஅ᭣㟐

⩚⾰ࠋ 


 ⴥἲၿࡣ⋞᐀୍⥴᭶ᐑ࡛㐟ࡧࠊ᭶୰ࡢኳୖࡢᴦࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢ᭤ྡࢆᑜࡡࡿࠊ⣸㞼᭤࠸࠺ࠋ
⋞᐀ࡣᖹ⏕㡢ᚊ㏻ࡌ࡚ࠊ㯲ࡗ࡚ࡑࡢ᭤ㄪࢆᬯグࡋࠊ ᆅୖ ᖐࡗ࡚ࡑࡢ㡢ࢆఏ࠼ࠊ㟐

⩚⾰ྡ࡙

ࡅࡓࠋ࠸࠺ࡢࡀព࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ࠕ⣸㞼᭤ࠖࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡣᐇࡣྠࡌ᭤࡛࠶ࡿㄝࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ๓⪅ࡣ᭶ᐑዌ

࡛ࡽࢀࡿ᭤࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣ⋞᐀ࡼࡗ࡚ᆅୖఏࢃࡗࡓ᭤࡛࠶ࡿㄝࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⠇ࡢࠗᐉ
ᐊᚿ࠘ࠗ᫂ⓚ㞧㘓࠘ࡢෆᐜࢆࡶ࠺୍ᗘࡾ㏉ࡗ࡚ぢࡿࠊேࡀ⮬ࡽ⋞᐀ᩍ࠼ࡓ᭤ࡣࠊ␗⏺ࡽ
ᣢࡗ࡚ࡁࡓ᭤࡛࠶ࡿ⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡇࢀࢆࡇࡇࡢࠗ㞟␗グ࠘ࡢෆᐜྜࢃࡏ࡚ぢࡿࠊ␗⏺࠶ࡿ᭤
ࡣࠕ⣸㞼᭤࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀே㛫ࡢ⋞᐀ࡢᡭࡼࡗ࡚ᆅୖఏ࠼ࡽࢀࡓࡢࡣࠕ㟐

⩚⾰࡛ࠖ࠶ࡿ

(၈)㒯ฎㄛࠗ᫂ⓚ㞧㘓࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1994 ᖺ)58 㡫ࠋ
༑୕⤒ὀᩚ⌮ጤဨࠗ࿘♩ὀ࠘(ிᏛฟ∧♫ࠊ2000 ᖺ)317 㡫ࠋ
21 ᚋ₎ࡢ㒯⋞(127㹼200)ࡀᘬ⏝ࡋࡓ㒯ྖ㎰ࡢὀࡼࢀࡤࠊභᴦࡣࠕ㞼㛛ࠖ
ࠕဒụࠖ
ࠕ㡥ࠖࠕኟࠖࠕℂࠖ
ࠕ
Ṋࠖࡢභࡘࡢ᭤࡛࠶ࡿࠋὀ 20 ࢆཧ↷ࠋ
22 (၈)ⷸ⏝ᙅࠗ㞟␗グ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1980 ᖺ)19 㡫ࠋ
19
20
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ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡢሙྜࠊ᭶ᐑࡸክ࠸ࡗࡓ␗⏺ࠊே㛫ୡ⏺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡢ༊ูࡀព㆑ࡉࢀࡘࡘࠊ≀ㄒ
ᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ␗⏺ࡢᏑᅾࡀࡇࢀࡽࡢෆᐜࡳࡽࢀࡿඹ㏻ࡢᵓ㐀ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

 ࡉࡽゝ࠼ࡤࠊ᭶ᐑࡢࡼ࠺࡞₎Ẹ᪘ࡢ⚄ヰࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ␗⏺࡛ዌ࡛ࡽࢀࡓ᭤ࡀࠊே㛫ୡ⏺
ఏࢃࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊ
ࠗᐉᐊᚿ࠘ࠗ᫂ⓚ㞧㘓࠘᭩ࢀࡓࡼ࠺ேࡼࡗ࡚┤ఏᤵࡉࢀࡿࠊ
ࠗ㞟
␗グ࠘᭩ࢀࡓࡼ࠺ே㛫ࡀ␗⏺ฟྥ࠸࡚ᚓࡽࢀࡿࠊࡢࡘ࠶ࡿᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢሙ
ྜࡣࠊክ࠸࠺✵㛫ࡀ᫂ࡽ␗⏺ே㛫ୡ⏺ࢆ⧅ࡆࡿᙺࢆᯝࡓࡋࡓゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ๓⠇࡛ࡶᑡࡋゐࢀࡓࡀࠊ㐨ᩍࡇࡢ᭤ࡢఏᢎࡢ㛵ಀࡣ⯆῝࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠊ᭶ᐑࡣᗈᐮᐑࡶ
ࡤࢀࠊ㐨ᩍࡢ⏺ࡢᎣፑࡀఫࡴࡉࢀࡿᐑẊ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᩍ࡛ࡣࠊᎣፑࢆ᭶⚄ぢ࡞ࡋࠊ
ࠕኴ㝜ᫍྩࠖ
ࡉࡽࠕ᭶ᐑ㯤⳹⣲᭙ඖ⢭⪷ྡྷኴ㝜ඖྩࠖࠕ᭶ᐑኴ㝜ⓚྩᏕ㐨᫂⋤ࠖࡧࠊ୰⛅ࡢྡ᭶⚍ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⋞᐀ࢆ㐃ࢀ࡚᭶ᐑ⾜ࡗࡓ࠸࠺ⴥἲၿࡣࠊ၈௦ᐇᅾࡋࡓ㐨ᩍࡢኳᖌ 㧗ࡢ㐨ኈ ࡛࠶ࡿࠋ
ⴥἲၿ(616㹼720)ࡣἲ⾡㛗ࡅࠊ≉㨣⚄ࢆᡴࡕ㈇ࡍࡢࡀᚓព࡛࠶ࡿఏ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ



ࠊࠗఏ

ᣠ㑇࠘࡞ࡶࡑࡢㄝヰࡀ㘓ࡉࢀࡿᙜࡢ᭷ྡ࡞㐨ኈ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡐࠊࡇࡢ᭤ࡢᡂ❧ㄝヰࢆࡵࡄࡗ
࡚ࠊ㐨ᩍࡢ㛵㐃ࡀࡇࡇࡲ࡛Ⰽྜ࠸ࢆ⃰ࡃࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋḟࡣࠊ၈௦ࡢ➹グ௨እࡢྐᩱࡶ┠ࢆ㓄
ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡞ࡿࡶࡢࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ

 ኴᴦ⨫ࡢ౪ዊ᭤ࡋ࡚ࡢࠕ㟐

⩚⾰ࠖ

 ࡉ࡚ࠊ➹グ௨እࡢྐᩱ࠾࠸࡚ࠊࠕ㟐

⩚⾰ࠖ࠸࠺᭤ࡣྐᐇࡋ࡚ࠊࡑࡢ⏤᮶₇ዌࡢሙࡣࡢ

ࡼ࠺グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠋ
 ࠗ၈せ࠘ࡢࠕኳᐆ༑୕㍕᭶༑᪥ኴᴦ⨫౪ዊ᭤ྡཬᨵㅖᴦྡࠖࡢ᮲ ௨ୗࠕኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲ࠖ␎
ࡍ ࡣࠊ
 
㯤㚝ၟྕ㉺ㄪ͐͐፠⨶㛛ᨵⅭ㟐

⩚⾰






 ᭩ࢀ࡚࠾ࡾࠊኳᐆ༑୕ᖺ(754)ᙜ㉺ㄪࡤࢀࡓ㯤㚝ၟࡢ᭤ࡢ࡞ࠊ
ࠕ፠⨶㛛ࠖ࠸࠺᭤ࡀ
ࠕ㟐

⩚⾰ࠖᨵྡࡉࢀࡓࡇࡀศࡿࠋ၈௦ࡢኴᴦ⨫ࡣ㰘྿⨫ࡶࠊኴᖖᑎᒓࡍࡿ㡢ᴦᶵᵓ

࡛࠶ࡿࠋኴᖖᑎࡢ㡢ᴦᶵᵓࡣኳᆅ᐀ᘁ⚍♭⏝࠸ࡽࢀࡿ㞞ᴦࡢࠊ㤫ᐗ⏝࠸ࡽࢀࡿ⇩ᴦࢆࡶྖࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲グࡉࢀࡓ᭤ྡࡣ 200 ௨ୖ࠶ࡾࠊ⣬ᖜࡢ㒔ྜࡼࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣᩥࢆᣲ
ࡆ࡞࠸ࡀࠊୖグࡢෆᐜࡢࠊᨵྡࡋࡓ᭤ྡࢆ௨ୗ♧ࡋࡓࠋ
 
டⲐష᭤ᨵⅭ㔠⳹Ὕ┿ࠊᅉᗘ⋢ᨵⅭᖐ⪷᭤ࠊ⯊షඣ⬌ḷᨵⅭḯ᫂ᘬࠊಢᨵⅭᐆගࠊⰍಢ㦐
ᨵⅭ⣸㞼㦐ࠊᦶ㔂㤳⨶ᨵⅭᖐ┿ࠊⅆ⨶㬬ሷᨵⅭⓑ⺾ሷࠊ⨶็ᮍ⨶ᨵⅭྜᾆ᫂⌔ࠊጧ㈾ᨵⅭ↓

23
24

ࠗᪧ၈᭩࠘ิఏ➨୍ⓒᅄ༑୍ࠊࠕⴥἲၿࠖࢆཧ↷ࠋ
(Ᏽ)⋤⁅ࠗ၈せ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1955 ᖺ)617 㡫ࠋ
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ᑑࠊ⸽Ⳙ๒⪨ᨵⅭ⋢ிࠊ㜿⟠┙㝁ᨵⅭඖࠊᛴடⲐష᭤ᨵⅭᛴ㔠⳹Ὕ┿ࠊ⸽Ⳙ㐽ᨵⅭᏱΎࠊ
⯙㭯ஒ⿸፠ᨵⅭ㞼᪼ࠊ፠㔝ፅᨵⅭ㔝Ḽࠊඃ፠ᖌᨵⅭἷ㔠Ἴࠊ⪨፠Ⰽ㭜ᨵⅭྖᬋᐆ㭜ࠊ༙ᑕ
ῺἕᨵⅭ㧗၈㞼ࠊ༙ᑕἄᨵⅭᝳ᪂ࠊ㔝㭌ሷᨵⅭ⚄㭌ሷࠊᤫᲙᨵⅭᕸ㝧ࠊ⸽⚙ᖌ⬌ḷᨵⅭ㑏
ᛮᘬࠊ㑻๒⪨ᨵⅭⰾ᱇ᯘࠊ⛣ᖌ㒔ᨵⅭ㒔ࠊῺἋ㨶ᨵⅭ㌍Ἠ㨶ࠊಢᮁᨵⅭ᪥㔜㍯ࠊ⸽๒⪨
ᨵⅭᮍኸᖺࠊྦ㖊⨶ᨵⅭⰾᯘⱌࠊ㐩ᦶᨭᨵⅭἷ⹒ྀࠊᜳ∞㒔ᨵⅭ⎟ྎⰼࠊ⸽๒⪨⬌ḷᨵⅭᐆᘐᘬࠊ
ᒣ๛ᨵⅭ⚄ࠊᛴⅆ㬅ᨵⅭ⯙㭯ሷࠊギ㝠ఞ⬌ḷᨵ᮶㈱ᘬࠊ⸽⨶ᐦᨵ᪼ᮅ㝧ࠊ㡲፠ᰩ≉ᨵⰾⱌቕࠊ
ᢤ⫼㝠ᨵⅭᡁ㑏῟ࠊ㔠ἼᖍᨵⅭ㔠㢼ࠊདྷ☻峤ᨵⅭ῟㢼ࠊ↓ឋᨵⅭ㛗Ḽࠊᅉᆅᨭ⬌ḷᨵ
Ⅽ⋢㛵ᘬࠊྈ⨶ᨵⅭ⚈㞼㣕ࠊ⻅ያᨵⅭሰሻΎࠊᮭ⹒ⅲከᅇᨵⅭ⹒ᒣ྿ࠊ⪁ᑑᨵⅭኳ㛗ᐆᑑࠊ㧗
㯇ᨵⅭ᮶㈱ᘬࠊ⪨፠ᆅ⬌ḷᨵⅭ㟼㎶ᘬࠊᛮᖐ㐩∹㭜⬌ḷᨵⅭ㔠᪉ᘬࠊ୕㒊⨶ᨵⅭ୕㍜Ᏻࠊᛮᖐ㐩
ᥦඣᨵⅭὝ⅋❶ࠊⓒ⯉㫽ᨵⅭ℅㝧ዪࠊⓒṓ⪁ᑑᨵⅭኳ㛗ᐆᑑࠊಢᦶᑽషᨵ⣸ᗓὝ┿ࠊ⸽Ⳙ㐽
ᨵⅭឤⓚᜠࠊ፠ఞඣᨵⅭὶỈⰾ⳼

 ୖグෆᐜࡢ୰ࠊⅬ⥺ࢆᘬ࠸ࡓࠕ㔝㭌ሷࠖ࡞ࡢ 8 ࡘࡢ᭤┠ࢆ㝖ࡅࡤࠊṧࡾࡢᨵྡ๓ࡢ᭤ྡࡣࢇ
୰ᅜㄒࡋ࡚ពࢆ࡞ࡉ࡞࠸㡢ヂࡢྡ๓࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ㡢ヂࡢྡ๓ࡣࠊࠕ፠⨶㛛࡛ࠖࡶศ
ࡿࡼ࠺ࠊኳ➊ࢆྵࡴ࿘㎶ᆅᇦࡢゝⴥࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࠋᨵྡࡉࢀࡓ࠶ࡢྡ๓ࢆぢࡿࠊྜྷ⚈ࡢ
ពࢆྵࡴྡ๓ࡢࠊ㔜ୗ⥺࡛ᘬ࠸ࡓࠕ⚄ࠖ࡞ࡢ㐨ᩍࡺࡾࡢࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࠋ≉ࠊ
ࠕடⲐ
ష᭤ᨵⅭ㔠⳹Ὕ┿࡛ࠖ⾲ࡋࡓࡼ࠺ࠊᩍ⏝࠸ࡽࢀࡓ᭤ࡲࡓࡣࡑࢀᅉࢇࡔ᭤ࡀࠊᆺⓗ࡞㐨ᩍࡢ
ྡ⛠࡛࠶ࡿࠕὝ┿ࠖࢆ⏝࠸ࡓྡ๓ᨵྡࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ኳᐆࡣ၈⋞᐀ࡢୡࡢᚋ༙⏝ࡉࢀࡓᖺྕ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲ࡣ⋞᐀ࡢສࡼࡗ࡚
ไᐃࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࠊ᭤ࡢᨵྡࡶ⤯ᑐᶒຊ⪅࡛࠶ࡿ⋞᐀ࡢႴዲࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣീ㞴ࡃ࡞
࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ⋞᐀ࡣすᇦࢆࡣࡌࡵࡍࡿ࿘㎶ᆅᇦࡢ᭤ྡࢆ୰ཎࡢேࠎ࡞ࡌࡴྡ๓ࠊ≉㐨ᩍࡢྡ⛠
ࢆ⏝࠸ࡓ᭤ྡᨵ⦅ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲ࡢࠕ㟐

⩚⾰ࠖ࡞ࡗࡓࠕ፠⨶㛛ࠖࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢᡭࡀ

ࡾ࡞ࡿࡶࡢࡣࠊⓑᒃ᫆ࡢࠕ㟐

⩚⾰⯙ḷࠖ࠸࠺リࡢ୰࠶ࡿࠋ


Ặኌྩ㐀㆕㛤ඖ୰すᾴᗓ⠇ᗘᩗ㏙㐀 

 ࠕẶࡀḷࠊ࠶࡞ࡓࡀ᭤㆕ࢆసࡗࡓࠖ࠸࠺ពࡢᮏᩥࠊ
ࠕ㛤ඖ୰すᾴᗓ⠇ᗘࡢᩗ㏙ࡢ㐀ࡾࠖ
࠸࠺ὀࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋẶࡣ⋞᐀ࡢድ࡛࠶ࡿ㈗ድࡢࡇࢆᣦࡍࠋᩗ㏙ࡣ㛤ඖඵᖺ(720)
✺དྷࡢᡓ࠸࡛ᩋᡓࡋࡓ ࠊṔྐୖࡢே≀࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩗ㏙ࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗ᪂

၈᭩࠘♩ᴦᚿࡣࠊ
25ࠕ㧗㯇ᨵⅭ᮶㈱ᘬࠖࡢ㧗㯇ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᙜ₎Ꮠᅪᒓࡋ࡚࠸ࡓᮅ㩭༙ᓥࡢᆅྡ⏤᮶ࡍࡿ᭤ྡ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ
26 ୰⳹᭩ᒁ⦅㍴㒊Ⅼᰯࠗ၈リ࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1999 ᖺ)ᡤࠊ4992 㡫ࠋ
27 ࠗ᪂၈᭩࠘ᕳࠊ㛤ඖඵᖺ᭶ࡢ᮲ࡼࡿࠋ
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࣐࣐

⋞᐀ࡢ Ἑす⠇ᗘᩗ ᛅ ⊩㟐
AE

⩚⾰᭤༑㐢 
27F


᭩ࢀࠊ⋞᐀ࡢἙす⠇ᗘᩗᛅࡀ㟐
㏙ࡢㄗࡾ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀ ࠊࠕ㟐

⩚⾰᭤༑㐢ࢆ⊩ࡌࡓࠊ࠸࠺ࠋࡇࡇࡢᩗᛅࡣᩗ

⩚⾰ࠖࡣᩗ㏙ࡀ⊩ࡌࡓ᭤࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ

 ༡Ᏽࡢ⋤ⅎ(1081㹼1160)ࡀࠗ☐㭜ₔᚿ࠘ࡢ୰࡛ࠊࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࡘ࠸࡚ࠊⓑᒃ᫆ࡢリࠗ᪂

၈᭩࠘ࡢグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  㟐

⩚⾰᭤ࠊண᩿அ᭣すᾴసࠊ᫂ⓚ₶ⰍࠊཪⅭ᫆⨾ྡࠊ㣭௨⚄⪅ࠊⓙ㊊ಙஓࠋ

၈ྐப㸸ࠕἙす⠇ᗘᩗ㏙⊩ซ༑㐢ࠖ
ࠋⓑᴦኳඖᚤஅ㟐

⩚⾰᭤ḷப㸸
ࠕ⏤᮶⬟ྛ᭷ࠊ

Ặኌྩ㐀㆕ࠋࠖ⮬ὀப㸸ࠕ㛤ඖ୰すᾴ⠇ᗘᩗ㏙㐀ࠖ
ࠋ 

 ࡑࡢពࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡢุ᩿࡛ࡣ㟐

⩚⾰᭤ࡣすᾴࡢస࡛᫂ⓚࡀ₶Ⰽࡋࠊࡉࡽ⨾ྡ

ኚ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡢ⚄ዿ࡛ᩥ❶ࢆ㣭ࡗࡓࡶࡢࡣࡳ࡞ಙࡌࡿ್ࡋ࡞࠸ࠋ၈ྐ᭣ࡃࠊ
ࠕἙす⠇ᗘᩗ㏙⊩ซ༑㐢ࠖࠋⓑᴦኳࡀඖᚤஅࡢ ዌࡋࡓ 㟐

⩚⾰᭤ྜࢃࡏࡓḷ࡛ࡣࠕ⏤᮶⬟

ྛ᭷ࠊẶኌྩ㐀㆕ࠖḷ࠸ࠊࡑࡢὀ᭣ࡃࠕ㛤ඖ୰すᾴ⠇ᗘᩗ㏙㐀ࠖ
ࠋ
 ࡇࡢࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࢆㄝࡃグ㏙ࡣࡶࡗࡶᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝞ᐥᜡ(1890㹼1969)ࡀࠗඖⓑリ⟢

ド✏࠘ࡢ୰࡛ࠊࡇࡢㄝࢆホ౯ࡋࡓୖࠊ
ࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡣኳ➊⏤᮶ࡍࡿ᭤࡛࠶ࡾࠊ୰ኸࢪࢆ⤒࡚ࠊ㛤

ඖᖺ㛫୰ᅜఏࢃࡗࡓㄽࡌࡓ ࠋ
 ➹⪅ࡣࡇࢀ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡉࡽⅬࢆࡅຍ࠼ࡓ࠸ࠋ
 ୍Ⅼ┠ࡣࠕ㟐

⩚⾰ࠖᩗ㏙ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᩗ㏙ࡘ࠸࡚ࠊⓑᒃ᫆ࡢࠕ㟐

⩚⾰⯙ḷ࡛ࠖࡣస

᭤⪅ࠊࠗ᪂၈᭩࡛࠘ࡣᴦࢆ⊩ࡌࡓ⪅ࡋ࡚᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡘࡢㄝࡢ㊥㞳ࢆᇙࡵࡿ♧၀ⓗ࡞
ࡋ࡚ࠊ㈆ඖᖺ㛫(785㹼805)㦛ᅜᴦࡀ⊩ࡌࡽࢀࡓࡇࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㦛ᅜᴦࡣࡲࡎᙜࡢ
༡すᕝ⠇ᗘࡢ㡋ⓠ⊩ࡌࡽࢀࠊ㡋ⓠࡼࡗ࡚ᨵ⦅ࡉࢀࡓࡢࡕᐑᘐ⊩ࡌࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ ࠋ༡
⻅ᴦ࠸ࡗࡓࢪࣕࣥࣝࡢ㡢ᴦࡀ┦ᛂࡋ࠸యᩚ࠼ࡓ࠶ᐑᘐ⊩ࡌࡽࢀࡓࡳࡽࢀ ࠊ㡋ⓠྠ
ᵝࠊ␗Ẹ᪘ᑐ⟇ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓ⠇ᗘࢆົࡵ࡚࠸ࡓᩗ㏙ࡶࠊ⮬ࡽእ᮶㡢ᴦࡢᨵ⦅㛵ࡋࠊࡲ
ࡓࡣᴦேࡑ࠺ࡉࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ⠇ᗘࡢࡼ࠺࡞ᙺேࡀࠊ⟶㎄ࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ㡢ᴦࡀᐑᘐ
྾ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡋࠊᚋࡉࡽ࡞ࡿ⪃ᐹࡀᚲせ࡛

࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

(Ᏽ)Ḣ㝧ಟࠗ᪂၈᭩࠘ᚿ➨༑♩ᴦ༑(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)476 㡫ࠋ
ࠗ༑ྐ⿵⦅࠘ᡤࡢࠕ၈㙠༑㐨⠇ᗘ⾲ࠖࡼࡿࠊ⋞᐀ࡢ㛤ඖඵᖺࡢἙす⠇ᗘࡀᩗ㏙࡛࠶ࡾࠊ╻᐀
ᬒ㞼ᖺࡽ⋞᐀ኳᐆ༑ᅄᖺࡲ࡛ࡢ⠇ᗘࡣᩗᛅ࠸࠺ேྡࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
30 ⋤ⅎࠗ☐㭜ₔᚿ࠘ᕳ୕(ྂᩥᏛฟ∧♫ࠊ1957 ᖺ)70 㡫ࠋ
31 㝞ᐥᜡࠗඖⓑリ⟢ド✏࠘(୕⫃᭩ᗑࠊ2001 ᖺ)27 㡫ࠋ
32 ࠗ၈せ࠘ᕳ୕༑୕ࠊ
ࠗ᪂၈᭩࠘♩ᴦ༑ࡼࡿࠋ
33 ᣋ✏ࠕ၈௦ࡢᐑᘐ㡪ࡃ␗ᅜࡢ᪕ᚊ̿ᅄ᪉ᴦ̿ࠖᮾὒᏛ࢚ࠗࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲࠘➨ 9 ྕ(2015 ᖺ 3 ᭶)ࠋ
28
29
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 Ⅼ┠ࡣࠊኳᐆ༑୕ᖺᨵྡࡉࢀࡓࠕ፠⨶㛛ࠖ௨እࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ࡣࡶ࠺୍ࡘࡢࠕ፠⨶㛛ᴦࠖࡀグ
ࡉࢀࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࡇࡢ፠⨶㛛ᴦࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡇ࡛ࡣ
ࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ᑡࡋ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࠗᪧ၈᭩࠘ᚿ➨㡢ᴦࡣ௨ୗࡢグ㏙

ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ

 

 ╻᐀ࠊ፠⨶㛛⊩ᴦࠊ⯙ேಽ⾜ࠊ⪋௨㊊⯙ᴟ㖰ย㗓ࠊಽ᳜ᆅࠊప┠ᑵลࠊ௨Ṕ▛୰ࠊཪ
᳜⫼ୗࠊ྿⠥⠝⪅❧⭡ୖࠊ⤊᭤⪋↓യࠋ 
ࣟ ፠⨶㛛ᴦࠊᅄዀྠิࠋ፠⨶㛛ᴦ⏝⁽⠥⠝ࠊᩧ㰘୍ࠋ 




 ࡢពࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ╻᐀ࡢࠊ፠⨶㛛ࡀ㡢ᴦࢆ⊩ࡌࡓࠋ⯙ேࡣ㏫❧ࡕࡋ࡚Ṍࡁࠊ◊ࡂ

ࡲࡉࢀࡓลࢆ㊊࡛㋃ࡳࡘࡅ࡚ࡶࠊลඛ┠ࢆ㏆࡙ࡅ▛ࢆ่ࡋ࡚ࡶࠊ⫼୰ลࡀ่ࡉࢀࡓࡲࡲ⠥⠝ࡢዌ
⪅ࡀࡑࡢ⭡ࡢୖ❧ࡗ࡚₇ዌࢆ⤊࠼࡚ࡶࠊ⯙ேࡣ↓യࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ


ࣟ ࡛ࡣ፠⨶㛛ᴦࡣᅄዀᴦ ྠิ࡛࠶ࡾࠊ⁽ࡢ⠥⠝ࡘᩧ㰘୍ࡘࢆ⏝ࡍࡿࠊ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ




 ࡢ፠⨶㛛࠸࠺ே ㌟ศࢆ⾲ࡍྡ๓ ࡀ⊩ࡌࡓᴦࡣࠊ ࣟ ࡢ፠⨶㛛ᴦྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺

ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢁࡀࠊࡇࡢࡘࡢグ㏙ࡣྠࡌ❶ࡵࡽࢀࡓࠊࡇࢀ௨እ፠⨶㛛࠸
࠺ゝⴥ࡛⾲ࡍ㡢ᴦࡢグ㏙ࡣࠗᪧ၈᭩࠘ぢࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ୧⪅ࡀྠࡌᴦ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ፠⨶㛛ᴦࡣ፠⨶㛛ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡓᴦ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ፠⨶㛛ࡣኳ➊ࡢൔࡀ㉳ࡉ
ࢀࡿゝⴥ࡛࠶ࡾࠊ፠⨶㛛ᴦࡣᅄዀᴦྠิ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㡢ᴦࡢᵝᘧࡸᛶ㉁ࡣኳ➊
ࡢ㡢ᴦ㏻ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠗᪧ၈᭩࡛࠘ࡣࠕኳ➊ᴦࠖ࠸࠺ゝⴥࡣูࡢሙᡤ࡛ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇࡢ፠⨶㛛ᴦࡣ␗࡞ࡿ㡢ᴦ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ፠⨶㛛ᴦࡣᩓᴦ㞧ᡙ
ࡢ㡯┠グ㍕ࡉࢀࠊࡑࡢᗁ⾡ࡢࡼ࠺࡞₇ฟࡀࡶࡗࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡾࠊ⟶ᘻ⯙㋀ࢆࡓࡿ⾲⌧᪉ἲ࡛
࠶ࡿኳ➊ᴦࡣ᰿ᮏⓗ㐪࠺ࠋᩓᴦࡣ၈௦࡛ࡣᴦศ㢮ࡉࢀࠊࡑࡢఏᢎᶵ㛵ࡣ⋞᐀ࡢ㛤ඖᖺ(714)
ࡑࡶࡑࡶࡢኴᖖᑎࡽᩍᆓ⛣ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ ࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿࠊኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲ࡢኴᴦ⨫౪ዊ᭤࡛
࠶ࡗࡓࠕ፠⨶㛛ࠖࡣᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ࡔࡅኴᴦ⨫౪ዊ᭤ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡣⓙ↓ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
๓㏙ࡋࡓⓑᒃ᫆ࡢリࡶࠗ᪂၈᭩࠘ࡶࠗ☐㭜ₔᚿ࠘ࡶࠊᩗ㏙ࡀ⊩ࡌࡓ᭤ࡢྡ๓ࡣᨵྡᚋࡢࠕ㟐

⩚⾰ࠖ

ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊᨵྡ๓ࡢྡ๓ࡀࠕ፠⨶㛛࡛ࠖ࠶ࡿ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑ࠺⪃࠼ࡿࠊ௨ୗࡢྍ⬟ᛶࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ
ձᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ࡔࡅࡀኴᴦ⨫ṧࡾࠊࡋࡶᩗ㏙ࡀᨵ⦅ࡋ⊩ࡌࡓ᭤ࡢࡶࡶࡢྡ๓ࡶ፠⨶
㛛࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ୧⪅ࡣࡢࡕ⼥ྜࡉࢀࠊ⋞᐀ࡼࡗ࡚ᨵ⦅࣭ᨵྡࡉࢀࡓࠋ

(ᚋ)ࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)1073 㡫ࠋ
(ᚋ)ࠗᪧ၈᭩࠘(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)1073 㡫ࠋ
36 ᮾዀࠊすᡁࠊ༡⻅ࠊ≮ࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ㡢ᴦࢆពࡍࡿࠋᣋ✏ࠕ၈௦ࡢᐑᘐ㡪ࡃ␗ᅜࡢ᪕ᚊ̿ᅄ᪉ᴦ̿ࠖᮾὒ
Ꮫ࢚ࠗࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲࠘➨ 9 ྕ(2015 ᖺ 3 ᭶)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
37 ࠗ㈨㏻㚷࠘ᕳⓒ༑୍㛤ඖᖺṇ᭶ࡢ᮲ࠊ
ࠗᩍᆓグ࠘ࡢᗎࢆཧ↷ࠋ
34
35
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ղᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ࡔࡅࡀኴᴦ⨫ṧࡾࠊࡋࡶᩗ㏙ࡀᨵ⦅ࡋ⊩ࡌࡓ᭤ࡢࡶࡶࡢྡ๓ࡶ፠⨶
㛛࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊᚋ⪅ࡀ๓⪅ྲྀ᭰ࢃࡗ࡚ࠊࡢࡕ⋞᐀ࡼࡗ࡚ᨵ⦅࣭ᨵྡࡉࢀࡓࠋ
ճᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ࡀṧࡉࢀࡎࠊᩗ㏙ࡀᨵ⦅ࡋ⊩ࡌࡓ᭤ࡢࡶࡶࡢྡ๓ࡀ፠⨶㛛࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ
ࡑࡢ᭤ࡀࢫ࣒࣮ࢬᐑᘐ྾ࡉࢀࠊࡢࡕ⋞᐀ࡼࡗ࡚ᨵ⦅࣭ᨵྡࡉࢀࡓࠋ
մᩓᴦࡢ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ࡀṧࡉࢀࡎࠊᩗ㏙ࡀᨵ⦅ࡋ⊩ࡌࡓ᭤ࡢࡶࡶࡢྡ๓ࡀ፠⨶㛛࡛࡞ࡗࡓሙ
ྜࠊᚋ⪅ࡢ᭤๓⪅ࡢྡ๓ࡀࡅࡽࢀࠊࡢࡕ⋞᐀ࡼࡗ࡚ᨵ⦅࣭ᨵྡࡉࢀࡓࠋ
ձմࡢሙྜࡣࠊ፠⨶㛛ᴦࡢ᭤ᩗ㏙ࡀ⊩ࡌࡓ᭤ࡢ㛫࡛ࡣࠊ᭤ㄪࡸ᮰࡞ࢆྵࡴⱁ⾡⾲⌧
࠾࠸࡚ࠊఱࡽࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋᚑ᮶ࡢ◊✲ࡣࡇࡇࡢճࡋὀ┠ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᮏ✏
࡛ࡣࡑࡢࡢྍ⬟ᛶࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡣᨵ⦅ࡉࢀࡓ࿘㎶㡢ᴦࢆ⋞᐀ࡀࡉࡽᨵ⦅࣭ᨵྡࡋࡓࡶࡢ࡛࠶

ࡿぢ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊኳᐆ༑୕ᖺࡢ᮲࡛ศࡿࡼ࠺ࠊ⋞᐀ࡣ⮬ࡽዲࢇ࡛࿘㎶㡢ᴦࡢ᭤ྡࠊࡾࢃ
ࡅ㡢ヂ࡛࠶ࡿ᭤ྡࢆ㐨ᩍᅉࡴྡ๓ᨵ⦅ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉ࡚ࠊ⋞᐀ࡀࡇ࠺࠸ࡗࡓᨵྡࢆ⾜ࡗࡓ⫼ᬒࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢࠋ➹グ࡛ࡣࡑࡢ⫼ᬒࢆ࠺ᥥ
ࡋࠊఱࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ḟ❶࡛ぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ

㸬㐨ᩍಙ⪅ࡢ⋞᐀࣭㡢ᴦᐙࡢ⋞᐀
 㐨ᩍಙ⪅ࡋ࡚ࡢ⋞᐀
⋞᐀ࡣ⇕≬ⓗ࡞㐨ᩍಙ⪅ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋞᐀ࡀᅾ୰ࠊ൲ᩍࢆᑛ㔜ࡍࡿྠࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞㐨ᩍࢆዡບࡍࡿᨻ⟇ࢆ❧࡚ࡓࠋ
ࡲࡎࠊ⋞᐀ࡣ㟋ᒣࡸ㟋㊧ࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡓ ࠺࠼ࠊ㐨ほࡢ㐀Ⴀࡶ⇕ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠗ၈せ࠘ᕳ༑ࡢ
ࠕほࠖࡢෆᐜࡼࡿࠊᙜࡢ㛗Ᏻࡣ㐨ほࡀ 30 ࣨᡤ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊ၈௨๓ࡣ 5 ࣨᡤࠊኴ᐀ࡣ 1 ࣨ
ᡤࠊ㧗᐀ࡣ  ࣨᡤࠊ୰᐀ࡣ 3 ࣨᡤࠊ╻᐀ࡣ 7 ࣨᡤࠊ௦᐀ࡣ 1 ࣨᡤࢆ㐀Ⴀࡋࡓࡢᑐࡋࠊ⋞᐀ࡣ 9 ࣨᡤ
ࢆ㐀Ⴀࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ ࠋ၈௦ࡢ㛤ඖᖺ㛫࡛ࡣࠊᅜࡢ㐨ほࡢᩘࡀ 1687 ࣨᡤࡶୖࡾ ࠊ⋞᐀ࡣ㒔ࡢ
㛗Ᏻࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊྛᆅࡶ⇕ᚰ㐨ほࡢ㐀Ⴀࢆ᥎㐍ࡋࡓ ࡳࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⋞᐀ࡣ⪁Ꮚࢆ㏣ㅆࡋࠊᙇ㐨㝠࡞ࡢ㐨ᩍ㡿⿇ࢆᑛᑒࡍࡿ࡞ࠊ㐨ᩍࡢᆅࢆྥୖࡉࡏࡓࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࠊ⋞᐀ࡣ㐨ኈࢆඃ㐝ࡋࠊ㐨ኈࢆᐑᘐ࠼ࡉࡏࡓࠋ๓❶࡛ぢࡓ➹グ⌧ࢀࡓ㐨ኈࡢ
ⴥἲၿࡶࡑࡢ୍࡛࠶ࡾࠊ㬨⮠ཀ࡞ࡗࡓࡢࡕ㉺ᅜබࡋ࡚ᑒࡌࡽࢀࡓⴥἲၿࡀ⋞᐀ᅜࢆࡵࡿ
᪉ἲࡘ࠸࡚ウ㆟ࡋࡓࡳࡽࢀࡿ ࠋࡉࡽࠊ⋞᐀ࡣ⮬ࡽὀࢆࡘࡅࡓࠗ㐨ᚨ⤒࠘ࢆᅜ㡺ᕸࡋࠊ୰

38

ࠗ၈ᩥ࠘ᕳ୕༑භࠕ⚗ⱴᒣ᥇ᤕ⁺⊟ᨿࠖ
ࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ᕳඵ㛤ඖ༑୕ᖺ༑୍᭶ࡢ᮲ࠊ
ࠗ၈ペ௧㞟࠘ᕳࠕኳᐆ
㍕ᑛྕ㉧ࠖ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
39 ࠗ၈せ࠘ᕳ༑ࠕほࠖ(୰⳹᭩ᒁࠊ1979 ᖺ)ࠊ869㹼878 㡫ࠋⷸᖹᣚࠕㄽ၈⋞᐀㐨ᩍࠖ
ࠗ㝐すᖌᏛሗ࠘➨
22 ᕳ➨ 3 ᮇ(1993 ᖺ 8 ᭶)ࡶࡇࡢᣦࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
40 (၈)ᮤᯘ⏠ࠗ၈භ࠘ᕳᅄࠕ⚆㒊㑻୰ࠖ(୰⳹᭩ᒁࠊ1992 ᖺ)125 㡫ࠋ
41 ࠗᗓඖட࠘ᕳ༑୕ࠕᖇ⋤㒊࣭ᑦ㯤⪁ࠖ㛤ඖ༑ᖺṇ᭶ᡀࡢ᮲ࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ᕳඵ㛤ඖ༑ᖺኟᅄ᭶⏦ࡢ
᮲ࠊࠗᗓඖட࠘ᕳ༑ᅄࠕᖇ⋤㒊࣭ᑦ㯤⪁➨ࠖኳᐆ㍕୕᭶ࡢ᮲ࠊࠗᗓඖட࠘ᕳ༑ᅄࠕᖇ⋤㒊࣭ᑦ㯤⪁➨
ࠖኳᐆඵ㍕㛨භ᭶ࡢ᮲࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
42 ࠗ၈ᩥ࠘ᕳ༑(୰⳹᭩ᒁࠊ1983 ᖺ)225 㡫ࠋ
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ᅜṔྐୖࡢࡣࡌࡵ࡚ࡢ㐨ⶶ࡞ࡿࠗ୕Ὕ⎟⥘࠘ࢆ⦅⧩ࡋࠊ㐨ᩍ⤒ࡢᆅࢆ㧗ࡵࡓࡇ㈉⊩ࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊࠕ⋞᐀ࡢ㐨ᩍᑐࡍࡿᨻ⟇ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ၈ࡢㅖᖇࡸ๎ኳṊྡྷࡉ࠼ࡶࡢ᪉ྥࢆ
㐙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ ࠋ
 ࡑࢀຍ࠼࡚ࠊ⪁Ṛࡢ⾡ࡸ⸆ࡣࡲࡾ㎸ࡳࠊ㞃㌟⾡ࡢಟ⾜ࡶ⢭ࢆฟࡋ࡚࠸ࡓ ⋞᐀ࡣࠊ၈
௦࡛ࡶࡗࡶ㐨ᩍഴಽࡋࡓⓚᖇ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ⋞᐀ࡣ㐨ᩍಙ⪅ࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡿࡶࠊᐇࡣࠊ㡢ᴦᐙࡋ࡚ࡶඃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 㡢ᴦᐙࡋ࡚ࡢ⋞᐀
 ⋞᐀ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠗᪧ၈᭩࠘ᮏ⣖࡛ࡣࠕⱥ᩿ከⱁࠊᑬ▱㡢ᚊࠖ᭩ࢀ࡚࠾ࡾࠊ⋞᐀ࡣᛶ᱁ࡀⱥ᩿࡛
ⱁ⾡ࡾࢃࡅ㡢ᚊඃࢀ࡚࠸ࡓ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ၈௦ࡢᴦ᭩ࠗ⩓㰘㘓࠘ࡣ௨ୗࡢෆᐜࡀグࡉ
ࢀࠊ⋞᐀ࡀ⟶ᘻᴦჾࢆᚓពࡍࡿࠊస᭤⪅ࡋ࡚㧗࠸㈨㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
ୖὝᬡ㡢ᚊࠊ⏤அኳ⦪ࠊซ⣒⟶ࠊᚲ㐀ጁࠋⱝไసㅖ᭤ࠊ㝶ព༶ᡂࠊ❧❶ᗘࠊྲྀ㐺▷㛗 

 ⋞᐀ࡣ㡢ᚊヲࡋࡃࠊኳ㈿ࡢᡯ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡚ࡢ⟶ᘻඃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࢁࡶࢁࡢ᭤ࢆᛮ࠸
ࡢࡲࡲసࡾୖࡆࠊつ๎ࢆసࡽࡎ㐺ᐅࡑࡢ㛗ࡉࢆỴࡵࡓࠋ࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠ᭩ࡼࢀࡤࠊ⋞᐀ࡀࠕኴ⠵᭤ࠖ
ࠕⰍಢ㦐ࠖ
ࠕஒ፠ፅࠖ
ࠕ᭙᪥ගࠖ࡞ࡢ  ᭤ࢆసࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ๓❶࡛ぢ࡚ࡁࡓࠕ㟐

⩚⾰ࠖࢆ㝖ࡅࡤࠊ
ࠕගዲࠖ
ࠕ㞵㟒㕥ࠖ
ࠕἼ᭤ࠖ࡞ࡢ᭤ࡶ⋞᐀ࡢస࡛࠶ࡿ

ࠗኴ┿እఏ࠘࡞࡛ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⋞᐀ࡣࡇࡢࡼ࠺₇ዌᐙࠊస᭤ᐙࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡗࡓྠࠊ㡢ᴦᣦᑟ⪅ࡢ㈨㉁ࡶ᭷ࡍࡿே≀
ࡋ࡚Ṕྐṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

⋞᐀ཪ⫈ᨻஅᬤࠊᩍኴᖖᴦᕤᏊᘵ⣒➉அᡙࠊ㡢ኌᩧⓎࠊ᭷୍ኌㄗࠊ⋞᐀ᚲぬ⪋ṇஅ 

ࡲࡓ⋞᐀ࡣᨻࡢࡓࢃࡽࠊኴᖖᑎࡢᴦே⟶ᘻࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࠋᵝࠎ࡞ᴦჾࡀ୍ᩧ㡢ࢆฟࡋ࡚࠸࡚
ࡶࠊᑡࡋ࡛ࡶ㛫㐪࠸ࡀ࠶ࢀࡤࠊ⋞᐀ࡣᚲࡎẼ࡙ࡁࠊࡑࢀࢆṇࡋࡓࠋ࠸࠺ࡢࡀព࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࠊࠗᩍᆓグ࡛࠘ࡣࠊ㛤ඖ༑୍ᖺ⪷ᑑᴦࢆసࡗࡓ㝿ࠊ⋞᐀ࡀୖᡭᐅ㝔ࡢዪᐁࡓࡕ
ࡑࡢ⯙㋀ࢆᩍ࠼ࡓࡢ࡛ࠊዪᐁࡣ୍᪥࡛ぬ࠼ࡓࡢࠊᴦ㝲ࡣ୍ࣨ᭶ࡀ⤒ࡗ࡚ࡶᴦ᭤ࢆぬ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓ
ࡇࢆグࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⋞᐀ࡣ₇ዌ⪅ࠊస᭤ᐙࠊ㡢ᴦࡢᣦᑟ⪅ࡋ࡚ࡢᡯ⬟ඃࢀࠊ၈௦ࡢ㡢ᴦࡶࡗࡶ㈉
43

ᐑᕝᑦྐࠕ၈ࡢ㐨ᩍ⋞᐀ࠖ
ࠗᮾᾏᏛ⣖せ ᩥᏛ㒊࠘➨ 30 ㍴ࠊ1978 ᖺࠋ
ᖺ)934 㡫ࠋ
ࠗᪧ၈᭩࠘ᮏ⣖ඵ(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)165 㡫ࠋ
၈ ༡༟ࠗ⩓㰘㘓࠘(ྂᩥᏛฟ∧♫ࠊ1957 ᖺ)3 㡫ࠋ
ࠗᪧ၈᭩࠘ᚿඵ㡢ᴦ୍(୰⳹᭩ᒁࠊ1975 ᖺ)1051 㡫ࠋ
(၈)ᓲ௧ḯࠗᩍᆓグ࠘(၈Ᏽྐᩱ➹グྀหࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ2012 ᖺ)12㹼13 㡫ࠋ

44ࠗᪧ၈᭩࠘ᚿᅄ♩ᅄ(୰⳹᭩ᒁࠊ1975
45
46
47
48
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⊩ࡋࡓⓚᖇ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ⋞᐀ࡀ㐨ᩍഴಽࡋࡓࡇࡣᨻࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ࠸࠺ࡇࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊᙼࡀᙜ
࠾࠸࡚⇕ᚰ࡞㐨ᩍಙ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇࡣ୍⯡ⓗㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡳࡽࢀࠊࡑࢀྠࠊ㡢ᴦᐙࡋ
࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓぢ࡞ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡶ࠺୍ᗘ➨❶ࡢෆᐜࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿࠊ၈௦ࡢ➹ググࡉࢀࡓࠕ⣸㞼᭤ࠖࠕ㟐
ࡣࠊᐇࡣࠕ፠⨶㛛ࠖ㛵㐃ࡍࡿྐᐇࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࠕ㟐

⩚⾰ࠖ

⩚⾰ࠖࡢ࡛ᫎ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹ググ

ࡉࢀࡓෆᐜࡣࠊ⋞᐀ࡀ㐨ᩍಙ⪅ࡘ㡢ᴦᐙࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࢆᫎࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊክࢆ
㏻ࡋ࡚㡢ᴦࢆఏᤵࡍࡿ࠸ࡗࡓヰᆺ࠾࠸࡚ࠊ␗⏺࡛࠶ࡿክࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡢᫎࡋ࡞ࡿᙺࢆᯝࡓࡋࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀྠࠊ
ࠕክ୰ᤵ᭤ࠖࡣ㉸⌧ᐇୡ⏺ࢆゼࢀࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠕ⚄㐟ࠖ࠸ࡗࡓ
㐨ᩍ⧅ࡀࡿᛮࢆᫎࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ

⤖ࡧ௦࠼࡚
 ௨ୖࠊ၈௦➹グࡢ୰ࠊክࢆ㏻ࡋ࡚᭤ࢆᤵࡅࡿ≀ㄒࡋ࡚ࠊࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࡑࡢᩥⓗ⫼ᬒࢆ

ぢ࡚ࡁࡓࠋ
 ࠕክ୰ᤵ᭤ࠖ࠸ࡗࡓヰᆺ࠾࠸࡚ࠊክᥥࢀࡓୡ⏺ࡶክࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡓ㡢ᴦࡶ⌧ᐇୡ⏺
ᇶ࡙ࡁࠊክࡣ⌧ᐇୡ⏺ࢆᫎࡋฟࡍ㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㟐

⩚⾰ࠖࡢ⏤᮶ࡲࡘࢃࡿ➹グࡢ≀

ㄒࡣࠊ⋞᐀ࡀክ࡛ே᭤ࢆᤵࡅࡽࢀࡓࠊࡲࡓࡣ᭶ᐑ⾜ࡗ࡚⪥ࡋࡓ᭤ࢆᨵ⦅ࡋࡓグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ⋞᐀ࡀࠕ፠⨶㛛ࠖ㛵㐃ࡍࡿࠕ㟐

⩚⾰ࠖࢆᨵ⦅ࡋࡓ࠸ࡗࡓྐᐇࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࡲࡓࠊክ᭶ᐑࡣࡶ␗⏺ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊࡑࡇᥥࢀࡓே≀ࡸ㢼ᬒࡣ㐨ᩍࢆ㉳ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ⋞᐀ࡀ⇕ᚰ࡞㐨ᩍಙ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠕ㟐

⩚⾰ࠖࢆㄝࡃ≀ㄒࡢศᯒṆࡲࡾࠊࠕክ୰ᤵ᭤ࠖ㐨ᩍࡢ᪉⾡⏤᮶ࡍࡿࠕ⚄㐟ࠖࠊ

ࡘࡲࡾయࡣື࡞ࡃࡶ࠶ࡿሙᡤࢆゼࢀࡿẼᣢࡕ࡞ࡿࡍࡿᛮࡣࠊࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ
࠸࠺᳨ドࡘ࠸࡚ࡣᚋࡢㄢ㢟ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ၈௦➹グ࡛ࡣࠊ㐨ᩍ࠾ࡅࡿክࡢᤊ࠼᪉ࢆࡢࡼ࠺
ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚ࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ⪃ᐹࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㝧᫂Ꮫࡢ㏆௦࠾ࡅࡿ㌟యࡢ⾜᪉
̿ୖဴḟ㑻ࡢ୰Ụ⸨ᶞ⌮ゎࢆ୰ᚰ
㔝ᮧⱥⓏ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㝧᫂Ꮫࠊ㟼ᆘࠊୖဴḟ㑻ࠊ୰Ụ⸨ᶞ

ၥ㢟ࡢᡤᅾ
ᒣ┿⏨ࡣ᪥ᮏ൲ᩍࡢⓑ┱ࡋ࡚ᚂᚙᏛࢆᣲࡆࠊỤᡞ௦࠾࠸࡚ࠕᮒᏊᏛⓗᛮᝳࠖࡀఀ⸨ோᩪ
㸦1627ࠥ1705㸧ࡸⲶ⏕ᚂᚙ㸦1666ࠥ1728㸧࡞ࡼࡗ࡚ゎయࡉࢀ࡚࠸ࡁࠊࡑࡢヨࡳࡀ᪥ᮏࡢ㏆௦
⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆㄽࡌࡓ 1ࠋࡇࡢᮒᏊᏛࡽᚂᚙᏛ࠸࠺ᒣྐほࡣࠊ᪥ᮏᛮྐࡢࡳ࡞ࡽࡎ
୰ᅜᏛ࡛ࡶᗈࡃཷࡅ࠸ࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓᏛㄝ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡋࡋᒣࡀᥥࡁฟࡋࡓࠊಶேⓗ㐨ᚨ㸦⚾㸧ࢆᨻ
ⓗỴᐃ㸦බ㸧ᣑᙇࡍࡿࡇࢆྰᐃࡋࡓᚂᚙീ࠸࠺ࡶࡢࡣࠊᙼࡢ㐀ࡋࡓ͆≀ㄒ͇㐣ࡂ࡞࠸ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᢈุࡶ࠶ࡾ 3ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊᒣࡢ൲ᩍ⌮ゎࡣ
㔜㛫㐪ࡗ࡚࠸࡚ࠊ➨୍Ụᡞ௦࡛ὶࡔࡗࡓ൲ᩍࡣ౫↛ᮒᏊᏛ࡛࠶ࡾ 4ࠊ➨᪥ᮏࡢ㏆௦
㈨ࡋࡓỤᡞ൲Ꮫࡣఱࡼࡾ㝧᫂Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࡽࡔࠋ
୰ᅜᮅ㩭ࢆྵࡵࡓᮾࢪࡢ൲ᩍྐ࠾࠸࡚ࡣࠊᮒᏊᏛࡽ㝧᫂Ꮫࡢ⛣⾜࠸࠺ゝㄝࡀࡴࡋࢁ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊᒣྐほࡣࡑࡢள✀㐣ࡂࡎࠊᐇ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶࠊ᫂ᮇ࠾ࡅࡿ㏆௦㝧᫂Ꮫࡢ㐀
ࡀᒣᛮྐᏛඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᫂ࡢ᭱ึᮇ㝧᫂Ꮫࢆ㢧ᙲࡋࡓᚨᐩ⸽ᓠࠗྜྷ⏣ᯇ㝜࠘㸦Ẹ♫ࠊ
1893 ᖺ㸧
࣭୕Ꮿ㞷ᕊࠗ⋤㝧᫂࠘
㸦ᨻᩍ♫ࠊ1893 ᖺ㸧ࢆཷࡅ࡚ࠊẸ㛫࡛ෆᮧ㚷୕㸦1861ࠥ1930㸧ࡀά㌍
ࡋࠊࡑࢀࢆᢈุࡍࡿࡓࡕ࡛ᐁഃ࡛ࡣୖဴḟ㑻㸦1855ࠥ1944㸧ࡀⓏሙࡋࠊ㏆௦㝧᫂Ꮫࢆᡂࡉࡏ
ࡓ 5ࠋୖࡣࠊ࢝ࣥࢺ࣭Ṋኈ㐨࣭㝧᫂Ꮫࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊᚨᕝయไࢆ⥔ᣢࡍࡿᮒᏊᏛᑐᢠࡋࡓࠊᅾ㔝ࡢ
Ꮫࡋ࡚ࡢ㝧᫂Ꮫࡀ᫂⥔᪂ࢆᑟ࠸ࡓ࠸࠺ゝㄝࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋᅜయㆤᣢࡢᛮࡋ࡚㝧᫂Ꮫࢆᵓ
⠏ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾỤᡞࡲ࡛ࡢ㝧᫂Ꮫࡢ㏆௦ࢆヨࡳࡓ࠸࠼ࡼ࠺ 6ࠋ
ᮏ✏ࡣࡇ࠺ࡋࡓ͆㏆௦ᩍ͇࡞ࡽࡠ͆㏆௦൲ᩍ͇ࡋ࡚ࡢ㝧᫂Ꮫࢆ⪃ࡍࡿヨࡳ㐃࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ≉͆ಟ㣴͇7ࡢᐇ㊶࠾࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡣࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࠊ㌟యᢏἲࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ࠸࠺どⅬ
ࡽࠊୖဴḟ㑻ࡀ൲ᩍࢆ㏆௦ࡋࡼ࠺ࡋࡓࡁࠊỤᡞ൲Ꮫࡽఱࢆᮇᚅࡋఱࢆ㝖ࡋࡓࡢࢆ
⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࡞࠾ᮏᩥ୰ࡢᘬ⏝࡛ࡣ㐺ᐅᖖ⏝₎Ꮠᨵࡵࡓࠋ

1
2
3
4
5
6
7

ᒣ 1952ࠋ
ྜྷᕝ 1975ࠊΏ㎶ 2010ࠋ
ᏊᏳ 1990ࠋ
ᅵ⏣ 2014ࠋ
Ⲷ⏕ 2008ࠋ
ᑠᓥ 2006ࠋ
ࠕಟ㣴ࠖᴫᛕୖဴḟ㑻ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊᰩ⏣ 2015 ࢆཧ↷ࠋ
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㸯㸬ୖဴḟ㑻ࡢ㝧᫂Ꮫホ౯
 ᫂ᮇࡢ㝧᫂ᏛࡣࠊḢ⡿ᅪࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡸࢫࣆࣜࢳࣗࣜࢬ࣒ࡢࣜࢭࣉࢱ࣮ࡢᙺࢆᯝࡓࡋࠊ⚙
ඹ↹㟷ᖺࡢࡓࡵࡢ͆ಟ㣴͇ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࠊከࡃࡢၨⵚ᭩ࡀ᭩ࢀࡓ 8ࠋୖࡀ
㝧᫂Ꮫᮇᚅࡋࡓᙺࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ௦࡛᭰࠶ࡿࠋୖࡣすὒࡢ㏆௦♫ࡀࠊすὒဴᏛࢆ⌮ㄽࡋࡘ
ࡘࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀᐇ㊶ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ⪃࠼ࠊすὒဴᏛࢆ⌮ㄽᤣ࠼ࡓࡲࡲࠊᐇ㊶ࢆᨭ࠼ࡿᙺࢆ㝧᫂
Ꮫồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ 9ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓୖࡼࡿ㝧᫂Ꮫࡢ㏆௦ࡢヨࡳࢆ᭱ึࡲࡵࡓࡶࡢࡀࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘㸦ᒣ
ᡣࠊ1900 ᖺ㸧࡛࠶ࡿ

10ࠋࡶࡼࡾୖࡣ൲ᩍࢆ㠃ⓗホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ᐀ᩍࡢᑗ᮶

㛵ࡍࡿពぢࠖ
㸦ဴᏛ㞧ㄅ 14 ᕳ 154 ྕࠊ1899 ᖺ㸧࠾࠸࡚ࠊ൲ᩍ࣭ᩍ࣭⚄㐨࣭࢟ࣜࢫࢺᩍ࠸ࡗࡓ
᪤Ꮡࡢㅖ᐀ᩍࡢၥ㢟Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡃ࡞࡛ࠊ൲ᩍࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ㈇ࡅࡓࠕᙅᅜࡢᩍࠖ࠸࠺ḞⅬ
ࡀ࠶ࡿᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ ᪥ᮏࡀḢ⡿ఃࡋ࡚࠸ࡇ࠺ࡍࡿୖ࡛ࠊࡍ࡛Ḣ⡿㈇ࡅ࡚࠸ࡿ
ᅜࡢᩍ࠼ࡀᙺ❧ࡘࡣゝ࠼࡞࠸࠸࠺ࢃࡅࡔࠋ
 ࡋࡋࠊ୰ᅜ࡛⏕ࡲࢀࡓ㝧᫂Ꮫࡣࠊ᪥ᮏࡶࡓࡽࡉࢀ࡚ࡁࡃኚࡋࡓୖࡣᙇࡍࡿࠋࠕ୍ࡓ
ࡧ᪥ᮏධࡾ࡚ࡼࡾᛛࡕ᪥ᮏࡋࠊ⮬ࡽ᪥ᮏⓗࡢᛶ㉁ࢆᖏࡪࡿ⮳ࢀࡾࠊⱝࡋ㢧ⴭ࡞ࡿᐇࢆᣲࡄ
ࢀࡤࠊ⚄㐨ྜ୍ࡍࡿࡢഴྥ࠶ࡾࠊᣑࡋ࡚அࢀࢆゝࡤࠊᅜᐙⓗ⢭⚄ࢆᮏࡍࡿࡢ㊅ໃ࠶ࡾࠖ 11
ୖࡣ⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⚄㐨⩦ྜࡍࡿࡇ࡛ࠊᅜᐙⓗ⢭⚄ࢆᇶ♏ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡽࡇࡑࠊ᪥
ᮏࡢ㝧᫂Ꮫࡣࠕ⌧ࡅࡿ♫ⓗ᰿ࢆ་ࡍࡿࡢ㈨ࠖ࡞ࡾᚓࡓࠋࡔࡽࠊࠕⱝࡋᡃ㑥ࡅࡿᅜ
Ẹⓗ㐨ᚨᚰࡢ࠸ࢇࢆ▱ࡽࢇḧࡏࡤࠊᅜẸࡢᚰᛶࢆ㙎㗪㝡෬ࡋ᮶ࡓࢀࡿᚫᩍࡢ⢭⚄ࢆ㡿ᝅࡍࡿࢆ
せࡍࠊ༶ࡕṈ᭩ླྀ㏙ࡍࡿᡤࡢ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴࡢဴᏛࡢዴࡁࠊ㇍Ṉ㈨ࡍࡿᡤ࡞ࡋࡏࢇࡸࠖ12ࡋ࡚ࠊ
ᅜẸࡢ㐨ᚨᚰࢆ㝡෬ࡍࡿࡓࡵࡢཧ⪃᭩ࡓࡿᙺࢆồࡵ࡚ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘ࢆᇳ➹ࡋࡓ࠸࠺ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ୖࡢᇶᮏⓗ࡞❧ሙࡣࠊすὒဴᏛ㝧᫂Ꮫࡢྜ୍ࢆᅗࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ꮫ⌮ࡢ◊✲ࢆせࡍࡿྠᚰᚫࡢ㘐☻ࢆせࡏࡎࢇࡤ࠶ࡽࡎࠊ↛ࡿᚰᚫࡢ㘐☻࠸ࡩ㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ⋤Ꮫࡶ㇍ᚋ⏕⿻⿵࡞ࡋࡏࢇࡸࠊ͐͐すὒࡢ⌮ࡣᚰᚫࡢ㘐☻ࢆࡍࡿࡶࡢ࠶
ࡽࡎࡋ࡚ࠊ▱ⓗ᥈ồࢆࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊゝࡍࢀࡤࠊ▱ⓗ᥈ồࡼࡾ࡚㐨ᚨ⩏ࢆ☜ᐃࡋࠊ⪋
ࡋ࡚ᚋᐇ⾜ࡏࢇࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊṈ୧⪅ࡣྜ୍ࡍࡃࠊ೫ᘄࡍࡁ࠶ࡽࡊࡿ࡞ࡾࠊⱝࡋṈ୧⪅

㕥ᮌ 2007ࠋ
⎩㇂ 2011ࠋ
10 ࡑࡢᚋฟ∧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏᮒᏊᏛὴஅဴᏛ࠘
ࠗ᪥ᮏྂᏛὴஅဴᏛ࠘ྜࢃࡏ࡚ࠊỤᡞ൲Ꮫ୕㒊సࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ₎Ꮫ
୕㒊సࡤࢀࠊࡇࡢ୕స࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓỤᡞ൲Ꮫࢆ㝧᫂Ꮫὴ࣭ᮒᏊᏛὴ࣭ྂᏛὴศ㢮ࡍࡿᯟ⤌ࡳࡣࠊᇶᮏⓗ
⌧ᅾࡲ࡛⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᓥ 1997ࠊ⏫⏣ 1998ࠊࣀཱྀ 2009 ࢆཧ↷ࠋ
11 ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘
ࠊpp.625-626ࠋ
12 ྠୖࠊpp.2-3ࠋ
8
9
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ࢆྜ୍ࡏࡤࠊᮾすὒ㐨ᚨࡢ㛗ฎࢆᡴࡕ୍࡚ሢ࡞ࡋࠊྂᮍ᭯᭷ࡢ೧࡞ࡿ㐨ᚨࢆᐇ⌧ࡍࡿࢆᚓ
ࡁ࡞ࡾࠊ 13

 ࡘࡲࡾᏛ⌮ࡢ◊✲࠸࠺⌮ㄽ㠃ࡣすὒဴᏛ㸦⌮Ꮫ㸧ࡀࠊᚰᚫࡢ㘐☻࠸࠺ᐇ㊶㠃ࡣ㝧᫂Ꮫ㸦⋤Ꮫ㸧
ࡀᢸ࠺ࠊࡑࢀࡀୖࡢ⌮ࡔࡗࡓࠋ
 ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊྂᏛὴࠊࡘࡲࡾఀ⸨ோᩪࡸⲶ⏕ᚂᚙᑐࡍࡿୖࡢホ౯ࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ୖࡣᙼࡽࡢάືࢆࠊࠕྂᏛࡣᩥᏛ⯆㸦༶ࡕࣝࢿࢵࢧࣥࢫ㸧ࡢ⤖ᯝࡋ࡚㉳ࡇࢀࡿ◊✲࡚ࠊ␌❵
┤䑘ࢆᏍᏊ᥋ࡏࢇࡍࡿྥୖⓗ㐍ಟእ࡞ࡽࡎࠖ14ࡋ୍࡚ᐃࡢホ౯ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡑࡇ
ࡣ௦ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡾࠊࠕோᩪ࠸ࡣࡎࠊᚂᚙ࠸ࡣࡎࠊྂᏛὴࡢேࡢ║୰࠶ࡾ࡚ࡣࠊே᱁ࡋ࡚
ᏍᏊࡼࡾ೧࡞ࡿࡣ࡞ࡋࠊࢆ௨࡚ᆒࡋࡃྂࢆᮇࡏࡋ࡞ࡾࠊ↛ࢀࡶ᪥࠶ࡾ࡚அࢆᛮࡤࠊ೧
࡞ࡿே᱁ࡣࠊ⊂ࡾᏍᏊ㝈ࡽࡎࠊཪ㔚㏑࠶ࡾࠊᇶ╩࠶ࡾࠊࢯࢡࣛࢸࢫẶ࠶ࡾࠊ࢝ࣥࢺࢲ࣮࢘
ࣥ➼ࡢㅖẶ࠶ࡾࠖ 15ࡋ࡚ࠊᏍᏊࡢࡳᣊࡿែᗘࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᛮⓗ࡞ホ౯ࡣ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋோᩪࢆࠕಶேࡢᚨᛶࡢࡳࢆᑦࡪ㐨ᚨ⩏ࠖࠊᚂᚙࢆࠕⓗຌ
⩏ࠖ⨨࡙ࡅࠊ୧⪅ࢆ㌴ࡢ୧㍯ࡋࡓୖ࡛ࠊ≉ᚂᚙࡣ᪥ᮏࡢ࣍ࢵࣈࢬ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࡑࡢඛ㐍ᛶ
ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᙼࡽࡢ⌧ᐇࡢᐇ㊶ࢆࡳࡓࡁࡣࠊࠕಶே⚾ᚨࡢಟ㣴ࢆ㔜ࢇࡐࡎࡋ࡚ࠊ
ከᩘࡢᏊᘵࢆࡋ࡚ࠊᨺ⦪ᭀ៏ཱྀᐇࢆᚓࡏࡋࡵࡋࡀዴࡁࠊᙼࢀ฿ᗏྡᩍୖࡢ㈐ࢆ㈇ࡣࡊࡿࢆᚓࡊࡿ
࡞ࡾࠊṈࡢዴࡃ࡞ࢀࡤࠊᑀࢁ⪷ேࢆ⌮ࡋࠊಶே⚾ᚨࡢಟ㣴ࢆ㔜ࢇࡎࡿࡢ✜࡞ࡿⱝࡊࡿ࡞
ࡾࠖ 16ࠊோᩪ࣭ᚂᚙࡀྰᐃࡋࡓᮒᏊᏛࡸ㝧᫂Ꮫⓗ࡞͆ಟ㣴͇ࡢ᪉ࡀ♫ࡗ࡚ࡣ᭷┈࡛࠶ࡿ⤖
ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬୰Ụ⸨ᶞࡳࡿ᪥ᮏ㝧᫂Ꮫࡢၥ㢟Ⅼ
 ࡉ࡚ࠊ
ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘࠾࠸࡚ୖࡣࠊே≀㝡෬㛵ࡋ࡚Ụᡞ௦ࡢࠕᐇ⦼ࠖࢆࡳࡿ㝧᫂
ᏛࡀᮒᏊᏛࡼࡾࡶከࡃࡢேᮦࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰Ụ⸨ᶞࠊ⇃ἑⶽᒣ㸦1619ࠥ
1961㸧
ࠊሷ୰㰻㸦1793ࠥ1837㸧
ࠊす㒓༡Ὢ㸦1828ࠥ1877㸧ࡓࡕỤᡞึᮇࡽ᫂ึࡵࡲ࡛ࡢ㝧᫂Ꮫ
ࡢඛேᏛࢇ࡛ᚿࢆ❧࡚ࡿࡇࡀྠ᭩ࡢ┠ⓗࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࡛ࡶ୰Ụ࣭⇃ἑᖌᘵࡘ࠸࡚⚄㐨
ࡢྜ୍ࡢഴྥࢆㄆࡵࠊ᪥ᮏ㝧᫂Ꮫࡢ♽ࡓࡿᡤ௨ࡋࠊ୰Ụ⸨ᶞࡣࡶࡗࡶከࡃࡢ⣬ᖜࢆ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡇࡇ࡛ࡣ≉୰Ụ⸨ᶞ㛵ࡍࡿୖࡢ㆟ㄽࢆཧ↷ࡋࠊୖࡢ㝧᫂Ꮫ⌮ゎࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࡑࡶࡑࡶ୰Ụ⸨ᶞࡀࡾࢃࡅ㔜どࡉࢀࡓࡢࡣࠊෆᮧ㚷୕ࡀࠗ௦⾲ⓗ᪥ᮏே࠘㸦ཎ㢟㸸Japan and
the JapaneseࠊẸ♫ࠊ1984 ᖺ㸧࡛୰Ụࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᛮࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢぶᛶࢆㄽࡌࡓࡇ

13
14
15
16

ྠୖࠊpp.630-631ࠋ
ࠗ᪥ᮏྂᏛὴஅဴᏛ࠘
ࠊᐩᒣᡣࠊ1902 ᖺ㸦1936 ゞṇ∧㸧
ࠊp.705ࠋ
ྠୖࠊp.708ࠋ
ྠୖࠊp.642ࠋ
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ࡢᑐᢠព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᣦࡀ࠶ࡿ

17ࠋࡶࡕࢁࢇࡑࡶࡑࡶࡢ๓ᥦࡋ࡚ࠊ୰Ụ⸨ᶞ

ࡣࠊ⸨ᠯᩪࠗᮏᮅᏕᏊఏ࠘
㸦1684 ᖺ)ࡸకⵯ㋣ࠗ㏆ୡ␞ேఏ࠘
㸦1790 ᖺ㸧࡛ࠊỤᡞ௦ࡽࡑࡢே≀
ࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᛮࡘ࠸࡚ࠗ㏆ୡ␞ேఏ࡛࠘ࡣḟࡢࡼ࠺⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ཪ㏆ᖺᑓࣤᏕ⤒ࢆㅮ᫂ࡋࠊࡘࡡឡᩗࡢᏐࢆᥖฟࡋࠊᚰయࢆయᚸࡏࡋࡴࠋ ᭣ࠊᚰࡢᮏయཎᮏ
ឡᩗⓗࠊ⊰Ỉࡢ‵ᚑࡦࠊⅆࡢ⇱ࡿࡀࡈࡋࠋྈ࿃ே✀ࠎࡢ⩦ᚰ⩦Ẽจࡏࡽࢀ࡚ࠊᚰయ
ࡢ᫂ⶸࡿࠋ↛ࢀࡶぶࢆឡࡋࠊࢆᩗࡍࡿࡢᚰࠊୟ㉥Ꮚࢆぢ࡚ឿឡࡍࡿᚰࡣᮍ⁛ࠊ᭷࡚Ⓨぢࡍࠋ
Ṉᚰࢆㄆࡵ࡚Ꮡ㣴ࡋ࡚ኻࡊࡿࡁࡣࠊ๎⪷ேࡢࡇࢁ࡞ࡾࠋ

 ே㛫ࡀᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿぶᘵࡸ㉥ᏊࢆឡࡍࡿࠕᏕࠖࡢᚰࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺⫱ࡴࡇࡀ⪷ே⮳ࡿ㐨
࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࠊᙼ⮬㌟⪁࠸ࡓẕࡢ㠃ಽࢆぢࡿࡓࡵ⬺⸬ࡲ࡛ࡋ࡚࠸ࡿࠕᏕࠖࡢே࡛࠶ࡗࡓࠋ⸨ᶞࡢ⾜
ືཎ⌮ࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕᛅࠖࡼࡾࡶࠕᏕࠖࢆඃඛࡋࡓ൲ᩍ⌮ࡢᆺ࠸࠼ࡿࠋ
ࠕᛅࠖࠕᏕࠖࡢࡕࡽࢆ
ୖ⨨ࡃ࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊ୰ᅜ᪥ᮏࠊ൲ᩍ᪂൲ᩍࡢ㛫࡛ࡶᑐẚࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿ㔜せ࡞㆟ㄽ࡛
ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᥐࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣୖࡢ❧ሙࢆ☜ㄆࡍࡿࡵ࡚࠾ࡇ࠺ࠋୖࡣࠊḟࡢࡼ࠺ࠕᏕࠖ
ࠕᛅࠖࡢ㛵ಀࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋ

Ꮥࡣ♽ඛᏊᏞࢆ㐃⤖ࡍࡿᡤ௨ࡋ࡚⾑᪘ࡢ㐠ዴఱࡣᏕࡢᙉᙅዴఱࡼࡿࠊ↛ࡿ᪥ᮏẸ᪘
ࡣྠ୍ࡢྂఏㄝࡼࡾ㐭㐲࡞ࡿ⣔⤫ࢆᘬࡁࠊᘓᅜ௨᮶ࡢẸ᪘ࡢⅭࡵᨐࡏࡽࢀࡋࡇ࡞ࡃࠊ
ྠ୍ࡢゝㄒࠊ㢼ࠊ⩦័ࠊṔྐ➼ࢆ᭷ࡏࡿࡀᨾࠊ୍⾑᪘ࡢᙧࢆᡂࡋࠊᅜᐙࡣᏕࡢᐙ᪘ไࢆᡂ
ࡏࡾࠊ͐͐Ṉࢀ⏤ࡾ࡚அࢀࢆほࢀࡤࠊ⸨ᶞࡢᏕࢆ㔜ࢇࡎࡿࠊᨾ࡞ࡁ࠶ࡽࡊࡿ࡞ࡾࠊᛅࡣᏕࢆ
ᣑࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠊṦ᪥ᮏ࠶ࡾ࡚ࡣᏕࢆゝࡤࠊᛅࡣ⮬ࡽ୰࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᅜᐙࡣ୍ࡢ
ᐙ᪘ไࢆᡂࡏࡿࡀᨾࠊᐙ࠶ࡾ࡚∗ᑐࡍࡿࡀዴࡃࠊᅜ࠶ࡾ࡚ࡣྩᑐࡍࡿ࡞ࡾࠊ 18

 ᑡ࡞ࡃࡶୖࡗ࡚᪥ᮏࡣ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀᨾ⾑᪘ᑐࡍࡿࠕᏕࠖࡣࡑࡢ
ࡲࡲᅜᐙᑐࡍࡿࠕᛅࠖୖ᭩ࡁࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜࡢホ౯ࡶྠᵝ࡛ࠊ
ࠗᑡᖺᅬ࠘19ࡸࠗᗂᖺ㞧
ㄅ࠘20࠸ࡗࡓඣ❺㞧ㄅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಟ㌟ࡢᩍ⛉᭩

21࠾࠸࡚ࠊ୰Ụ⸨ᶞࡣぢ⩦࠺ࡁᡭᮏࡋ࡚᥇⏝

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶࠊ
ࠕᛅᏕ୍ᮏࠖ࠸࠺⌮ゎ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢᛅᏕࡢ㔜ど࠸࠺Ⅼ࠾࠸࡚ࠊୖࡣ୰Ụ⸨ᶞ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀỴᐃⓗ␗࡞ࡿࡇࢆᣦࡍࡿࠋ
⸨ᶞࡣࠊ
ࠕྩ⮧∗Ꮚ➼ࡢ㛵ಀࢆṇ☜ࡏࢇḧࡍࠖࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕᐇ㊶⌮ࡢ᰿ᰌࢆ☜ᐃࡍࡿⅭࡵ
ࡢࡳࠊฟୡ㛫ⓗࡢゎ⬺ࢆᕼồࡍࡿࠖ❧ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚࢟ࣜࢫࢺᩍࡣࠊࠕேࡢ㛵ಀ௨እ

17
18
19
20
21

ᓥ 1997ࠋ
ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘ࠊp.156ࠋ
8㸦87㸧ྕࠊ1892 ᖺࠋ
2㸦12㸧ྕࠊ1892 ᖺࠋ
ࠗ㧗➼ᑠᏛಟ㌟⤒࠘
㸦⏕ᚐ⏝ 2ࠊ1899 ᖺ㸧
ࠊࠗᑜᖖᑠᏛ༢⣭ಟ㌟カ࠘㸦எ⠍ࠊ1900 ᖺ㸧࡞ࠋ
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ኳᅜࢆᘓタࡋࠊྩ⮧∗Ꮚ➼ࡢ㛵ಀࢆዴࡋࠊ⊂ࡾே㢮ࡢኳ∗ᑐࡍࡿ㛵ಀࡢࡳࢆᑛ㔜ࠖࡍࡿࠋྩ⮧
࠸࠺ᛅࠊ∗Ꮚ࠸࠺Ꮥࡢ⌮ࡢ᭷↓ࡣࠊ᪥ᮏ࠸࠺ᅜᐙࢆ⥔ᣢⓎᒎࡉࡏࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡞ၥ㢟ࡔ
ୖࡣ⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡋᐇࡢࡇࢁࠊ⸨ᶞࡢ⪃࠼࡚࠸ࡓࠕᏕࠖᴫᛕࡢᣢࡘᑕ⛬ࡣࠊ༢࡞ࡿぶᏊ㛵ಀࠊ⾑᪘␃ࡲࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢぶᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋୖ⮬㌟ࠊ⸨ᶞࡀࠗᏕ⤒ᚰ
ἲ࠘࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᏕࡣኳᆅᮍ⏬ࡢ๓ᅾࡿኴࡢ⚄㐨࡞ࡾࠋኳᆅே≀ⓙᏕࡼࡾ⏕ࡐࡾࠋ
ࠖ 22㏙࡚
࠸ࡿࡇὀ┠ࡍࡿࠋࡇࡢᏱᐂࡢㄌ⏕㝿ࡋ࡚ࠊ᭷ࡢ๓↓ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡿ⚄ヰࡣ୰ᅜࡶྂࡃ
ぢࡽࢀࡿࠋࠗ⪁Ꮚ࠘ࡣࡑࡢ⚄ヰࢆᛮⓗᒎ㛤ࡋࡓ௦⾲ⓗ࡞᭩≀࠸࠼ࡿࠋ₎௦ࡣ൲ᩍࡀࡇ࠺ࡋࡓ
ඛ⾜ࡍࡿㅖㄝࢆ᥇ࡾධࢀࠊኳேྜ୍ࡢᛮࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡉࡽ᪂൲ᩍ࡛ࡣࡑࡢ↓ࡢ≧ែࢆࠕኴ
ࠖࢇࡔࠋࡇࡢୡ⏺ࡀࡢࡼ࠺࠶ࡿࡢࡣࠊᏱᐂࡢୡࡽ⌧௦ࡢ♫⮳ࡿࡲ࡛ࠊ᭱ึࡣኴ
ࡽࠊ᭱ᚋࡣࡇࡢᆅୖࡢே㛫ࢆྵࡵࡓ࠶ࡽࡺࡿ⏕ࡲ࡛ࠊ࠶ࡿᏑᅾࡽูࡢᏑᅾࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋே㛫♫࠾ࡅࡿࠕᏕࠖࡣࡑ࠺ࡋࡓᏱᐂࡢႠࡳࡢࢇࡢ୍㒊ศ㐣ࡂ࡞࠸ゝ
࠼ࡿࡋࠊ㏫ࠊࠕᏕࠖ࠸࠺ே㛫ྠኈࡢ⾑⦕㛵ಀࡣࡇࡢᏱᐂࡢ᳃⨶㇟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿゝ࠺ࡇ
ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠕᏕࠖ࠸࠺ே㛫♫ࡢ⌮ࡢ᰿ᣐࢆኴồࡵࠊ⮬↛ࡢᦤ⌮᰿ᮏⓗ␗࡞ࡿࡇ
ࡀ࡞࠸࠸࠺ᛮࢆ⸨ᶞࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚㝧᫂Ꮫ࡛⪷ேࡢᚰࡉࢀࡿࠊே㛫ࡀၿࡣఱࢆ▱ࡾࡑࢀࢆᐇ㊶ྍ⬟ࡍࡿࠕⰋ▱ࠖ࡞ࡿࡶ
ࡢࡶࠊ୍ಶேࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋୖࡣ⸨ᶞࡢࠗᏛゎ࠘ࡽࠕ᫂ᚨࡣ᪉ᑍഛࡣࡿ㞪ࡶࠊኴᐾᗷ
୍㈏ࡋ࡚ࠊኳᆅ≀ࢆໟᣓࡋࠊእ࡞ࡃᑛᑐ࡞ࡋࠖ 23㏙࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⸨ᶞࠊⰋ▱
㸦᫂ᚨ㸧ࡀಶேࡢᚰ୰࠶ࡾ࡞ࡀࡽኳᆅࡢእ࠶ࡿኴ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡍࡿᛮࡀ࠶ࡿࡇࢆㄆࡵ
࡚࠸ࡿࠋ
 ே㛫ࡣࡑࡢㄌ⏕ࡢ㐣⛬ࡽࡋ࡚Ᏹᐂࢆ⏕ࡳฟࡋࡓኴ㐃⥆ࡋࠊኴࡑࡢࡶࡢࡀே㛫ࡢᚰഛࢃࡗ
࡚࠸ࡿࡽࡇࡑࠊࡍࡄࢀ࡚ၿ࡞ࡿ⾜࠸ࡀ࡛ࡁࡿ࠸ࡗࡓே㛫ീࡣࠊᮒᏊᏛࡸ㝧᫂Ꮫ࠸ࡗࡓ᪂൲ᩍ
ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳࡋ࡚ࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⸨ᶞ≉ู࡞ᛮ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔୖࡣࡇ
ࡢ⸨ᶞࡢ᥇ࡗࡓ❧ሙᑐࡋ࡚ࠊࠕ⸨ᶞࡣᗄከࡢ㏞ಙ࠶ࡾ࡚ࠊṤ᐀ᩍᐙࡢዴࡋࠖㄽホࡋ࡚࠸ࡿࠋఱ
ᨾ࡞ࡽࠊୡ⏺ࡢᮏయࡋ࡚ࡢ୍ಶࡢࠕୡ⏺ⓗⰋ▱ࠖࡀ࠸ࡋ࡚ྛಶேࡀ᭷ࡍࡿᩘከࡃࡢࠕಶయⓗⰋ
▱ࠖࡋ࡚ศ᭷ࡉࢀࡿࠊࡲࡓ㏫ྠ୍ࡋ࠺ࡿࡢ࠸࠺୧⪅ࡢ┦㛵ಀࡘ࠸࡚ࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⸨ᶞࡣ㐨ᚨୖࡢᅉᯝ㛵ಀ⮬↛⏺ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿᢈุࡋࡓࡢࡔ

24ࠋࡼ

࠺ࡍࡿ⸨ᶞࡢⰋ▱ㄝ࠾࠸࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᛮぶᛶࡢ࠶ࡿ㒊ศࡣࠊୖࡗ࡚ࡣᚲせࡢ࡞
࠸᐀ᩍⓗ࡞せ⣲࡛ࠊ㝖ࡍࡁᑐ㇟ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

22
23
24

ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘ࠊp.66ࠋ
ྠୖࠊp.72ࠋ
ྠୖࠊpp.157-158ࠋ
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㸱㸬ୖဴḟ㑻ࡼࡿ㌟యᢏἲࡢ㝖
 ࡋࡋࠊୖဴḟ㑻ࡀ㝖ࡋࡼ࠺ࡋࡓ୰Ụ⸨ᶞࡳࡽࢀࡿኳேྜ୍ࡢᛮࡣࠊ⸨ᶞ⮬㌟ࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡇࡑୖ⮬㌟ࡀ౯್ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓ㝧᫂Ꮫࡋ࡚ࡢᐇ㊶ᛶࢆᢸಖࡍࡿ㔜せ࡞⌮ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸
࠺ࡢࡶ୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࡇࡑࡀࠊ⸨ᶞࡀⰋ▱ࢆⓎࡍࡿࡓࡵࡢಟ㣴ἲࡋ࡚㔜どࡋࡓ㟼ᆘࢆ⌮ㄽ࡙ࡅࡿࡶ
ࡢࡔࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᆘࡣࠊ᪂൲ᩍ࡛⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࢀ㔜どࡉࢀࡓᢏἲ࡛ࠊᇶᮏⓗࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾ
㟼ᆘࡿࡇࢆពࡍࡿࠋ൲ᩍ㢧ᙲࡢ❧ሙࡽࡣྰᐃࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ➃ⓗ࠸࠼ࡤࠊᩍࡢ
ᆘ⚙ࢆཧ⪃ࡋࡓ▂ἲ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣ⸨ᶞ࣭ⶽᒣࡢᖌᘵࡣࡶ㟼ᆘࡢᐇ㊶ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ
 ୖࡢࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࡛࠘ࡣࠊ㟼ᆘࡢᐇᡓࡣࠊࢇ↓どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ

25ࠋ

26ࠊ࠼ࡤ⸨ᶞࡢ

᭩⡆ࡣḟࡢࡼ࠺࡞Ⰻ▱ࡢ⋓ᚓ㟼ᆘࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀ࠶ࡿࠋ

㟼ᆘࡣ͐͐ᐢ↛ືࡢᮏయࢆᏑ㣴ࡍࡿᕤኵ࡚ᚚᗙೃࠋ͐͐⪷ே࡞ࡿࡢ┿ᚿࢆ❧ᐃ࡚ࠊ⊂ᆘ↓
ࡢᚰឆࠎᛌάࡋ࡚ពᛕ㞧៖அ࡞ࡁᵝᕤኵೃࢆ⮬ៅ⊂⏦ೃࠋ༶㟼ᆘࡢᚰἲ࡚
ೃࠋ͐͐᭷↓ඹ⬟ࠎᚚయㄆೃ࡚ᚚᚿࢆᚚ❧ᡂࡉࡿࡁೃࠋ͐͐⌧ᅾࡢᚰḧືࡎࠊ≀
ࡽࡊࡿࠊ

ឿឡࠊᜤᩗឆࠎᗏࡢࠊⰋ▱ࡢᐇయ࡚ೃࠋ 27

 ࡘࡲࡾࠊάືࡋ࡚࠸ࡿࡁࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࡁࡶᖖឤࡌྲྀࡿࡇ࡛ࠊᡃḧᕥྑࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠕⰋ
▱ࡢᐇయࠖࡣࠊ㟼ᆘࢆࡍࡿࡇ࡛㣴࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕᐢ↛ືࡢᮏయࠖࡔ࠸࠺ࡢࡔࠋ
ࠕᐢ↛ືࠖ
࠸࠺ዴఱࡶᩍⓗࡔࡀࠊࡑࡢពࡣఱࡶືࡃࡶࡢࡀ࡞࠸͆↓͇ࡢ≧ែࢆ࠸࠺ࡢࡔࡽࠊ
ࠕኴࠖ
ࢆゝ࠸࠼ࡓࡶࡢࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᐇ㝿ࠊ
ࠕᐾᗷࡣࠊ࿃ேࡢᮏయ࡞ࡾࠖ28⸨ᶞࡣㄝ࠸
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚⸨ᶞࡗ࡚ࠊኴࡣᢳ㇟ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓኴಶேࡢⰋ▱ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡢࡶ⌮ᛕࡋ࡚ㄝ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⸨ᶞࡣᏗᏊࡢㄝ࠸ࡓᾈ↛ࡢẼࡀᐇయⓗಶேኴࢆ᥋⥆
ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ

ࡋᾈ↛ࡢ┿Ẽࠊᅾࡾ࡚ࡣ๎ࡕኳ㐨㓄ࡋࠊே㌟ᅾࡾ࡚ࡣ๎ࡕோ⩏㓄ࡍࠋᮏ྾ࡢ
Ẽᶵࡌ࡚⪋ࡋ࡚ฟධྜྠࡋ㛫↓ࡁ⪅࡞ࡾࠋ↛ࢀࡶேḧ⇚ࡋ࡚⪋ࡋ࡚ኳ⌮⁛ࡪࢀࡤࠊ๎ࡕ
⩏Ẽඹஸࡁࡀዴࡋࠋᨾࡢ㐨Ẽ㝸⤯ࡋ࡚ࠊ⪋ࡋ࡚┦㏻ࡎࡿ⬟ࡣࡎࠋ⪋ࡋ࡚ᰤ⾫㤧ஈ
ࡋ࡚❧ࡘࡇ⬟ࡣࡎࠋ͐͐ᜣ⃪↓࡞ࢀࡤࠊ๎ࡕ⩏Ẽ┦㏻⼥ྜྠࡋ࡚ࠊ⪋ࡋ࡚ኳᆅࡢ㛫ሰ
ࡀࡿࠋᨾᰤ⾫⢭⚄᭷ࡾ࡚⪋ࡋ࡚ᚰືࡎࠋ 29

୰ᔱ 2012ࠋ
࠼ࡤబ⸨୍ᩪࡢ❶࡛ࠊゝᚿᅄ㘓ࡢ㟼ᆘ㛵ࡍࡿ❶ࢆᢤࡁ᭩࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ≉ㄽࡌ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
27 ࠗ⸨ᶞඛ⏕㞟࠘ᕳ༑ࠕ⟅⏣୰Ặࠖࠋ
28 ࠗ⸨ᶞඛ⏕࠘㞟ᕳ୍ࠗ⤒ゎ࠘ⅭᕫⅭேࠋ
29 ࠗ⸨ᶞඛ⏕㞟࠘ᕳ୍ࠗ⤒ゎ࠘බᏞଢ଼ၥ᭣ࠋఱㅝᾈ↛அẼ᭣㞴ゝஓࠋⅭẼஓࠋ⮳⮳๛ࠋ௨┤㣴⪋↓ᐖࠋ๎
ሰனኳᆅஅ㛫ࠋⅭẼஓࠋ㓄⩏⯅㐨ࠋ↓㣸ࠋ
25
26
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 ⸨ᶞࡣࠊ୰ᅜ་Ꮫࡢ࡛ྂ࠶ࡿࠗ㯤ᖇෆ⤒⣲ၥ࠘
ࠗ㯤ᖇෆ⤒㟋ᯡ࠘ࡶ࡙࠸࡚ࠊ྾ࡍࡿࡇ࡛ኴ
ே㛫ࡢ㛫࡛ᾈ↛ࡢẼࡀὶ㏻ࡋࠊࡑࡢẼࡢேయ᭷ࡿ↓ࡋࡀྩᏊᑠேࢆศࡅࡿ⪃࠼ࡓࠋே㛫ࡀ
ḧᮃⶸࢃࢀ࡚࠸ࡿᾈ↛ࡢẼࡀ㏵⤯࠼ࠊኴࡢ᥋⥆ࡀ⤯ࡓࢀࡿࡓࡵࠊ㌟యࡀᙅࡗ࡚❧࡚࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡋࡋࠕᜣ⃪↓ࠖࠊᚰࡽḧᮃࢆྲྀࡾ㝖࠸࡚㟼࡞≧ែࡍࢀࡤࠊኴࡢ᥋⥆ࡀᅇࡉࢀࠊ㌟య
ࡢㄪᏊࡀࡼࡃ࡞ࡾᚰࡣࡋࡗࡾᏳᐃࡍࡿࠋࡘࡲࡾ୰ᅜ་Ꮫⓗ㌟యほࡼࡾኳேྜ୍ࡢᛮࢆᇶ♏
ࡅࠊࡑࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡶࠕᜣ⃪↓࡞ࢀࡤࠊ┿Ẽࡇࢀᚑࡦࠊ⢭⚄ෆᏲࢀࡤࠊᏳࡃࡼࡾ᮶ࡽࢇࠋ㣧㣗⠇᭷ࡾࠊ
㉳ᒃᖖ᭷ࡾࠋዶࡾసປࡏࡎࠋࢆಟࡵ௨࡚ᛶࢆ㣴ࡩᡤ௨࡞ࡾࠋ
ࠖ30ࡋ࡚ࠊᚰࡽḧᮃࢆ࡞ࡃࡏࡤᾈ
↛ࡢẼࡀ㌟య‶ࡓࡉࢀࠊࡑ࠺࡞ࢀࡤ⢭⚄ࡀᐇࡋ࡚Ẽ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡋࡓࠋ
 ࡼ࠺ࡍࡿ⸨ᶞࡗ࡚㟼ᆘࡣࠊ྾ἲࢆࡶ࡞ࡗࡓ⢭⚄ࡢᏳᐃࡼࡾ⮬ࡽࡢᚰࢆ⪷ேࡢᚰ㏆࡙
ࡅࠊేࡏ࡚Ẽࡢண㜵ࢆࡶྍ⬟ࡍࡿ㔜せ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢁࡀୖࡣ⸨ᶞࡢ㟼ᆘࡢᐇ㊶ࡣ⯆
ࢆ♧ࡉ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⤖ㄽ
 ୖဴḟ㑻ࡣࠊỤᡞ൲Ꮫࡢ୰࡛ࡶ୰Ụ⸨ᶞࢆ᪥ᮏⓗ࡞㝧᫂Ꮫࡢඛ㥑⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆ࠼ࠊ⸨ᶞࡢ
ㄝࡃ⮬ᕫಟ㣴ࡢᐇ㊶ᑐࡋ࡚ࠊ㏆௦ⓗ࡞ࠕ㐨ᚨࠖࢆ⿵ᙉࡍࡿࠕಟ㣴ࠖࡋ࡚ࡢᙺࢆồࡵࡓࠋኳேྜ
୍ࡢᛮࡼࡿᏕᴫᛕࡢᣑᙇࡣࠊኳⓚᅜẸࡢ㛵ಀࢆ㒔ྜࡼࡃㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡽࡔࠋࡋࡋୖࡣ
ྠኳேྜ୍ᛮࡢ㠀᐀ᩍࢆヨࡳࠊ⸨ᶞࡢᛮࢆᨭ࠼ࡿ㌟యᢏἲ㛵ࢃࡿ㟼ᆘ࡞ࡢࠕ⾜ࠖⓗせ
⣲ࢆ㏞ಙࡋ࡚㝖ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ᫂ṇᮇ㟼ᆘࡀᗣἲࡋ࡚ࣜࣂࣂࣝࡋ࡚࠸ࡃ࠺
ࡕࠊࡸࡀ࡚㟼ᆘࡣ༢࡞ࡿᗣἲࢆ㉸࠼ࡓ͆ಟ㣴͇ࡋ࡚ࡢᨻᛶࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡃ

31ࠋࡑࢀࢆỤᡞ

൲Ꮫࡢᮏ᮶ࡢጼࡢᅇᖐࡳࢀࡤࠊᙜࡢ㟼ᆘࡢᐇ㊶ࡣࠊ㏆௦ࡉࢀࡓ㝧᫂Ꮫࡢ୍ࡘࡢኚዌࡔ⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ࣀཱྀဴஓࠕୖဴḟ㑻ࡢỤᡞ൲Ꮫ୕㒊సࡘ࠸࡚ࠖ
ࠊᮾிᏛⱁᏛ⣖せ 60ࠊ2009 ᖺ
⎩㇂┤ᶞࠕୖဴḟ㑻ࡢ൲Ꮫ◊✲ࡢ᳨ウ㸸㝧᫂Ꮫࢆ୰ᚰࠖ
ࠊᩍ⫱ᩥ 20ࠊ2011 ᖺ
Ⲷ⏕ⱱ༤ࠗ㏆௦࣭ࢪ࣭㝧᫂Ꮫ࠘
ࠊࡾࢇ♫ࠊ2008 ᖺ
ᓥࠕୖဴḟ㑻ࡢࠕᮾὒဴᏛྐࠖ◊✲ࠗ᪥ᮏ㝧᫂ᏛὴஅဴᏛ࠘
ࠖ
ࠊ㝧᫂Ꮫ 9ࠊ1997 ᖺ
ᰩ⏣ⱥᙪࠕ᫂୕ࠐᖺ௦࠾ࡅࡿࠕಟ㣴ࠖᴫᛕᑗ᮶ࡢ᐀ᩍࡢᵓࠖ
ࠊ᐀ᩍ◊✲ 384ࠊ2015 ᖺ
ᑠᓥẎࠗ㏆௦᪥ᮏࡢ㝧᫂Ꮫ࠘
ࠊㅮㄯ♫ࠊ2006 ᖺ

30
31

ࠗ⸨ᶞඛ⏕㞟࠘ᕳ୍ࠗ⤒ゎ࠘᱁≀⮴▱ࠋ
ᙜࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣ⏣㑓⦅ 1999ࠊ≉ྠ᭩ᡤࡢᑠᇼဴ㑻ࠕᆘ̿ᒸ⏣㑻ᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲࠖࢆཧ↷ࠋ

372



ᏊᏳᐉ㑥ࠗ௳ࡋ࡚ࡢᚂᚙᏛ࠘
ࠊࡾࢇ♫ࠊ1990 ᖺ
㕥ᮌ㈆⨾ࠗ⏕ほࡢ᥈ồѸ㔜ᒙࡍࡿ༴ᶵࡢ࡞࡛࠘
ࠊసရ♫ࠊ2007 ᖺ
⏣㑓ಙኴ㑻࣭ᘪᒣ㐩ஓ࣭ᓥⷵ㐍⦅㞟ࠗ⒵ࡋࢆ⏕ࡁࡓேࠎ̿㏆௦▱ࡢ࢜ࣝࢱࢼࢸࣈ࠘ࠊᑓಟᏛฟ∧
ᒁࠊ1999 ᖺ
ᅵ⏣ḟ㑻ࠗỤᡞࡢᮒᏊᏛ࠘
ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ2014 ᖺ
୰ᔱ㝯ⶶࠗ㟼ᆘ ᐇ㊶࣭ᛮ࣭Ṕྐ࠘
ࠊ◊ᩥฟ∧ࠊ2012 ᖺ
⏫⏣୕㑻ࠕୖဴḟ㑻ࣀ࣮ࢺ࣮₎Ꮫ୕㒊సࢆ୰ᚰࡋ୍࡚ࠖࠊ୰ᮧ⍻ඵ༤ኈྂ⛥グᛕㄽ㞟⦅㞟ጤဨ
ࠗ୰ᮧ⍻ඵ༤ኈྂ⛥グᛕᮾὒᏛㄽ㞟࠘
ࠊỮྂ᭩㝔ࠊ1998 ᖺ
ᒣ┿⏨ࠗ᪥ᮏᨻᛮྐ◊✲࠘
ࠊᮾிᏛฟ∧ࠊ1952 ᖺ
ྜྷᕝᖾḟ㑻ࠗோᩪ࣭ᚂᚙ࣭ᐉ㛗࠘
ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1975 ᖺ
Ώ㎶ᾈࠗ᪥ᮏᨻᛮྐ̿༑ࠥ༑ୡ⣖࠘
ࠊᮾிᏛฟ∧ࠊ2010 ᖺ
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⢭⚄ᝈస⾜Ⅽ ̿ 㒌ἓⱝࡢࠗዪ⚄࠘ࢆࡵࡄࡗ࡚
ᶓᡴ⌮ዉ㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㒌ἓⱝ㸦Guo Moruo㸧ࠊ
ࠗዪ⚄࠘
㸦Nushen㸧
ࠊṇࠊ⢭⚄ᝈ㸦⚄⤒⾶
ᙅ㸧
ࠊ᐀ᩍయ㦂

ࡣࡌࡵ
㒌ἓⱝ㸦1892㹼1978㸧ࡀ᮶᪥ࡋࡓṇᮇࡣࠊ⢭⚄ᝈ࠸࠺ၥ㢟ࡀࡁࡃ❧ࡕ⌧ࢀࡓ௦࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⚄⤒⾶ᙅࢆ௦⾲ࡍࡿ⢭⚄ᝈ⨯ᝈࡍࡿ▱㆑㟷ᖺࡀከᩘᏑᅾࡋࡓᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣ⮬ࡽࡢ
㐍ࡴࡁ㐨↹ࡋࠊࡑࡋ࡚⚄⤒⾶ᙅࢆ⨯ᝈࡋࡓࠋ1903㸦᫂ 36㸧ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥ࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯ⏕࡛
࠶ࡗࡓ⸨ᮧ᧯㸦1886㹼1903㸧ࡀࠊ㑇᭩࡛࠶ࡿࠕᕑ㢌அឤࠖࠕ↹ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆṧࡋ࡚⳹ཝࡢ
ᢞ㌟⮬ẅࡋࡓࡇࡽࠊࠕ↹ࠖࡣୡ㛫▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ❧㌟ฟୡࢆ┠ᣦࡍ❧ሙ࠶ࡾᑗ᮶
ࢆ᭷ᮃどࡉࢀࡓ㟷ᖺࡀࠊࡑࡢᑗ᮶ᛶࢆᝒほࡋࡑࡢ౯್ほࢆྰᐃࡋࡓ࠸࠺ほᛕⓗ࡞ពྜ࠸ࠊࡑࡢ
Ṛࡀᑠㄝࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺࣐ࣟࣥࢸࢵࢡ࡞ពྜ࠸ࡀΰࡌࡾྜࡗࡓ௳ࡋ࡚ࠊ࣓ࢹࡀࡇ
ࢀࢆ⾪ᧁⓗሗࡌࡓࠋࡇࡢࠊࠕ↹ࠖࡣᅜᐙࢆ⫼㈇࠺ࡁᐁࢆࡵࡊࡍࡁ▱㆑㟷ᖺࡢ៧៖ࡽࠊ
ಶேⓗ࡞⮬ᕫࡢⴱ⸨࠸࠺ၥ㢟ࡋ࡚ࠊ♫ⓗ࡞ၥ㢟࣭ὶ⾜ኚࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᫂ᚋᮇࡽጞࡲࡗࡓ▱㆑㟷ᖺࡓࡕࡀ↹ࡋ⢭⚄ᝈᝎࡲࡉࢀࡿ௦ࠊ㒌ἓⱝࡣ␃Ꮫࡢࡓࡵ
1914㸦ṇ 3㸧ᖺ᮶᪥ࡋࡓࠋ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡋ࡚ຮᏛບࡴ୰࡛ࠊ㒌ἓⱝࡶࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ▱㆑㟷ᖺ
ࡓࡕྠࡌࡼ࠺⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡶࡶᙼࡣ⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡍࡿせ⣲ࡀᑡ࡞
ࡽࡎ࠶ࡗࡓࠋ➨୍㒌ἓⱝࡀᗂᑡࡢ㡭ࡽ⚄⤒ࡀ㐣ᩄ࡞ᑡᖺ࡛࠶ࡗࡓࡇࠊ➨ᐙ᪘ࡸぶᡉ⚄⤒
ࡢ㐣ᩄ࡞⪅ࡀ㌟㏆」ᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺㒌ἓⱝࡣᙼ⮬㌟ࡸࡑࡢᘵ
ࡣ⢭⚄ࡢᝈࡀ࡞࠸グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬ࡽࡢᐙ⣔⢭⚄ኚㄪࢆࡁࡓࡍ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣㄆࡵ࡚࠸
ࡿࠋᙼࡽࡣྂࡢୡ⏺₯ࡴ㨣⚄ࡢヰࢆಙࡌ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔグࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡓᗂ࠸㒌ἓⱝࡶ㨣⚄ࡢ
ୡ⏺⯆ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ᭦ᨾ㒓࠸ࡓࠊ㒌ἓⱝᮏேࡶ᐀ᩍⓗ࡞య㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡀࠊ
ᙼࡢసࡢῡ※࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㒌ἓⱝࡢ⢭⚄ᝈస⾜Ⅽࢆࠊᙼࡢ➨୍リ㞟ࠗዪ⚄࠘ࡢస㐣⛬ࡽゎࡁ᫂ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ

㸯㸬࣭᫂ṇ࠸࠺௦ᛶɆ⢭⚄ᝈ࠸࠺ၥ㢟
 ⢭⚄ࡢ␗ᖖ㛵ࡍࡿᝈ㸦ࡇࡇ࡛ࡣ࡚ࠕ⢭⚄ᝈࠖ࠸࠺⾲グ⤫୍ࡍࡿ㸧ࡣࠊ᫂ṇᮇ
ࢀࡄࡽ࠸ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ㌟యឤぬ⚄⤒ᛶࡢࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺ᢅࢃࢀࡢࡼ
࠺సရࡉࢀࡓࡢࡘ࠸࡚ࠊ᭱ึᙜࡢ᪥ᮏࡢἣࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
᫂௨㝆࠾ࡅࡿ⢭⚄ᝈࡢၥ㢟ࡣࠊ♫ⓗ࡞❧ሙᩥᏛⓗ࡞❧ሙࡢ᪉ྥࡽ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
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ࡿࠋ᫂๓༙㸦1870㹼1890 ᖺ௦㸧
࣭᫂ᚋ༙ࡽṇ๓༙㸦1900㹼1910 ᖺ௦㸧
࣭ṇᚋ༙ࡽึ
ᮇ㸦1920㹼1930 ᖺ௦㸧
࣭ᡓᚋࡽ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡲ࡛㸦1950㹼1970 ᖺ௦๓༙㸧
࣭ࡑࡢᚋ࠸࠺ẁ㝵ศ
ࡅࠊࡑࡢ௦⌧ࢀࡿゝㄝࡋ࡚ࡢ⢭⚄ᝈࢆ㏣ồࡋࡓࡶࡢࠊబ⸨㞞ᾈẶࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ 1ࠋࡑࡢ୰
࡛ࠊ᫂࠾ࡅࡿ⢭⚄ᝈࡣࠊ
ࠕⓎ≬ࠖ
ࠕẼ㐪ࠖ
ࠕ⒄Ⓤࠖ࡞࠸࠺≬Ẽ㛵ࢃࡿㄒᙡࠕ⚄⤒ࠖࡀูࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡀ♫ࡽ㐓⬺ࡋࡓ⪅ࢆᣦࡍࡢᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡀ⢭⚄ᝈ࠸࠺་Ꮫ⏝ㄒ
ࡋ࡚ࡢゝㄝࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡔࡍࡿࠋࡑࢀࡣᙜࢃࢀ࡚࠸ࡓࠕ⚄⤒ࠖࡀ࣓ࣥࢱࣝⓗ࡞せ⣲ࢆྵࡴࡇ
ࡶᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᫂ᚋᮇࡽṇ๓ᮇࡅ࡚ࠊ⢭⚄ࡢၥ㢟ࡀ⛉Ꮫⓗゎ㔘ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡶᣦࡋࡓୖ࡛ࠊబ⸨Ặࡣࠕ⚄⤒⾶ᙅࠖ࠸࠺᪂ࡋ࠸ᝈࡀᴫᛕࡋ࡚♫ࡢࡼ
࠺ὶ㏻ࡍࡿࡢࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࠕ⚄⤒⾶ᙅࠖࡀࠕ▱ⓗ࡞ὶ⾜ᩄឤ࡞ேࠎࠖ⨯ᝈࡍࡿࡋ࡚࣓
ࢹࢆ㏻ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡁࠊྠࡌ⢭⚄ᝈ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡸࠕࣀ࣮ࣟ
ࢮࠖࡣデ᩿ࡍࡿ་ᖌ࠸࠺Ꮡᅾࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦ࡣࠊࠕ⚄⤒⾶ᙅࠖࡣ▱ⓗ
㝵⣭ࡢ⏨ᛶࡀ⨯ᝈࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡣዪᛶࡀ⨯ᝈࡋࠊ⒪ᑐ㇟ࡶዪᛶࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇࠊ
ࡇࢀࡽࢆྵࡴ⢭⚄ᝈࡣ௦ࡢὶ⾜ࡀ࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ1912㸦ṇඖ㸧ᖺ༤ᩥ㤋ࡽฟ∧ࡉࢀࡓࠗᐙᗞⓒ⛉᭩࠘➨ 43 ⦅ࡢఀ⸨ᑦ㈼ⴭࠗ┳
㣴⏕࠘ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋୖ⦅ࡣࠕ┳ㆤἲࠖࡋ࡚ࠕ
㸦୍㸧⦻ㄽ㸦㸧ྛㄽࠖࡋୗ⦅ࡣࠕ㣴⏕ἲࠖࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢୖ⦅ࡢ➨༑ᅄ❶ࠕ⬻⚄⤒┳ㆤἲࠖࡣࠕ⬻⭷⅖┳ㆤࠖ
ࠕ⬻⁄⾑┳ㆤࠖ
ࠕ㢌③
┳ㆤἲࠖࠕ⚄⤒⾶ᙅ┳ㆤࠖࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜ┳ㆤࠖศ㢮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⬻⚄⤒ࡢẼࡣ࡞࡞
ከ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࡇࢀࢆ୍ࠎᣲࡆࡿࡇࡣᐜ᫆࡞ᴗ࡛↓࠸チࡾ࡛↓ࡃᐇ㝿ᣲࡆࡓฎ࡛ᕥ⛬ຠࡢ↓࠸
ࡶࡢ࡛ࡍࡽᬑ㏻㉳ࡾ᫆ࡁฎࡢࡶࡢᑵ࡚㏙ࡲࡏ࠺ࠖグࡍࠋࡑࡋ࡚⚄⤒⾶ᙅࣄࢫࢸ࣮ࣜࡘ
࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⚄⤒⾶ᙅ┳ㆤ
་⪅ࡢ᪉ࡽபࡩ㠃ⓑ࠸Ẽ࡛࠶ࡘ࡚ೃࡶ✀ࠎ㞧ከ࡛࠶ࡿࡀඛ࡙⢭⚄ⓗ㉳ࡿೃࢆ
ᣲࡆ࡚ぢࡿグ᠈ຊࡢῶ㏥ࠊ㌟ࠊពᛮࡢⷧᙅࠊ≀ࡀẼࡿࠊᙉ㏕ほᛕࡀ࠶ࡿࠊ
ࡀኚࡋ᫆࠸ࠊὀពຊࡀḞஈࡍࡿࠋࡲࡓ⫗యⓗࡢೃࡋ࡚ࡣ㢌③ࡍࡿࠊ╆ᬥࡍࡿࠊ㌟యࡀ㟈
ࡿࠊᑕᶵ⬟ࡀஹ㐍ࡍࡿࠊ╧╀㞀ᐖࢆࡍࠊᾘⰋ㝗ࡿࠊᐁჾ✀ࠎࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡿࠊ㝜
ⴎ㝗ࡿ➼ࡀ㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
⥲࡚⬻⚄⤒␗ᖖࡢ࠶ࡿேࡣ⢭⚄ኚືࡀࡋࡃᑡࡋࡢࡇࡶᛣࡘࡓࡾ➗ࡘࡓࡾᝒࡋࢇࡔࡾ
Ἵ࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊṦ⚄⤒⾶ᙅ⪅ࡣពᛮࡢ㌿ࡀࡋ࠸ࡽṈࡢ┳ㆤࡣ࡞࡞
㦵ࡢᢡࢀࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ➨୍ࡣᐹࡋࡀࡼࡃ࡚Ẽ㌿ࢆࢆࡏᝈ⪅ࡀ୍பࡘࡓࡽ༑ࢆぬࡿ࡛
࡞ࡃ࡚ࡣྍࡅࡲࡏࢇࠋ㝶ࡘ࡚ேࡢẼ㏫ࡩࡸ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡘ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࡠࡀࠊࡉࡾ࡚వ
ࡾேᡃ൷ࢆ㏻ࡉࡋ࡚ࡶᝏ࠸ࠊฎࡣ⮫ᶵᛂኚࡢᶵᬛࢆせࡍࡿฎ࡛࠶ࡘ࡚⚄⤒⾶ᙅࡢ┳ㆤࡣ

1

బ⸨㞞ᾈࠗ⢭⚄ᝈゝㄝࡢṔྐ♫ᏛɆࠕᚰࡢࠖࡣ࡞ࡐὶ⾜ࡍࡿࡢ࠘㸦᪂᭙♫㸪2013 ᖺ 3 ᭶㸧
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࡞࡞ᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࣄࢫࢸ࣮ࣜ┳ㆤ
ࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡣ⾑ࡢ㐨பࡩ࡚⚄⤒⾶ᙅྠᵝᶵ⬟ⓗᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊೃࡣ༓ኚ࡛࠶ࡘ࡚ᗘᭀࢀࡘඣࡢἽࡃࡸ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㔜࡞ࡿೃࡣபࡦ
ࡲࡍࠊ᎖ጊ῝ࡃ࡞ࡿࠊグ᠈ࡀᝏࡃ࡞ࡿࠊᠦᙅ࡞ࡿࠊბࡘࡁ࡞ࡿࠊື≀ዲࡁ࡞ࡿࠊឡࡀ
ኚࡿࠊḭࢀ᫆ࡃ࡞ࡿࠊᡃ൷࡞ࡿࠊ⾠Ẽ࡞ࡿࠊ↓࠸≀ࡀぢࡿࠊ⮑࡞ࡿࠊ㏞ಙ࡞ࡿࠊ
㢌③ࡀࡍࡿࠊ㢦Ⰽࡀᝏࡃ࡞ࡿࠊ╆ᬥࡀࡍࡿࠊືࡀࡍࡿࠊ㏫ୖࡍࡿࠊ᭶⤒㡰࡞ࡿࠊᾘⰋ
࡞ࡿࠊ②ᨥࡀࡍࡿࠊ㯞⑷ࡍࡿࠊഃᝈഃឤࡌࡀ㐪ࡩࠊ⏕Ṫḧࡀኚࡍࡿࠊ✀ࠎወ࡞
ࡿゎࡍࡽࡊࡿೃࢆ࿊ࡍࡿ⮳ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

ྠࡌࡃࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜࡢⓒ⛉࡛࠶ࡿ 1916㸦ṇ 5㸧ᖺฟ∧ࡉࢀࡓࠗṇ
ⓒ⛉㎡ ♫⦅࠘ࡣ

 ࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣ⚄⥂⾶ᙅࡢ㔜ࡁࡶࡢࡋ࡚ࠊከࡃ፬ேⓐࡍࡿ୰ᶊᐁ⬟ࡢᝈ࡞ࡾࠊ᫇ࡣ┤᥋
Ꮚᐑࡢ⏕Ṫჾࡢᨾ㞀ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡞ࡾᛮᝳࡏࡋࡶࠊ✀ࠎ◊✲ࡏࡋ⤖ᯝࠊ፬ேࡣᛶ㉁
ୖ⏕Ṫჾ⨯ࡿࡣᖖᚰࢆࡵࠊ⚄⥂ࢆࡴࡇከࡁࠊ⏨Ꮚࡼࡾࡶ⚄⥂ᙅࡃୟࡘᩄ࡞ࡿ
ࡀ∔ࡵࠊ㐙⚄⥂⾶ᙅࢆࡋ᫆ࡁ∔ࡵ࡞ࡾࠋ㸦୰␎㸧ࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣ⛥ᗂඣ࠶ࡿࡇ࠶ࢀࠊ
ከࡃࡣ༑ṓ⮳୕༑ṓࡢ፬ே≢ࡉࡿࢆᖖࡍࠋ 2

ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣ㸦⊂ㄒ: hysterie, ⱥㄒ: hysteria㸧ࡣ⢭⚄་Ꮫ⏝ㄒࡋ࡚
ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⚄⤒ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋዪᛶ≉᭷ࡢᝈ࠸࠺ㄗゎࡽᏊᐑࢆពࡍࡿྂࢠࣜࢩㄒ
ǔǕƾǒǂ㸦hystéra㸧ࡽྡࡅࡽࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚㛗ࡃ㛫㐪ࡗࡓ་⒪ࡀ⥆࠸ࡓ࠸࠺≉Ṧᛶࢆᣢࡘࠋ
ࡑࡢᚋࠊ⢭⚄ᝈࡢ୍ࡘࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡸࡣࡾዪᛶ≉᭷ࡢᝈ࡛࠶ࡿ㛗ࡽࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓṔྐࡀ࠶ࡿ 3ࠋ
⚄⤒⾶ᙅࡢ≧ࡣࠊ࠶ࡿດຊ⾜Ⅽࡢᚋᴟᗘࡢ⑂ປࡀᣢ⥆ࡋࡓࡾࠊ㌟యୖ⾶ᙅࡸᾘ⪖࠸࠺ᣢ⥆
ⓗ࡞≧ࡀฟࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞≧ࡋ࡚ࡣࠊࡵࡲ࠸ࡸ㢌③ࠊ╧╀㞀ᐖࠊឤ㉳అࡀ㉳ࡇ
ࠗṇ♫㈨ᩱ㎡࠘
㸦᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ࣮㸪2002 ᖺ 1 ᭶㸧3 ᕳ㘓ࡢࠗṇⓒ⛉㎡ ♫⦅࠘㸦᪥ẚ㇂᭩ᡣ㸪
1916 ᖺ㸧ࡢࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡢ㡯ࠋ
3 ▼ཎ༓⛅Ặࡣࠗⓒᖺ๓ࡢ⚾ࡓࡕ̿㞧᭩ࡽぢࡿ⏨ዪ࠘
㸦ㅮㄯ♫㸪2007 ᖺ 3 ᭶㸧ࡢ➨භ❶࠾࠸࡚ࠊࠕ⚄⤒⾶
ᙅࡣࠕ⬻ࡢㅖࠖࡢ❶ࡢ᭱ᚋࠊࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣࠕ፬ேࡢࠖࡢ❶ࡢ᭱ᚋ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࠗ㏻⾨⏕㢳
ၥ࠘ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⚄⤒⾶ᙅࡣ⏨ᛶࡀࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣዪᛶࡀ⨯ᝈࡍࡿẼ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚄⤒⾶ᙅࡀ⏨ᛶࡢ
Ẽ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢࡀ♫ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡽࡔ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᙜࡢ㟷ᖺࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ
࠸࠺ពࢆᣢࡘ⪅ࡗ࡚❧㌟ฟୡࡀồࡵࡽࢀࠊ⏨ᛶࡣࡑࢀᛂ࠼ࡿࡃ♫ࢆ⏕ࡁ࡚ࡁࡓࠋᑐࡍࡿࣄࢫࢸ
࣮ࣜࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⏨ᛶࢆᨭ࠼ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ዪᛶࡀ⨯ᝈࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡀࠊ⚄⤒⾶
ᙅࡣឤࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥ㐍ࡳࠊࣄࢫࢸ࣮ࣜࡣឤࡢไᚚࡀ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲ࡀྠࡌࡼ࠺ᣦࡍࡿࡇࡣࠊࡇࡢ⚄⤒⾶ᙅࡶࣄࢫࢸ࣮ࣜࡶ᫂ࡽṇ࠸࠺୍ᐃࡢ௦
ὶ⾜ࡋࡓᝈ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡣไᚚ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᝈ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2
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ࡿ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ1880 ᖺ௦ࡢ࣓࡛ࣜ࢝㉳ࡇࡗࡓᛴ⃭࡞㒔ᕷࡸᕤᴗࡢ⤖ᯝࠊປാ⪅㝵⣭
ከⓎࡋࡓᝈ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋḈ㱟ᙪẶࡼࢀࡤࠊ᳃⏣⒪ἲ࡛▱ࡽࢀࡿ᳃⏣ṇ㤿㸦1874㹼1938㸧ࡀࠊ
⚄⤒⾶ᙅࢆ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢከࡃࡀࠊᐇ㝿ࡣ⫗యປാࡸࢫࢺࣞࢫ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࡸࠊ⒪ຠ
ᯝࡋ࡚Ᏻᜥ‶ࡕࡓ⒪㣴⏕άࡀ༷ࡗ࡚⨯ᝈ⪅ࡢ≧ࢆᝏࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊᣦࡋࡓୖ࡛ࠊ
᳃⏣ࡀࠊࠕ⚄⤒⾶ᙅࠖ⨯ᝈ⪅ࡀᐇ㝿ࡣࠊ⌮ࢆᙉࡃᐇ⌧ࡋࡓ࠸ព㆑ࡀᙉ࠸⪅࡛࠶ࡿࡇࢆᣦࡋ
࡚࠸ࡿⅬὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠋ
࡛ࡣᐇ㝿ࡣࠊ⚄⤒⾶ᙅࡣࢀࡄࡽ࠸♫ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓ࠼ࡤᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋
ࡢ㏆௦ࢹࢪࢱࣝࣛࣈ࣮࡛ࣛࣜࠕ⚄⤒⾶ᙅ᳨ࠖ⣴ࡍࡿ 418 ௳ࡀࣄࢵࢺࡍࡿ㸦2015 ᖺ 12 ᭶ᮎ⌧
ᅾ㸧
ࠋࡉࡽࠊ㒌ἓⱝࡀ᮶᪥ࡋ࡚ࠗዪ⚄࠘ࢆไసࡍࡿࡲ࡛ࡢ 1914 ᖺࡽ 1921 ᖺ㝈ᐃࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶ 115 ௳ࡢห⾜≀ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦2015 ᖺ 12 ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧
ࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊᇶᮏⓗࡣࠕ⒪ἲࠖ
ࡶゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᙜࡣᝈࡋࡓ⪅⮬㌟ࡀ⒵ࢆヨࡳࠊࡑࡢᐙ᪘࡞ࡢ㏆ぶ⪅ࡀㆤᦠࢃࡗ
ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊḈẶࡀᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊ⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈ⪅ࡑࡢ࿘ᅖࡢ⪅ࡣࠊ
⒪ࡘ࠸࡚ࡶᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ1915㸦ṇ 4㸧ᖺࠊ㞧ㄅࠗᐇᴗஅ᪥ᮏ࠘║
࠺ ࡎ ࡦ ࡇ

⛉་ࡢ๓⏣ ⌋⏨Ꮚ ࠊ
ࠕ᭱ࡶ᪂ࡋࡁ⚄⤒⾶ᙅࡢ⒪ἲࠖ㢟ࡍࡿභᅇࡢ㐃㍕ࡀ࠶ࡿࠋ๓⏣ࡢ⒪ἲࡢ≉ᚩ
ࡣࠊ⚄⤒⾶ᙅࡢཎᅉࡀࠕ║ࡢࠕᒅᢡ␗ᖖࠖ࠶ࡾࠊ㐺ษ࡞║㙾ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡾᒅᢡࢆ▹ṇࡍࢀ
ࡤ⚄⤒⾶ᙅࡶ⒵ࡍࡿࠖ 5⤂ࡋ࡚࠸ࡿ 6ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺⚄⤒⾶ᙅࡣࠊ❧㌟ฟୡ㑌㐍ࡍࡿ▱㆑㟷ᖺࡀ⨯ᝈࡍࡿᝈ࡛࠶ࡾࠊ㏆௦♫ࡀ⏕ࡳฟࡋ
ࡓࡔㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞▱㆑㟷ᖺࡀ⨯ᝈࡍࡿᝈࠊ㒌ἓⱝࡶ⨯ᝈࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬⢭⚄ᝈ♫࣭ᩥᏛ
 ᪥ᮏࡢ㏆௦ᩥᏛࡣࠊ⢭⚄ᝈ㛵ࢃࡾࡀ῝࠸ࠋࡑࡶࡑࡶ㏆௦ேࡣ⮬ᕫࡸ⮬ᡃྥ࠸ྜࡗࡓࡁ
ⱞᝎࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⱞᝎࡇࡑࡀ㏆௦ேࡋ࡚ࡢ┠ぬࡵ࡛࠶ࡿࠋⱞᝎࡍࡿᙼࡽࡀᥥࡃసရࡣࠊᕫⱞ
ᝎࡍࡿே≀ࡀⓏሙࡍࡿࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ㏆௦ᩥᏛࡢඛ㥑ࡅ࡞ࡿᆤෆ㏯㐭ࡢࠕᾋ㞼ࠖࡶேබࡣ㏆
௦ⓗ࡞ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋኟ┠ₙ▼ࡢሙྜࡣࠊᙼࡢᩥᏛసရⓏሙࡍࡿே≀ࡢከࡃࡀ⢭⚄ᝈࡢ⪅ࠊ
ᡈ࠸ࡣ༴࠺࠸⪅ࡋ࡚ᥥࢀࡿࡀࠊ⮬㌟ࡶ⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊኟ┠ₙ▼⢭⚄ᝈࡘ

4

Ḉ㱟ᙪࠕ⚄⤒㏆௦Ɇ᳃⏣⒪ἲࢆᡭࡀࡾࡋ࡚Ɇࠖ㸦
ࠗ୕⏣♫Ꮫ࠘14 ྕ㸪2009㸧
㏆᳃㧗᫂ࠕࡘࡢࠕ௦ࠖɆ⚄⤒⾶ᙅࣀ࣮ࣟࢮࡢὶ⾜ࡳࡿே㛫ほࡢኚᐜɆࠖ㸦ி㒔♫Ꮫᖺሗ㸧7 ྕ㸪
1999 ᖺ㸧
6 ㏆௦ࢹࢪࢱࣝࣛࣈ࣮ࣛࣜࡢ᭩ㄅሗ࡛ࡣࠊᐇᴗஅ᪥ᮏ♫ࡽ 1915 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥༢⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⏣
⌋⏨Ꮚࡣ་Ꮫ༤ኈ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ║㙾ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖᾏࡢ᪂⪺࡛࠶ࡿࠗ᪂ሗ࠘ࡢᗈ࿌ḍࠊ࣓࢞ࢿࡢᗈ࿌ࡀࡰẖ᪥ฟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇࡽࡶࡑࡢ㔜せᛶࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ⚄⤒⾶ᙅࡢ⒪ἲ║㙾ࡀ㛵ಀࡍࡿࡢ࠺ࡣᐃ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊຮᏛບࡴ㟷ᖺࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊ⚄⤒⾶ᙅࡶ║㙾ࢆᚲせࡍࡿどຊࡢၥ㢟ࡶࠊ㌟㏆ᕪࡋ㏕ࡿၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ
ࡇࡣ༑ศ⪃࠼ࡽࢀᚓࡿࠋ
5
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࠸࡚ࡣ㧗ᶫ㞞㞝Ặヲࡋࡃ 7ࠊ▱㆑ே⢭⚄ᝈࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ㠀ᖖࡁ࠸ࠋࡲࡓࠊዪᛶࡢࣄࢫࢸ࣮ࣜ
ࡀᥥࢀࡓࡶࡢࡋ࡚ࡣࠊ᳃㬑እࡢࠕ⯙ጲࠖⓏሙࡍࡿ࢚ࣜࢫࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᙼࡽࡀᩥᏛసရࡋ࡚
⢭⚄ᝈࢆᥥ࠸ࡓ௦ࡣࠊ⢭⚄ࢆᑐ㇟ࡍࡿᏛၥࡢ⯆㝯ᮇ㔜࡞ࡿࠋ
ࡉࡁ ࡣࡌࡵ

1886㸦᫂ 19㸧ᖺࡣᖇᅜᏛ࡛⢭⚄Ꮫࡀ⊂❧ࡋࠊึ௦ᩍᤵࡋ࡚ ᴬ ದ ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋࡑࡢ⢭
EA

AE

EA

⚄ࢆᑐ㇟ࡋࡓᏛၥࡣࠊᚰ⌮Ꮫࡸᚰ㟋Ꮫ࠸࠺Ꮫၥࡶ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡁࠊ1888㸦᫂ 21㸧ᖺࠊඖⰋ
ຬḟ㑻ࡀᖇᅜᏛࡢㅮᖌࡋ࡚⢭⚄≀⌮Ꮫ࠸࠺⛉┠ࢆᢸᙜࡋࡓࠋࡑࡢඖⰋࡢୗ࡛ᯇᮏኴ㑻⚟᮶
ྜྷࡽࡀ⫱ࡗࡓࠋ1908㸦᫂ 41㸧ᖺᮾிᖇᅜᏛຓᩍᤵ࡞ࡗࡓ⚟᮶ࡣ 1910㸦᫂ 43㸧ᖺࡽ
1913㸦ṇ 2㸧ᖺࡅ࡚༓㔛║ࡤࢀࡿ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡉࢀࡿዪᛶ㐩ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆࠗ㏱ど
ᛕ࠘ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡀࠊᐇ㦂⤖ᯝࡸࡑࡢෆᐜࡼࡾᖇᅜᏛࢆ㏣ᨺࡉࢀࡿ࠸࠺௳ࡶ㉳ࡁࡓࠋ
┦๓ᚋࡋ࡚ࠊࠕࡇࡗࡃࡾࡉࢇࠖࡢࣈ࣮࣒ࡸࠊḢ⡿ࡽࡢᚰ⌮Ꮫ࡞ࡀ㍺ධࡉࢀࠊᏛၥࡋ࡚ᗈࡃᾐ㏱
ࡋ࡚࠸ࡃ௦ࡀࠊࡲࡉ᫂ࡽṇࡅ࡚ࡢᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ 1917㸦ṇ 6㸧ᖺࡽ 1926㸦ṇ 15㸧ᖺࡢ 10 ᖺ㛫ࠊ᪥ᮏ⢭⚄་Ꮫࡢ᭶หᶵ㛵
ㄅࠗኚែᚰ⌮࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓࠋ␗ᖖᚰ⌮࣭㉸ᚰ⌮ࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡓ◊✲ㄅ࡛࠶ࡿࠋᖿࡣኟ┠ₙ▼
ࡋࡆࡿ

ࡢ㛛ୗ࡛࠶ࡾᩥᏛ⪅࣭⢭⚄་Ꮫ⪅ࡢ୰ᮧྂᓙ㸦ᮏྡࡣ  ࠊ1881㹼1952㸧ࡀົࡵࡓࠋෆᐜࡣࠊከ㔜ே
᱁࣭ࢺ࣐࣭ࣛ࢘⢭⚄ᝈ࣭⚄⤒⾶ᙅ࣭ᚰ㟋⌧㇟࣭ദ╀⌧㇟࣭࣐ࣥࢻࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝᎾඣẅࡋ࣭㏆ぶ
⪅ࡼࡿᭀຊ㸦ࢻ࣓ࢫࢸࢵࢡࣂ࢜ࣞࣥࢫ㸧ࡸ㈙࡞ከᒱΏࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢᇳ➹⪅ࡣࠊ
᳃⏣⒪ἲ࡛▱ࡽࢀࡿ᳃⏣ṇ㤿ࠊẸᏛ⪅ࡢᰗ⏣ᅧ⏨ࠊᅜㄒᏛ⪅ࡢ㔠⏣୍ிຓࠊホㄽᐙࡢ㛗㇂ᕝዴ㛩ࠊ
సᐙࡢᖾ⏣㟢కࡸྜྷᒇಙᏊࡸᒸᮏࡢࡪᏊࠊࡲࡓဴᏛ⪅ࡢୖဴḟ㑻࣭ୖࠊࡲࡓඛ⤂ࡋࡓᖇ
ᅜᏛࢆ㏣ᨺࡉࢀࡿ⚟᮶ྜྷ࡞ᖜᗈ࠸ࠋࡇࡢࡇࡽぢ࡚ࡶ⢭⚄ࡢᝈ࠸࠺ၥ㢟ࠊᙜከࡃࡢே
ࡀ㛵ᚰࢆᣢࡘ♫ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡇࡀࢃࡿࠋ1917 ᖺ 1 ᭶ࡢหྕ࡛ࡣࠊ
ࠕࣇࣟࢻ ⢭⚄ศᯒ
ἲࡢ㉳※ࠖ
㸦ஂಖⰋⱥ㸧ࠊ
ࠕᨭ㑣ࡅࡿ㟋ⓗ⌧㇟ࠖ
㸦ᖾ⏣㟢క㸧ࠊ
ࠕ㓖㓁⪅ࡢኚែᚰ⌮ࠖ
㸦బ⸨ⰾஂ㸧
ࠊ
ࠕඣ
❺ᜍᛧᑵ࠸࡚ࠖ㸦᳃⏣ṇ㤿㸧ࠊࠕቃ㐝≢⨥ࠖ㸦ᕸ㎮㸧ࠊ
ࠕᛶ┦Ꮫ⚄㏻ຊࠖ㸦▼❳Ꮚ㸧ࠊࠕࣄࢫࢸ
࣮ࣜ㏞ಙࠖ
㸦ㅖᒸ Ꮡ㸧ࠊ
ࠕᨭ㑣ᛮ⌧ࢀࡓࡿṚᚋࡢ⏕άࠖ
㸦Ᏹ㔝ဴே㸧
ࠊ
ࠕṚேࡀክ⌧ࢀࡓࡿᐇࠖ
㸦㧗ᓠ ༤㸧
ࠊ
ࠕ㔜ே᱁ࡢᑡᖺ[୍]ࠖ
㸦୰ᮧྂᓙ㸧࠸࠺ᩥ❶ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ 8ࠋ
ࡇࢁ࡛㒌ἓⱝᮏேࡣࠊ⢭⚄ᝈࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࠕ㏆௦ࡢ⢭⚄ศᯒᏛ
⪅ࡓࡕࡣゝ࠺ࠋ࠸ࢃࡺࡿ“ࣄࢫࢸ࣮ࣜ”࠸࠺Ẽࡣࠊ௨๓࠸ࢁ࠸ࢁទᛌ࡞⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆព
㆑ࡢୡ⏺ࡢ⏕άࡀ୍₯ᅾព㆑ࡢୡ⏺ᢲࡋ㎸ࡵࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡀ₯ᅾព㆑ࡢୡ⏺㨚✚ࡋ࡚ࠊ
ேࡢ⢭⚄ࡉࡲࡊࡲࡢ㞀☀ࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊࡦ࠸ࡣேࢆẼ≬࠸ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡢࡔࠊࠋࠖ9࠸࠸ࠊ
ࡑࡢ⒪ἲࡣ↮✺ࡢ↴ࢆᤲ㝖ࡍࡿࡇྠࡌ࡛ࠊទᛌ࡞グ᠈ࢆࡓ࠼ࡤദ╀⾡ࡢ㢮࡞ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ࡑࡢグ᠈ࢆࡧ㉳ࡇࡋ࡚ព㆑⮬ศࡢཱྀࡽྤࡁฟࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚ᗣࡀᡠࡿ࠸࠺ࠋࡉࡽࠊ

7

㧗ᶫ㞞㞝ࠗₙ▼ᩥᏛࡀ≀ㄒࡿࡶࡢ࠘㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪2009 ᖺ㸧
♫ᚰ⌮Ꮫ࣭⢭⚄་ᏛࡢほⅬࡽࡢၥ㢟ᥦ㉳ጞࡲࡾࠊ≢⨥ࡸ㢼ࠊᡈ࠸ࡣᛶࡸᕪูၥ㢟ࡽᩍ⫱ࡸ᐀ᩍࡢၥ
㢟ࠊࡲࡓࡇࢀࢆ㢟ᮦࡋࡓᩥᏛ࡞ࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ࠸࠼ࡿࠋᙜࡢ㆑⪅ࡓࡕࡀグࡋࠊᖜᗈࡃㄞࡲ
ࢀࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ

ࠗ⥆㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 3࠘㸦ᖹซ♫ᮾὒᩥᗜ㸪1969 ᖺ㸧3 㡫ࠋ
8
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ࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡀ௨๓ࡣዪᛶ≉᭷ࡢẼࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐࡀ࠶ࡿࡀࠊ➨୍ḟୡ⏺ᡓᡚ∑ᑐࡍ
ࡿᜍᛧࡀே㛫ࡢ⢭⚄␗ᖖࢆ᮶ࡍࠕሽቸࠖ㸦㧗ᶫẶゝ࠺ࡇࢁࡢࠕᡓதࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖ 10㸧ࡢⓎ⏕
ࡼࡗ࡚⏨ᛶࡶ⨯ᝈࡍࡿẼࡔ࠸࠺ㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ㐀༑ᖺ࠘ࡀ᭩ࢀࡓࡢࡣ 1937 ᖺ࡛࠶ࡿࡢ
࡛ࠊࡇࡢᮇࡣ᪤ࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡣṇࡋ࠸▱㆑ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡇࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊ⢭⚄ᝈࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋࡇࡇ࡛㒌ἓⱝࡀ࠸࠺ࡇࢁࡢ
ࡇࡢࠕࣄࢫࢸ࣮ࣜࠖࡣࠊᐇࡣᮏேࡀ⨯ᝈࡋࡓ࠸࠺ヰ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ᪘ࡸ♫యࡀ⨯ᝈࡍࡿ௦ⓗ
࡞⢭⚄ᅽ㏕ࢆᣦࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᅽ㏕ࡉࢀࡓ♫ᩄឤ࡞ࡢࡀࠊ㗦ᩄ࡞⚄⤒ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩥேࡔࡋࠊ
ᙼࡽࡀᕫࡢ↴ࢆࡣࡁฟࡍࡇࡼࡗ࡚⮬ศࡀᗣ࡞ࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃ♫ࢆࡶࡉࡏࡿᙺࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿㄝ᫂ࡍࡿ

11ࠋ㒌ἓⱝࡣ⚄⤒⾶ᙅࢆ

1915 ᖺ⨯ᝈࡋࡓࡇࠊ᭦ࡑࢀࢆ㟼ᆘࡼࡗ࡚ඞ

᭹ࡋࡓࡇࢆ᭩⡆ࡸࠗ㐀༑ᖺ࠘グࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேࡢᗣᅜᐙ♫ࡢᗣࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
௦࡛࠶ࡾࠊࡔࡽࡇࡑ▱㆑㟷ᖺࡓࡕࡢ⚄⤒ࡣ㗦ᩄ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㒌ἓⱝࡢ࠸ࡓṇ௦ࡣ
ከࡃࡢேࠎࡀ⢭⚄ᗣ࠸࠺ၥ㢟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ௦࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ⏕ࡁ࡚࠸ࡓேࠎࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡣỴࡋ࡚ே࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ᙼࡽࡣᡂே࡞ࡗ࡚ࡽ⨯ᝈࡋࡓࡢ࠸࠺ࠊࡑ࠺࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᗂᑡᮇ
ᙅయ㉁࡞⪅ࡸ⚄⤒ࡀ㐣ᩄ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡀᑡ࡞ࡽࡎ࠸ࡓࠋࡓ࠼ࡤࠊⴗཎ᭾ኴ㑻㸦1888㹼1942㸧ࡣⱝ࠸
㡭ࡽ⚄⤒ࢆ↹࠸ࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ᝎࡲࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋྠࡌࡼ࠺㒌ἓⱝࡶᗂ࠸㡭ᗃ㟋ࢆᛧࡀࡿព㆑
ࡀ₯ᅾⓗ࠶ࡗࡓࡇࢆ࿌ⓑࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪩࠸Ⅼࡽ⢭⚄ࡀ㐣ᩄ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᙼࡀࠊṇ
࠸࠺௦ࠊ␃Ꮫ⏕࠸࠺❧ሙ࡛ 1915 ᖺ⚄⤒⾶ᙅࢆ⨯ᝈࡋࡓࡇࡣᐇ⯆῝࠸ࡇ࠸࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ

㸱㸬
ࠕၿ᭩ࠖࡢฟ࠸
 ᪥ᮏ࡛⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡋࡓ㒌ἓⱝࡣࠊᗂᑡࡢ㡭ࡢࡼ࠺࡞⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୰ᅜ࡛
ࡣᗂᑡࡢ㡭ࡽ⛉ᣲཷ㦂ࡢ‽ഛࡋ࡚ࠊ⤒᭩ࡸྂࢆぬ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㒌ἓⱝ⮬㌟ࡣࠕᅄṓ༙ࡢ
ຮᙉࢆጞࡵࡓࠖ 12グࡋ࡚࠸ࡿࠋຮᙉࢆጞࡵࡓ⌮⏤ࡣࠊ➨୍ࠕẕࡀリࢆㄞࡴࡇࢆ࠾ࡋ࠼࡚ࡃࢀ
ࡓࡇ࡛ࠊࡇࢀࡣࡓ࠸ࢇ⯆ࡢ࠶ࡿ㐟ࡧࠖ 13㐣ࡂ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊẕぶࡢᙳ㡪࡛ㄞ᭩㛵
ᚰࢆᣢࡗࡓ㒌ἓⱝࡀᐙሿධሿࡋࡓࡢࡣ 1897 ᖺࡢ࡛࠶ࡿࠋᐙሿධሿࡋࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊ⛉ᣲཷ
㦂ࡢࡓࡵࡢᏛၥࢆ㛤ጞࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋᐙ࡛ࡣࡀ᪤ྂࢆᏛࢇ࡛࠾ࡾࠊࠕㄞࡴࡢࡣࡶࡕ
ࢁࢇࠗ᫆⤒࠘
ࠗ᭩⤒࠘ࡁࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ14グࡍࡼ࠺ࠊࡶྵࡵ࡚ᙼࡽࡣ⤒ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ≉
ẕぶࡽᩍࢃࡗࡓ၈リࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࡇࡀࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊຮᙉࢆጞࡵࡓ➨ࡢ⌮⏤

10
11
12
13
14

㧗ᶫ㞞㞝ࠗₙ▼ᩥᏛࡀ≀ㄒࡿࡶࡢ࠘㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪2009 ᖺ㸧33 㡫
ࠗ⥆㐀༑ᖺ 㸸࠘3㹼4 㡫
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘㸦ᖹซ♫ᮾὒᩥᗜ㸪1967 ᖺ㸧29 㡫ࠋ
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘29 㡫ࠋ
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘31 㡫ࠋ
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ࡋ࡚ࠕၿ᭩

15ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ⮬ಙࡀ࠶ࡗࡓࠖࡇࢆ㒌ἓⱝࡣᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ

 ⚾ࡢᮧࡣࡼࡃࠕ⪷ㄽࠖࢆㅮࡎࡿඛ⏕ࡀ᮶࡚ࠊᛅᏕ⠇⩏ࡢၿ᭩ࢆㅮ㔘ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢၿ᭩ࡣከ
ࡃࡣẸ㛫ࡢఏㄝࡔࡗࡓࠋయࡋ࡚ࡣࡏࡾࡩḷࡽ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊᙎモ

16ࡼࡃఝ࡚࠸ࡓࡀࠊ

ᙎモࡑࡗࡃࡾ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 17

 ࠕ⪷ㄽࠖࡣࠊ㡰ᖇࡢࠕ⪷ㄽභカࠖࡸᗣ↷ᖇࡢࠕ⪷ㅍ༑භ᮲ࠖࢆᣦࡍࠋΎᮅࡢẸ⾗ᩍᨻ⟇ࡋ
࡚൲ᩍⓗ࡞⌮ࢆㄝࡃࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣㅮ㔘ᖌࡼࡗ࡚ㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠕ⪷ㄽࢆㅮࡎࡿඛ⏕ࠖࡀ
ၿ᭩ࢆㅮ㔘ࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋၿ᭩ࡣࠊ♫ⓗᆅࡸ⪁ⱝ⏨ዪ࠸࠺ୡࡢ㛵ಀࢃࡽࡎࠊ࡚
ࡢேᑐࡋ࡚ၿ⾜ບࡳᝏ⾜ྥࢃ࡞࠸ࡼ࠺ㄝࡃㄝヰ㞟ࡸ㢮᭩ࡢࡇࢆᣦࡍ

18ࠋၿ᭩ࡣ່ၿ᭩

ࡶゝ࠸ࠊᏵ௦௨ᚋࡢྐ⡠ࡢ୰࡛⏝࠸ࡽࢀࠊẸ㛫࠾࠸࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡓᡂㄒ࡛࠶ࡾࠊ່ၿࢆேࠎㄝ
ࡃ᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㈍ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ↓ൾ࡛㓄ᕸࡉࢀࡿࡇࡀከࡗࡓࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑ
ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ൲ᩍ⤒ࡢ୰࡛ከࡃㄝࢀࡿࡼ࠺࡞㐨ᚨᐇ㊶ࡢ່ࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ⾗㐨ᚨࡢᐇ㊶ࢆ
່ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢁព⩏ࡀ࠶ࡿ

19ࠋ

 ࠕ⪷ㄽࢆㅮࡎࡿඛ⏕ࠖࠊࡘࡲࡾㅮ㔘ᖌࡣ⪷ㄽࡔࡅࢆㄞࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࠗᩥᫀᖇྩⷀ❆༑๎࠘ࠊࠗṊ⪷
ᖇྩ༑ᡄつ࠘
ࠊ
ࠗᏒభᖇྩᐙつ༑๎࠘
ࠊ
ࠗ❤⋤ᗓྩカ⏨Ꮚභᡄ࠘
ࠗྠカዪᏊභᡄ࠘
ࠗ❤⋤ᗓྩ᪂ㄽ༑ᲄ࠘
ࠖ
࡞ࢆ௦ㄞࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩥᫀᖇྩ࣭Ṋ⪷ᖇྩ࣭Ꮢభᖇྩ࣭❤⋤ᗓྩ࡞ࡢ⚄᫂ࡢᡄᚊつ๎ࡘ
࠸࡚ࡣࠊΎึ౫㢗ࡢࠊ㒓⤀ኈேࠊ㎰ࠊᕤࠊၟࠊయ⮯ࡢ୰ᅜ♫ࡢྠၿࡢ⤖♫♧ࡉࢀࡓカᡄ㢮࡛࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࡢᐇែࡣࠊྠၿࡢ⤖♫࡛ព㆑ࡉࢀࡓ⚄᫂クࡋࡓ♫ⓗつ⠊ᡄつ࡛࠶ࡗࡓ

20ࠋ

࡛ࡣࠊࡇࢀࡽẸ⾗ࡀユ࡛ࡿ⚄ࠎࡣ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋᩥᫀᖇྩࡣᩥᫀᫍࡤࢀࠊᏛၥࡢ
⚄ᵝࡋ࡚㧗⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ⛉ᣲࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡾࠊཷ㦂ࡢ⚄ᵝࡋ୍࡚⯡ⓗࡣ♭ࡽࢀ
ࡿࡇࡀከ࠸ࠋṊ⪷ᖇྩࡣ㛵⩚ࡢṚᚋࡢྡ⛠࡛ࠊᩥṊ⚽࡛ࡓ⚄ࡋ࡚࠶ࡀࡵࡽࢀࡓࠋᏒభᖇྩࡣࠊ
ே㛫⏺⌧ࢀ࡚ྛᆅリࢆ᭩ࡁグࡋࡓ࠸࠺ఏ࠼ࡀᏑᅾࡍࡿ࿅Ὕ㈱ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋᐁࢆᤞ࡚࡚㞃ࢀ
࡚⚄࡞ࡾࠊඵࡢ୍ேᩘ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඖ᭤ࡢὶ⾜క࠸ࠊ㛵⩚ேẼࢆศࡍࡿ
ࡢẸ⾗ࡢ⤯࡞ᑛᩗࢆ㞟ࡵ࡚ぶࡋࡲࢀࡓࠋ❤⚄ࡣ⚍❤⠇㸦ᪧᬺ 12 ᭶ 23 ᪥㡭㸧ࡲࡢᤲ㝖ࢆࡋ
࡚ࠊࡑࡢᐙࡀᐙᗞ‶࡛࠶ࡿࡇࢆኳᖇ࿌ࡆ࡚ࡶࡽ࠸⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠊ࠸࠺ྂ᮶ࡼࡾಙ௮ࡢ࠶ࡿ
⚄࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽྡ๓ࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿ⚄ࠎࡣẸ⾗ࡢ㌟㏆Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ⚄ࠎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡓࡵࠊ൲㐨ΰΆ࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘29 㡫ࠋၿ᭩ࡣࠕ㐨ᩍࡢᩍ࠼ࡶ࡙࠸່࡚ၿࢆㄝ࠸ࡓ㏻᭩ࠖࡢ
ヂὀࡀ࠶ࡿࠋ
16 ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘30 㡫ࠋᙎモࡣࠕ⍇⍈࡞ࡢᘻᴦჾྜࢃࡏ࡚࠺ࡓ࠺Ụ༡ᆅ᪉ࡢㄒ
ࡾ≀ࠖࡢヂὀࡀ࠶ࡿࠋ
17 ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘
࠘30 㡫ࠋ
18 ࠗ㐨ᩍ࠘
㸦㔝ཱྀ㚩㒄࣭ᆏฟ㷋ఙ࣭⚟ᩥ㞞࣭ᒣ⏣᫂⦅㞟㸪ᖹἙฟ∧♫㸪1994 ᖺึ∧㸧ࡢࠕၿ᭩ࠖࡢ㡯ࢆ
ཧ↷ࠋ
19 㓇ᛅኵࠗቑ⿵ ୰ᅜၿ᭩ࡢ◊✲࠘ୖᕳ㸦
ࠗ㓇ᛅኵⴭస㞟୍࠘ࠊᅜ᭩ห⾜㸪1999 ᖺ㸧
20 㓇ᛅኵࠗቑ⿵ ୰ᅜၿ᭩ࡢ◊✲࠘ୗᕳ㸦
ࠗ㓇ᛅኵⴭస㞟࠘ࠊᅜ᭩ห⾜㸪2002 ᖺ㸧
15
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ࡲࡓࠊㄝᩍ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊḷࢆၐ࠼ࡿ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᗂᑡᮇࡢ㒌ἓⱝࡀዲࢇ࡛⪺ࡁ⾜ࡗ
࡚ෆᐜࢆぬ࠼ࡓࡶࡢࡌࡷࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡔࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ

21ࠋࡑࢀࡣࠊፗᴦᛶࡢഛࢃࡗࡓẸ㛫ಙ

௮ࡢ⚄ࠎࡀⓏሙࡍࡿㄒࡾ≀࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ༢⣧࡞ㅮ㔘࡛ࡶࠊ࠸࡞ࡢேࡗ࡚ࡣ୍✀ࡢፗᴦ࡛ࠖ࠶ࡾ
ࠕㄒࡾ᪉ࡣᮏࡢ࠾ࡾᮁㄙࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊࡲࡗࡓࡃ༢⣧࡞ࡶࡢࠖ 22࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊேࠎࡀᴦࡋࡳࡋ
࡚࠸ࡓࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋၿ᭩ࡣಙ௮⤖ࡧࡘࡁࠊᐙᗞ㐨ᚨ࣭♫⌮࡞ඹྠయࡢ⌮つ⠊ࢆẸ⾗
ᩍ࠼ࡿ࠸࠺ᩍ⫱ⓗᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊぢࡿഃࡢẸ⾗ࡗ࡚ࡣፗᴦࡍࡂ࡞ࡗࡓ

23ࠋ

 㒌ἓⱝࡣᗂᑡᮇṇ⤫ⓗ࡞Ꮫၥࡋ࡚⤒᭩ࡸ၈リ࡞ࢆᏛࢇࡔࡀࠊࡑࢀ௨እ᐀ᩍⓗ࡞Ẹ㛫ಙ௮ࡢ
ୡ⏺ࡶዲࢇ࡛ゐࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼᮏேࡢㄞ᭩య㦂ࡋ࡚ࠊẕぶࡽࡢリࡢᬯㄙྠ➼ၿ᭩ࡢㅮ㔘ࢆే
グࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡞⤒᭩࠸࠺Ꮫၥࡢୡ⏺ࡣ␗࡞ࡿẸ㛫ࡢ⚄ࠎࡢୡ⏺ࡶࡲࡓࠊ㒌ἓ
ⱝࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞య㦂࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢయ㦂ࡣࠊᙼࡀே㛫ࡢୡ⏺ࡣ㐪࠺ୡ⏺ࠊࡘࡲ
ࡾ㨣⚄ࡢ᳇ࡴୡ⏺ࢆ㝖ࡋ࡞࠸࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ⫱ࡴ୍➃࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲㸬ᐙ᪘ࡢ⚄⛎య㦂㒌ἓⱝࡢㄆ㆑
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊ㒌ἓⱝࡣၿ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚Ẹ㛫ಙ௮ࡢୡ⏺ࡣ᪩࠸ᮇࡽ័ࢀぶࡋࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙼࡢ࿘ᅖࡣࠊ㨣⚄ࢆಙࡌ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಙࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ேࠎࡀ࠸ࡓࠋ࡛ࡣᙼࡽࡢヰ
ࢆ㒌ἓⱝࡣ࠺ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦࠘ࡣ㒌ἓⱝࡢ∗ぶࡢⱝ࠸㡭ࡢヰࡀࡘᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍␒┠ࡢヰࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿᖺࡢ℩ࡢኪ୰ࠊ∗ぶࡀᘁࡢ㏆ࡃࢆ୍ேṌ࠸࡚࠸ࡿࠊ㐲ࡃࡽᗃ㟋ࡀ∗ぶ
ࡧࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᗃ㟋ࢆ∗ぶࡀヨࡋࢇ࡛ࡳࡿࠊ࡞ࢇࡢᝏࡉࡶࡏࡎᬻࡃ∗ぶ㐃ࢀῧࡗ
࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣᗃ㟋୍⥴ᖐᏯࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ∗ぶࡀᗃ㟋ᖐࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍ
ࡿ⪺ࡁศࡅࡼࡃᖐࡗ࡚࠸ࡓࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᗂ࠸ࡇࢁ∗ࡣ⚾ࡓࡕࡑ࠺ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡋࡶࡑࢀࡣ୍ᗘࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ࠶ࢇ࡞ཝ
᱁ࡔࡗࡓ∗ࡀࠊ⚾ࡓࡕᏊ౪࡛ࡓࡽࡵࢆ࠸࠺ࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋᑠࡉ࠸ࡇࢁ⚾ࡣࡇࡢၥ㢟ࡎ࠸ࡪࢇ
㢌ࢆࡦࡡࡗࡓࡶࡢࡔࡗࡓࠋ⚾ࡣࡶࡕࢁࢇᗃ㟋ࢆಙࡌ࡞࠸ࠋࡋࡋ∗⮬㌟࡛ᗃ㟋ࡢኌࢆ⪺࠸ࡓࡢ
ࡔࠋ 24

21

㜿㒊Ὀグࠕᅄᕝ㉳※ࡍࡿᐉㅮ㞟ࡢ⦅⧩ɆɆ᪉ゝㄒᙡࡽぢࡓᐉㅮ㞟ࡢ⦅⧩ᆅɆɆࠖ㸦
ࠗࢪࡢṔྐᩥ࠘
9㸪ᒣཱྀᏛࢪṔྐ࣭ᩥ◊✲㸪2005 ᖺ㸧ࠕΎᮅࡣẸ⾗ᩍࡢࡓࡵ⪷ㄽභカࠊ⪷ㄽ༑භ᮲ࡢᐉㅮࢆᅜ
ⓗ⾜ࡋࡓࡀࠊΎᮎ⮳ࡿࠊẸ⾗ࡢᾐ㏱ࢆࡣࡗ࡚ࠊ᐀ᩍⓗ࡞ᅉᯝᛂሗㄝヰ࡛࠶ࡿᏳドࡢᐉㅮࡀὶ⾜ࡋ
ࡓࠋࠖ࠶ࡿࠋ㒌ἓⱝࡀ⪺࠸ࡓࡢࡣࡲࡉࡋࡃࡇࢀ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
22 ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘30 㡫ࠋ
23 㒌ἓⱝ⮬㌟ࡣࠕࡶࡋㄡࡀࡑࡢẼ࡞ࡗ࡚㞟ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋᡭࢆຍ࠼ࢀࡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ༶ᡂẸ㛫ᩥᏛࡀ⏕ࡲࢀࡿ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ
㸦ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦࠘30 㡫ࠋ㸧ࠊࡑࡢᩥᏛⓗ౯್ࢆㄆࡵࡿⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
24 ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘23 㡫ࠋ
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 㒌ἓⱝࡗ࡚ࠊ∗ࡢᗃ㟋ࡢయ㦂ㄯࡣᚰṧࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᚋ㒌ἓⱝ⮬㌟ࡶ୍ே࡛ኪ㐨ࢆṌࡃ
ᶵࡀ࠶ࡗࡓࠊࠕ㐨ࡀᬯࡃ࡞ࡿᚑࡗ࡚ࠊᜍࢁࡋࡉࡶቑࡋ࡚ࡁࡓࠋᙉ┐ࡀኪ㝜ࡌ࡚᥆ዣฟ
࡚᮶ࡣࡋ࡞࠸࠸࠺Ẽࡶࡋࡓࡋࠊᗃ㟋ࡶࡇࢃࡗࡓࠋᗃ㟋ࡀ࠸ࡿಙࡌ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ
ࡀࠖ 25グࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼ⮬㌟ࡣᗃ㟋ࢆಙࡌ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊ₯ᅾព㆑ࡢ୰ᜍᛧᚰࢆᣢࡘࡇࡣ
࠶ࡾᚓࡿࡇࡔࠊ࠸࠺ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨␒┠ࡢヰࡣࠊུẕࡢⴿᘧࡢࠊ୰ᅜࡢⴿ࡛ᚲせ࡞♩ࡋ࡚ࠊෞᅵ㖹୍⥴↝ࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸⣬ࡢ㌴ኵࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⣬ࡢ㌴ኵࡀ∗ぶࢆࢇ࡛࠸ࡿࡢࡼ࠺࡞␗ᵝ࡞ኌࢆ⪺࠸ࡓ࠸࠺య㦂
࡛࠶ࡿࠋ␗ᵝ࡞ኌࢆ⪺࠸ࡓࡣࠊ∗ぶࡣࡣࡌࡵࡲࡿ࡛ぢᙜࡀࡘ࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡀⴿࡢ㝿↝
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓ⣬ࡢ㌴ኵ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸⮳ࡗࡓࠋᤚ⣴ࡍࡿᯝࡓࡋ࡚⣬ࡢ㌴ኵࡀぢࡘࡗࡓࡢ
࡛↝࠸࡚ࡳࡓࡇࢁࠊࡑࡢᚋࡣኌࡀ⪺ࡇ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࢀࡶ∗ࡀ⮬ศ࡛ࡋࡶࡸࡣࡾఱᗘࡶ⚾ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇࡔࡗࡓࠋࡇࢀ࡛Ꮚ౪ࡢ㢌࡛ࡣ࡞
࠾ࡉࡽ⟅࠼ࡀฟ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᗃ㟋ࡀ࠸ࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊෞᅵࡲ࡛࠶ࡿࠋ㈥㈣ࡍࡿෞᅵ
㖹ࡶຠຊࡀ࠶ࡿࡋࠊ㌴ኵࡶࡇࡢୡࡢⱞຊྠࡌࡔࠋୡࡢ୰ࡣࡇࢇ࡞ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡔࡀ∗
ࡀ⮬ศࡢ⪥࡛⪺ࡁࠊ⮬ศࡢ┠࡛ぢࠊ⮬ศࡢཱྀ࡛ヰࡋࡓࡢࡔࠋ 26

ࡘࡢ௳ࡣࠊᏊ౪ࡢ㡭ࡢ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣ⚄⛎ⓗ࡞ヰ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀࠊࡇࢀࡽࡢグ㏙⌧ࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡢࠗᗂᑡᖺ௦࠘ࢆ᭩࠸ࡓᙜࠊ㒌ἓⱝࡣ᪤་Ꮫࢆಟࡵࡓ⪅ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺⤖
ㄽ࡙ࡅࡓࠋ

 ࡔࡀ࡛ࡣࡇࢀࡽࡣࡈࡃᐜ᫆ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ᫂ࡽࠊ୍ⓗ࡞⢭⚄␗ᖖࡀ∗࠶ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ୧᪉ࡶࠊᗁぬࠊ≉ᗁ⫈ࡢ୍✀ࡔࡗࡓࡢࡔࠋ 27

➨୍ࡢヰࡣࠊ⢭⚄ࡀ␗ᖖ⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊኪ୰࠸࠺ᘁࡢ㏆ࡃ࠸࠺ࠊ࠸ࡶᗃ㟋ࡀ
ฟ࡚ࡁࡑ࠺࡞ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊࠕ∗ࡣࡳࡎࡽᚰࡀࡲࡗࡍࡄ࡛⚄㏻ຊࢆᣢࡗࡓே㛫
ࡔಙࡌ࡚࠸ࡿࠖ28ே≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ே㛫ࡢࠊ
ࠕ⢭⚄≧ែࡢࠊእࡢᢞᙳ㐣ࡂ࡞࠸ࠖ29ฟ᮶
ࡔุ᩿ࡋࡓࠋ➨ࡢヰࡶࠊᙜࡢ∗ぶࡀᜍࡽࡃ㌟ᚰࡀ⑂ࢀ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊ↝ࡁᛀࢀࡓ⣬ࡢ㌴ኵࢆ
↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ┠ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺᥎

ࡋࠊࡑࢀࡀࠕ₯ᅾព㆑ࡢస⏝࡛እ㒊ᢞᑕࡉࢀࠊ࠶࠶

࠸࠺ᡭࡢࡇࢇࡔ㦁ࡂ࡞ࡗࡓࠖ⪃࠼ࡓࡋࡓୖ࡛௨ୗࡢࡼ࠺⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

25
26
27
28
29

ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦

㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘126 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘24 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘24 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘24 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘4 㡫ࠋ
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 ∗ࡀࡇ࠺࠸࠺୍ⓗ࡞ᗁぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡢࡣࠊ∗ࡢ␗ᖖ࡞ⱞࠊ␗ᖖࡁࡧࡋ࠸㢼ㇺ
ࡽࡳ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㍍࠸ Epilepsie㸦⒯Ⓝ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 30

㒌ἓⱝࡣࠊ∗ぶࡢᗃ㟋ࢆయ㦂ࡋࡓ࠸࠺ࡇࢆྰᐃࡏࡎࠊࡑࢀࢆ⢭⚄ࡢኚㄪࡼࡿࡶࡢุ᩿ࡋ
ゎ㔘ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ∗ぶࡢヰࡣูࠊẕぶࡢ㛗࡛࠶ࡿ∗ࡢヰࡶఝࡓࡼ࠺࡞ヰࡀ࠶ࡿࠋ∗ࡣࠊⱝ࠸㡭ࡣ㠀
ᖖ㢌⬻᫂ᬓ࡛ࠊ⛉ᣲࡢ⟅ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓᩥ❶య࡛࠶ࡿඵ⫤ᩥࡀᚓព࡛࠶ࡗࡓࡑ࠺ࡔࡀࠊྜ᱁ࡋ
࡚⚽ᡯࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ࡞ࢀ࡞ࡗࡓࠋᙼࡣ㝈ᗘ࠸࠺ࡶࡢࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠊヨ㦂つ⠊ࢆ≢ࡋࠊせ
ồ௨ୖࡢᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ே≀࡛࠶ࡗࡓࠊ㒌ἓⱝࡣグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ∗ࡣࠕࡓࡋ᪩
Ⓨᛶ⑵࿈㸦Dementia Praecox㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠖࠊ
ࠕᙼࡢࡇࡢẼࡣᚋ࡞ࡿᜏᖖⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ 31ࡢࡔࠋࡑࡢᙼࡀᮅࡽᬌࡲ࡛ࠗ㔠๛⤒࠘ࢆၐ࠼࡚⦆៏Ṍࡃጼࡢᚋࢁࢆࠊᗂ࠸㒌ἓⱝ
ࡓࡕࡣࡘ࠸࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡑࡢ∗ࡢጼࢆ┿ఝࢆࡋࡓ࠸࠺ࠋࡑࡢጼࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

 ⚾ࡢീࡔࡀࠊᙼࡢ┠ࡢ๓ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ࠸ࡘࡶఱ㨣⚄ࡢᗁᙳࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࠶
ࡿࡲ࠸ࠋᙼࡣ࠶࠶࠸࠺⡆༢࡞ࢃࡅࡢࢃࡽࡠ࠾ࡲࡌ࡞࠸ࠊ㑧㨣ࢆࡣࡽ࠺㨱ຊࡀ࠶ࡿಙࡌ
࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ 32

 ∗ࡀᗃ㟋ࢆಙࡌ࡚࠸ࡿ࠸࠺᰿ᣐࡣࠊᙼࡽᗃ㟋ࡢヰࢆ⪺ࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ∗ࡢ
ゝືࡀ␗ᖖ࡛࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊࠕᙼࡣᗃ㟋ヰࢆጞࡵࡿࠊヰࡣ➽㐨ࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊ⇕୰ࠖ
ࡋࡓヰࡋࡪࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢヰࡣ✀ᮏࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣࠗᏊㄒ࠘ࡸࠗ㜀ᚤⲡᇽ➹グ࠘࡞࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶᙼࡢゝືࡣ␗ᖖ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎグ᠈ຊࡣ☜࡛࠶ࡗࡓࡇࡀグࡉࢀࠊḟࡢࡼ࠺
ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇ࠺࠸࠺⚄⤒⣔⤫ࡢḞ㝗ࡣ࠶ࡿ࠸ࡣ∗ࡢ࠺ࡢẕ⣔ࡽఏࢃࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⭡㐪࠸
ࡢጒ࡛࠶ࡿ⚾ࡢẕࡣࡇ࠺࠸࠺㊧ࡣ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕᘵጜጒඵேࡶఱࡶ␗ᖖࡣ࡞
࠸ࠋ 33

ࡇࡢ∗ࡘ࠸࡚ࡶᙼ⮬㌟ࡣఱぢ࠼࡚࠸ࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣྰᐃࡏࡎࠊ⢭⚄ࡢ␗ᖖࡋ࡚㒌ἓ
ⱝࡀデ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ∗௨እࡶࠊ
ࠕࡓࡋ୍✀ࡢ㌄㸦Mania㸧ࡔࡗࡓࠖ⪅
ࡀ࠾ࡾࠊ㨣⚄ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㏞ಙࢆಙࡌࡿேࠎࡀ㌟㏆࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋᙼࡽࡢࡑࡢࡼ࠺࡞ᛮ
㆟࡞య㦂ࢆࠊ㒌ἓⱝࡣ㨣⚄ࡀぢ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࢆྰᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࡗ࡚సࡾヰࡋ࡚࡛ࡓ
30
31
32
33

ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦

㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘24 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘25 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘26 㡫ࠋ
㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘26 㡫ࠋ
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ࡽࡵࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿゎ㔘ࡍࡿࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ་Ꮫⓗ▱㆑ࡋ࡚ࡑࢀࢆ⢭⚄ᝈࡋ࡚ᤊ࠼⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡶࠊ᫂ᮇࡣすὒ་Ꮫⓗ▱㆑ࢆ✚ᴟྲྀࡾධࢀࡘࡘࡶࠊ៰౫ࡸ≴៰ࡁ࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞㌟
యほࡸ⢭⚄ほ⮬యࢆྰᐃࡋ࡞ࡗࡓࡇࢆඛࡢబ⸨Ặࡣᣦࡋ࡚࠸ࡿ

34ࠋࡇࡢᣦࡣ㒌ἓⱝࡢᤊ࠼᪉

ྠࡌゝ࠼ࡼ࠺ࠋ㒌ἓⱝ⮬㌟ࡣࠕ⚾ࡓࡕᘵጜጒඵேࡣఱࡶ␗ᖖࡣ࡞࠸ࠖᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ᐇ㝿ࡣࡇࡢ⮬ఏࢆグࡋࡓ 1929 ᖺࡼࡾ㐳ࡿࡇ 1915 ᖺࡢ␃Ꮫᮇࠊ⮬ẅࢆ⪃࠼ࡿࡢ㔜࠸⚄⤒
⾶ᙅ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚⢭⚄ࡢኚㄪ࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊ⾑⦕⪅⢭⚄ᝈࡢ⪅ࡀ㌟㏆Ꮡᅾࡋ࡚
࠸ࡓ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣỴࡋ࡚ே࡛ࡣ࡞ࡗࡓ㐪࠸࡞࠸ࠋ
ᑀࢁࠊ㒌ἓⱝࡗ࡚㨣⚄ࡢୡ⏺ࡣࠊᚋᙼࡢ⯆࠶ࡿ⚄ヰࡢୡ⏺ㄏ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡑࢀࡣྠࠊ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣ㌟ࡢ◚⁛ࢆㄏᘬࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⏽ᛧࡢឤࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡋࡓ㒌ἓⱝࡣࠊ⮬㌟ࡢ⢭⚄ࡢࡼ࠺ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳㸬▂ࡼࡿࠗⲮᏊ࠘ࡢⓎぢ
㒌ἓⱝࡣࠊ1912 ᖺ 3 ᭶ 3 ᪥㸦ᪧᬺ 1 ᭶ 15 ᪥㸧ᪧᘧࡢ⤖፧ࢆࡋࡓࠋ㢦ࡢ▱ࡽ࡞࠸┦ᡭࡢࡾẼ
ࡣゝ࠼࡞࠸⤖፧๓ኪࠊ୍ே࡛ᗋᑵ࠸ࡓࠊ⮬㌟ࡢ↓ᖖࢆグࡋࡓ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࡣࠊࠕ⚾ࡀࡼ
ࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓᮏࡣࠗⲮᏊ࠘
ࠗᴆ㎡࠘
ࠗᩥ㑅࠘
ࠗྐグ࠘
ࠊཝᗄ㐨ヂࡢࠗኳ₇ㄽ࠘
ࠗ⩌Ꮫ⫒ゝ࠘ࡔࡗࡓࠖ35グ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚰࡀᬕࢀ࡞࠸≧ែ࡛㒊ᒇᡠࡗࡓ㒌ἓⱝࡢ┠ᫎࡗࡓࡢࡣࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ␒┠ࡢ᎑࡛࠶
ࡿ᎒ࡢ㖄➹⏬࡛࠶ࡗࡓࠋᙼዪࡣ㒌ἓⱝྠ࠸ᖺ࡛Ẽᚰࡶ▱ࢀࠊ⮬ศࡢ㈇ࡅࢇẼࡢᙉࡉࢆᣦࡍࡿ
ࠊ㒌ἓⱝࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓே≀ࡋ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿ

36ࠋࡑࡢ᎒ࡣࠊ㒌ἓⱝࡀ⭠ࢳࣇࢫ࡛

ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡓ㡭ࢆྠࡌࡃࡋ࡚⭠ࢳࣇࢫ⨯ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ⏘〟⇕࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⏕๓ࡢ㠃ᙳࢆ
ᥥ࠸ࡓ㖄➹⏬ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊ㒌ἓⱝࡣ୍ᒙᐢࡋࡉࡀເࡗࡓࠋࠕ⚾ࡣᗪᡣࡣ࠸ࡾࠊⷧᬯ࠸⳯✀Ἔࡢ࠶
ࡾ࡛ࠊࡶ࠺୍ᗘࡑࡢ⏬ീࢆぢࡓࠋ᎒ࡢᵝᏊࡣ࠸ࡘࡶࡢ࠾ࡾ㠀ᖖࡉࡧࡋࡑ࠺࡛ࠊ┱ࡢࡼࡏࡓ
ࡀ࠸ࡗࡑ࠺ࡁࡘࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࠖ 37ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⚾ࡣ᭹ࢆࡠࡂࠊᡭ㏆࡞ᮘࡢୖࡽࠗⲮᏊ࠘
ࢆࡿࠖ 38ࡀࠊࠕࡋࡤࡽࡃᏐ㠃ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊẼᣢࡕࡀⴠࡕ╔ࡎࠊࡲࡓᮏࢆ࠺ࡾฟࡋ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠖ 39グࡍࠋ⯺ࡢ㠃ᙳࡀࡁࡘࡃぢ࠼ࡓࡢࡣࠊ㒌ἓⱝࡢᚰࢆぢᢤ࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡓࡽ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ὀ┠ࡍࡁࡣࠊ㒌ἓⱝࡀᨺࡾฟࡋࡓ᭩⡠ࡀࠗⲮᏊ࡛࠘࠶ࡾࠊ
ࠗⲮᏊ࠘ᩧ≀⠍ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࢃࡊࢃࡊ
᫂グࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ༡㒌Ꮚ⥏㞏ช⪋ᆘ㸦༡㒌Ꮚ⥏ࠊᮘ㞃ࡾ࡚ᆘࡍ㸧
ࠖጞࡲࡿࡇࡢ⟠ᡤࡣࠊᆘ
ᛀࡼࡿ▂≧ែࢆㄒࡿ୍⠇ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋୡࡢឤぬࡸ⪃࠼ࢆᤞ࡚࡚ࠊ⮬↛୍
యࡍࡿቃᆅࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ㒌ἓⱝࡣࠊ⮬ศࡢᵝࠎ࡞ឤࢆඞ᭹ࡋ࡚ᚰࡢᖹ✜ࢆᚓ
34
35
36
37
38
39

బ⸨㞞ᾈࠗ⢭⚄ᝈゝㄝࡢṔྐ♫ᏛɆࠕᚰࡢࠖࡣ࡞ࡐὶ⾜ࡍࡿࡢ࠘➨❶ 105㹼106 㡫ࠋ
ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘㸦ᖹซ♫ᮾὒᩥᗜ㸪1968 ᖺ㸧16 㡫ࠋ
ࠗ⚾ࡢᗂᑡᖺ௦ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 1࠘136 㡫ࠋ
ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘17 㡫ࠋ
ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘17 㡫ࠋ
ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘17 㡫ࠋ
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ࡓ࠸࠸࠺ᙉ࠸Ẽᣢࡕ⭡࡛࠶ࡗࡓࡇࢆグࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊᐇ㝿ᙜࡑࡢ⟠ᡤ
ࢆㄞࢇࡔ࠺ࡣᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚋ࡞ࡗ࡚⮬ఏࢆ᭩ࡃ࠶ࡓࡾࠊࡇࡢࠗⲮᏊ࠘ࡢᩧ≀⠍ࢆࡇࡇ
ᢞධࡍࡿࡇ࡛ࠊᚰࡢᖹ✜ࢆᚓࡓࡗࡓ࠸࠺ࡇࢆᙉࡃ⾲⌧ࡋࡓࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠗⲮᏊ࠘ࡢ⢭⚄ⓗ࡞ቃᆅࡀࠊᙜࡢ㒌ἓⱝࡗ࡚ࠊ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣ☜࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࡶ㒌ἓⱝࡣࠊⱝ࠸㡭ࡣࠗⲮᏊ࠘ࡢ㞝ዑᨺ࡞ᩥ❶ࡀዲࡁ࡛࠶ࡗࡓグࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊඛᣲ
ࡆࡓࠗⲮᏊ࠘ࡢ᥋ࡋ᪉ࡣࠊᚰࡢᖹ✜ࢆᚓࡼ࠺ࡋ࡚ᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࢆグࡍ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࠊᚰࡢᖹ✜ࢆᚓࡿࡓࡵࡢಟ㣴ࡋ࡚ࡢࠗⲮᏊ࠘ࢆࠊ㒌ἓⱝࡣ᪥ᮏ␃ᏛᮇⓎぢࡍࡿࠋ
㒌ἓⱝࡣࠊࠗ㐀༑ᖺ࠘ࠊỗ⚄ㄽࡢᛮ㏆࡙࠸ࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࠊࡲࡎࢱࢦ࣮ࣝ㸦Rabindranath
Tagoreࠊ1861㹼1941㸧ࢤ࣮ࢸ㸦Johann Wolfgang von Goetheࠊ1749㹼1832㸧ࢆዲࢇࡔࡇࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋࢱࢦ࣮ࣝࡽࣥࢻࡢྂ௦リே࡛࠶ࡿ࢝ࣅ࣮ࣝ㸦.DEūUࠊ1440㸽㹼1518㸽㸧ࠊࢤ࣮ࢸ
ࡽࢫࣆࣀࢨ㸦Baruch De Spinozaࠊ1632㹼1677㸧ᛮࡢᖜࡀᣑࡀࡗࡓࡇࢆグࡋࠊࡑࡇࡽࠕᅜ
እࡢỗ⚄ㄽᛮ᥋㏆ࡋࡓࡇ࡛ࠊᑡᖺࡢࡇࢁዲࢇࡔࠗⲮᏊ࠘ࢆⓎぢࡋࡓࠖ 40グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⲮᏊࡢᛮࡣ୍⯡ࡣ↓⩏⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ࡣᙼࡣࢫࣆࣀࢨࡁࢃࡵ࡚㏆࠸ᛮ
࠺ࠋᙼࡣᏱᐂ≀ࢆ୍ࡘࡢᐇᅾࡍࡿᮏయࡢ࠶ࡽࢃࢀ⪃࠼ࡿࠋேࡣࡇࡢᮏయࢆయ㦂ࡋࠊ≀ࢆ୍
యぢ࡞ࡋࠊಶయࡢ⚾ḧ⚾ᛕࢆ㝖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚⏕ࢆ㣴࠼ࡤᖹ㟼ࡓࡾ࠼ࠊࡇࢀ
ࡼࡗ࡚ᨻࢆ⾜࠼ࡤதࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࡴࡋࢁᏱᐂ⩏⪅࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡢᩥ➹ࡣࠊ⚾ࡢぢࡿࡇࢁࡼࢀࡤࠊ୰ᅜࡢྂᩥ୰࡛ྂ⊂Ṍࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 41

㒌ἓⱝࡣࠊᏱᐂ≀ࢆ୍యࡳ࡞ࡍᛮࢆⲮᏊࢫࣆࣀࢨࡢ᪉ㄆࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࡶⲮᏊ⋤
㝧᫂㸦1472㹼1529㸧ࡢᛮࡢඹ㏻Ⅼࡶぢࡘࡅࠊḟࡢࡼ࠺ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ

⋤㝧᫂ࡢᛮࡣ⚙⌮ࢆᮏ㉁ࡋ࡚൲ᐙࡢ⾰

ࢆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊᐇࡣⲮᏊ␗࡞ࡿ

ࡇࢁࡣ࡞࠸ࠋᙼࡣⲮᏊࡢᮏయࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㐨ࠖࢆࠊ
ࠕⰋ▱ࠖྡࡋࠊ୍᪉࡛ࡣ㟼ᗙࢆᙇࡋ࡚ࠊ
ࠕⰋ▱ࠖࡢయ㦂ࢆồࡵࠊ୍᪉࡛ࡣᐇ㊶ࢆᙇࡋ࡚ࠊ▱⾜ྜ୍ࡢ⏕άࢆồࡵࡿࠋࡑࡢฟⓎⅬࡣၥ㢟
ࡣ࠶ࡿࡋ࡚ࡶࠊᙼࡢࠕ࠾࠸࡚㘐☻ࡍࡿࠖ࠸࠺ᙇࡣ୍ษࡢ⋞Ꮫᐙ

42ࡢṍ᭤ࢆᩆ࠺༑

ศ࡛࠶ࡿࠋ 43

ⲮᏊࡢࠕ㐨ࠖࢆ⋤㝧᫂ࡢࠕⰋ▱ࠖゎ㔘ࡍࡿࡇࡣࠊ㒌ἓⱝ⊂⮬ࡢ⪃࠼᪉࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡓ
ࡔࡶࡃ୧⪅ࡢᛮࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊ㒌ἓⱝࡣࢫࣆࣀࢨࢆ፹ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⋤㝧᫂ࢆ㏻ࡋ࡚ⲮᏊࢆⓎぢࡋࡓࠋⲮᏊࡢⓎぢࢆಁࡋࡓ⋤㝧᫂ࡢฟ࠸ࡣࠊ1915 ᖺࡢᮾிࡢྂ
40
41
42
43

ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘149 㡫ࠋ
ࠗ⥆㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 3࠘18 㡫ࠋ
ࠗ⥆㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 3࠘19 㡫ࠋ⋞Ꮫᐙࡣࠕ୍✀ࡢ⚄⛎⩏ⓗ✵ㄽᐙࠖࡢὀグࡀ࠶ࡿࠋ
ࠗ⥆㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 3࠘18 㡫ࠋ
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ᮏᒇ࡛ࠗ⋤ᩥᡂබ㞟࠘ࢆᡭࡋࡓࡇࡼࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㒌ἓⱝࡣ⋤㝧᫂ࡀ㟼ᆘࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ
ࢆ▱ࡗࡓࠋᙜࠊ⚄⤒⾶ᙅ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡓ㒌ἓⱝࡣࡇࢀࢆᡭᮏࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1915 ᖺ 10 ᭶ࡢ᭩⡆
ḟࡢࡼ࠺☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ⚾ࡣᒸᒣ᮶࡚ࡽẖ᪥ࠊ㉳ᒃ㣧㣗ࢆつ๎ṇࡋࡃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡇ⾲♧ࡍࢀࡤḟࡢࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡍࠋ
    ༙㉳ᗋࠋ
    ༙ࡽභ༙ࡲ࡛㢦ࢆὙࡗ࡚ṑࢆ☻ࡁࠊ෭Ỉᾎ୍ᅇࠋ
    භ༙ࡽࡲ࡛㟼ᆘࠋ
    ࠊᮅ㣗ࠋ
    㸦୰␎㸧
    ኤ㣗ᚋࡈࢁᩓṌࡍࡿࠋ
    ࡽ༑ࡲ࡛ࠊ⩦ண⩦ࠋ
    ༑༑ศࠊ㟼ᆘࡋ࡚ᚋࠊᑵᐷࠋ
  ẖ᪥ࡇࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋᑡࡋ㐪࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡰࡇࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋ 44

ࡇࡇ࡛㒌ἓⱝࡣ㟼ᆘࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᒸ⏣㑻

45ࡼࡗ࡚⪃ࡉࢀࡓࠕᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲࠖ

ࡤࢀࡿ▂ἲ࡛࠶ࡿࠋ㒌ἓⱝࡣࠗ⋤ᩥᡂබ㞟୍࠘⥴ࠊ1912 ᖺฟ∧ࡉࢀᙜ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
࡛࠶ࡗࡓᒸ⏣㑻ࡢࠗᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲ࠘࠸࠺᭩≀ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊ1925 ᖺ᭩ࢀ
ࡓࠕ⋤㝧᫂♩㈶ࠖヲࡋࡃグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍㧗➼Ꮫᰯண⛉ࢆ༞ᴗᚋࠊᴟᗘࡢ⚄⤒⾶ᙅ㝗ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣືࡀࡋ࡚⬚㒊③ࡳࡀ࠶ࡾࠊẖ᪥୕㛫ࡽᅄ㛫࠸࠺╧╀㞀ᐖ㝗ࡾࠊᝏክⱞࡋࡳࠊ
᭦ࡣⴭࡋ࠸グ᠈ຊࡢపୗࡶ㉳ࡇࡗࡓࠋᝒほⓗ࡞ࡇࡤࡾ⪃࠼࡚⮬ẅࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ 1915
ᖺ 9 ᭶ࠗ⋤ᩥᡂබ㞟࠘ࢆഅ↛㈙࠸ồࡵࡓࠋࡑࡇ᭩ࢀ࡚࠸ࡿ⋤㝧᫂ࡢ㟼ᆘᛮ࠸ࢆᕠࡽࡋࠊ
ࠗᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲ࠘ࢆ㉎ධࡋ࡚㟼ᆘࢆ㛤ጞࡋࡓ࠶ࡿࠋࡑࡢ᪥ㄢࡣࠊඛグ㍕ࡋࡓ᭩⡆ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ
㉳ᗋᚋᑵᐷ๓୕༑ศࡢ㟼ᆘࢆ⾜࠸ࠊࠗ⋤ᩥᡂබ㞟࠘ࢆ༑㡫ㄞࡴࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊ╧╀㛫ࡀᘏࡧࠊክࢆぢࡿࡇࡶῶࡾࠊືࡶ㏻ᖖࡶࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㌟యⓗ࡞ຠ⏝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ྠ⢭⚄ୖࡶࡁ࡞ᗈࡀࡾࡀ࠶ࡗࡓ࠶ࡿࠋ

44

ࠗ㒌ἓⱝ ᱜⰼ᭩⡆ɆɆ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡀぢࡓṇ௦࠘㸦㧗㡰㞝࣭⸨⏣㑣࣭Ṋ⥅ᖹヂ㸪ᮾிᅗ᭩ฟ∧㸪
2005 ᖺ㸧
45 ᒸ⏣㑻㸦1872㹼1920㸧ࡣࠊ⮬ᕫ㘫㘐ࡋ࡚ࡢ㟼ᆘࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫࢆぢࡘࡵࡿ࠸࠺⢭⚄ಟ㣴ἲ࣭ᗣἲࢆ
ၐ࠼ࡓࠋ᫂ࡽᮇࡅ࡚ࡣࠊ⸨⏣ᘧᜥᚰㄪࠊᮌᘧ⭡ᘧ྾࠸࠺㟼ᆘ㛵ಀࡍࡿಟ㣴ἲࡀ┒ࢇ
࡞ࡗࡓᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛ᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲࡣ▱㆑㝵⣭ᒙࡶᗈࡃᾐ㏱ࡋࡓࡀࠊᒸ⏣ࡀᅄ༑ඵṓ࠸࠺ⱝࡉ࡛ஸ
ࡃ࡞ࡗࡓࡇᚋ⥅⪅ࡀ⫱ࡓ࡞ࡗࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊḟ➨ᗫࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ㒌ἓⱝࡣ 1915 ᖺࠗᒸ⏣ᘧ㟼ᆘ
ἲ࠘ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡽ⪃࠼ࡿࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡢࡕࡻ࠺ࣈ࣮࣒ᮇ࠶ࡓࡿࠋ㒌ἓⱝࡣࡑࡢᚋࡶࠊࡎࡗ
ᗣἲࡋ࡚㟼ᆘࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㒌ἓⱝࡢ㟼ᆘࡘ࠸࡚࿃ጔ㔜ࡸ୰ᔱ㝯⸝ࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ࡑࢀࡲ࡛⚾ࡢ┠ࡢ๓ࡢୡ⏺ࡣືࡁࡢ࡞࠸ᖹ㠃ⓗ࡞⤮⏬࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ࠸ࡓࡗ࡚⏕ࡁ⏕
ࡁࡋ࡚ࠊ❧యⓗ࡞ࡾࠊࡑࢀࡀࡲࡿ࡛Ỉᬗࡢࡼ࠺ᚭᗏࡋ࡚ࡁࡽࡁࡽࡋ࡚ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓࠋ⚾ࡣࡶࡶࠗⲮᏊ࠘ࢆㄞࡴࡢࡀዲࡁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡓࡔᩥ❶⾲⌧ࢆ㚷㈹ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊࡑࡢព
ෆᐜࡣ࠺࡛ࡶࡼࡃࠊࡲࡓ⌮ゎࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࡇࡇཬࢇ࡛ࠊ⚾ࡣࠗⲮᏊ࠘ࡢ
ᮏ㉁ࢆぢᢤ࠸ࡓࠋ⚾ࡣࠕ㐨ࠖࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿࡢࠊ
ࠕࠖࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿࡢࢃࡗࡓࠋ⚾ࡣࡇࡇ
ࡽ⪁Ꮚᑟࢀࠊ൲ᩍဴᏛᑟࢀࠊ༳ᗘဴᏛᑟࢀࠊ㏆ୡึᮇࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ၏ᚰὴࡢㅖဴ
Ꮫ⪅ࠊ≉ࢫࣆࣀࢨᑟࢀࡓࠋ⚾ࡣࡇࡢࡼ࠺ࡋ୍࡚ࡘࡢඵ᪉ࡁࡽࡁࡽගࡿᙧ⪋ୖࡢⲮ
ཝ࡞ୡ⏺ࢆⓎぢࡋࡓࠋఱࡶࡏࡎ᭶᪥ࡣ⤒ࡕඵᖺࡀ㐣ࡂࡓࠋ
ࠗ⋤ᩥᡂබ㞟࠘ࡣභᖺ๓ேΏ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㟼ᆘࡢᐇ㊶ࡶ㏆㡭ࡣỴࡲࡗࡓ㛫ࡍࡿࡇࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊ⋤㝧᫂ࡢᙳ㡪ࡣ⚾
ࡢ⬻῝ࡃ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊᒸ⏣ᘧࡢୗẼࢆࡵࡄࡽࡏࡿᕤኵࡣ⚾ࢆᖖ┠㓰ࡵࡉࡏࠊ⚾
ࡢ㌟యࡣྠᖺ௦ࡢ୰࡛ࡶࡲࡔᐇࡋ࡚࠸࡚ࠊ⚾ࡢ⢭⚄ࡣ㈋ஈࡢ୰࡛ࡶࡲࡔ✜ࡸ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡣ㟼ᆘࢆᏛࢇࡔࡇ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸

46ࠋ

ࡇࡇ࡛ࡣ㟼ᆘ࠸࠺㌟యⓗ࡞ᐇ㊶ࢆᇶ┙ࡋ࡚ࠊ㒌ἓⱝᐇ㝿㉳ࡇࡗࡓ࠶ࡿ✀ࡢ⚄⛎ⓗ࡞య㦂ࡀ᫂
ゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ║๓ᗈࡀࡿୡ⏺ࡀࠊỈᬗࡢࡼ࠺❧యⓗࡁࡽࡁࡽぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ
࠸࠺ᥥࡣࠊ
ࠗዪ⚄࠘㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕගࠖࡢᥥ㏻ᗏࡍࡿ

47ࠋࡲࡓࠗዪ⚄࠘ࡣࠕ୕ேࡢỗ⚄

ㄽ⪅ࠖ࠸࠺సရࡀ࠶ࡾࠊࡇࡇⓏሙࡍࡿỗ⚄ㄽ⪅ࡣࠊⲮᏊ࣭ࢫࣆࣀࢨ࣭࢝ࣅ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ༢
᭩≀ࡽᚓࡓ▱㆑࡛సࡋࡓ࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㒌ἓⱝ⮬㌟ࡀ㟼ᆘࢆ㏻ࡌ࡚ỗ⚄ㄽ⌮ゎᇶ࡙࠸ࡓ
ࡶࡢࡔ࠸࠺ࡇࡀࢃࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᗂᑡᮇ⌮ゎฟ᮶࡞ࡗࡓグࡋࡓࠗⲮᏊ࠘ࢆࠊ㟼ᆘ࠸࠺▂ἲࡢᐇ㊶ࡼࡾࠊ㌟
యⓗ࡞య㦂࡛⌮ゎࡋࡓࡇࡣࠗዪ⚄࠘࠾ࡅࡿ⾲⌧ࡸᛮࡢᇶ┙ࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ྠࡌࡃࠊ㟼ᆘࢆࡋ࡚㌟యࢆ㘫⦎ࡋࡼ࠺ࡋࡓ᪥ᮏேᐑἑ㈼㸦1896㹼1933㸧ࡀ࠸ࡿࠋ1912㸦
ṇඖ㸧ᖺ 11 ᭶ 3 ᪥ࡢࠗᒾᡭ᪥ሗ࠘బࠎᮌ㟁║ࡢࠕ㟁☢ᘧ㟼ᆘἲࡣࠖ࠸࠺グࢆᐑἑ㈼ࡣㄞ
ࢇ࡛ࠊ⩣᪥ 4 ᪥∗ᨻḟ㑻ᐄ࡚ࡢ᭩⡆㟼ᆘἲࡘ࠸࡚グ㏙ࡀ࠶ࡿࡇࡸࠊᚰ⌮Ꮫࡢ᥋Ⅼࡘ࠸࡚
ࡣ᪤ᒣ᰿▱ᏊẶࡀㄽࡌ࡚࠸ࡿ

48ࠋ᪂ࡋ࠸⛉Ꮫࡋ࡚⤂ࡉࢀࡓᚰ㟋⛉Ꮫࡸദ╀⾡ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ࡶ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㡭ࡣ⛉Ꮫ࠸࠺ㄆ㆑ࡢ୰࡛ദ╀⾡ࡸᚰ㟋Ꮫ࡞ࡀከࡃࡢேࠎᾐ㏱ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ᐑἑ㈼ࡀദ╀⾡ࡸ㟼ᆘ࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ㌟ᚰࡢᗣࢆྲྀࡾᡠࡍࡶࡢࡢ୍
ࡘࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1912 ᖺࡢ∗ᐄࡢ᭩⡆ࡢ୰࡛ࠊᐑἑ㈼ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

 㟼ᗙ⛠ࡍࡿࡶࡢᴟጁࡣᩍࡢ᭱ᚋࡢ┠ⓗࡶ୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾㄝࢀᑠ⏕ࡶ⪺ࡁᄿࡾ

46

ࠗᩥⱁㄽ㞟࠘㸦ேẸᩥᏛฟ∧♫㸪1979 ᖺ㸧42 㡫ࠋࠕ⋤㝧᫂♩㈶ࠖ
ࠋ
ᣋ✏ࠕ㒌ἓⱝᐑἑ㈼ Ɇリே⛉ᏛɆࠖ㸦
ࠗ㒌ἓⱝࡢୡ⏺࠘ᒾబᫀᬿ࣭⸨⏣㑣࣭Ṋ⥅ᖹ⦅ⴭ㸪ⰼ᭩㝔㸦⚟
ᒸ㸧㸪2010 ᖺ㸧
48 ᒣ᰿▱Ꮚࠕᐑ⃝㈼ࠕᡈࡿᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ࡢᗘࠖྠ௦ࡢᚰ⌮Ꮫࡢ᥋Ⅼࠖ
㸦
ࠗᐑ⃝㈼ࡢ῝ᒙ࠘ᑠᯇᙪ
⦅㸪2012 ᖺ㸪ἲⶶ㤋㸧
47
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ㄞࡳࡌࡾࡢᩍࢆ௨࡚ᶓࡸࡾධࢀ⏦ࡋೃࡶ࠸ࡶ┿⌮࡞ࡿࡸ࠺Ꮡࡌ⏦ࡋೃࠋ
㸦ᚚ➗
ࡦୗࡉࡿ࡞㸧ࡶࡋ᪥ᐇぢೃࡸ࠺ࡢ㟼ᗙࢆᑠ⏕ࡀᗘࡢఇࡳ㏌࡞ࡋᚓࡿࡸ࠺࡞ࡾೃࡣ
ᚲࡎࡸⓙᵝࢆ┈ࡍࡿ୍ࡢࡇ࡚ࡣࡇࢀ࡞ࡋᏑࡌೃࠊᑠ⏕ࡢ➽㦵ࡶࡋ㕲ࡼࡾࡶሀࡃ
ࡶ࡞ࡃ↹ࡶ࡞ࡃೃࡣࠋ 49

ᐑἑ㈼ࡀࠕࡶ࡞ࡃ↹ࡶ࡞ࡃࠖࡍࡇࡢ࡛ࡁࡿࠊᗣࢆᅇࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡋ࡚ࡢ㟼ᆘἲ
ࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࡇࡇࡽ❚ࢃࢀࡿࠋᙜࠊ⚄⤒⾶ᙅࢆᛌࡉࡏࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ
1903 ᖺ㡭ࡽὶ⾜࡞ࡿദ╀⾡ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋദ╀⾡ࡀࠊᚰ⌮Ꮫ࠸࠺⛉Ꮫࡢ୍ࡘࡋ࡚⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓ௦࡛࠶ࡗࡓࠋ⚟᮶ྜྷ㸦1869㹼1952㸧ࡀᮾிᖇᅜᏛ࡛ㅮᗙࢆᣢࡕࠊ᭦ᛕࡸ㏱ど࠸
࠺ᚰ㟋Ꮫ࠸࠺ࠊᙜࡋ࡚ࡣ᪂ࡋ࠸⛉Ꮫࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡓᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᗣἲࡋ࡚ᡈ࠸ࡣẼ
⒪ࡢ᪉ἲࡋ࡚ദ╀⾡ࡸㄪᜥࡸ㟼ᆘ࠸ࡗࡓࠊᡤㅝ྾ἲࡀᾐ㏱ࡋࡓ௦࡛࠶ࡗࡓࠋᒸ⏣ᘧ㟼ᆘἲ࣭
⸨⏣ᘧᜥᚰㄪἲ࣭ᮌᘧ⭡ᘧ྾ἲ࡞ከࡃࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊᙜ㟼ᆘࢆ୰ᚰࡋࡓ㌟య㘫⦎ἲࡀὶ
⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃࡿࠋᐑἑ㈼ࡀࡇࡢࡼ࠺㟼ᆘࡸᚰ㟋Ꮫ⯆ࢆᣢࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘᚰ⌮Ꮫࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢᚰ⌮Ꮫࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࠶ࡆࡓ⚟᮶ྜྷࡀ࣒࣭࢘ࣜࢪ࢙࣮࣒ࢬ㸦William Jamesࠊ1842
㹼1910㸧ࡢࠗᚰ⌮Ꮫ⢭⩏࠘ࢆ⩻ヂࡋࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊᙼࡢᚰ⌮Ꮫࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡣ᪤ඛ⾜
◊✲ࡀ࠶ࡿ

50ࠋᐑἑ㈼ࡀಙ௮ࡢୡ⏺㐍ࢇ࡛⾜ࡃࡇࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙼࡶࡲࡓ↹ࡋᗣ

Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ❺ヰࠕࡼࡔࡢᫍࠖࡢேබ࡛࠶ࡿࡼࡔࡀᕫࡢ⏕ࡁ᪉↹ࡋṚ
ྥࡗ࡚࠸ࡃᵝࡸࠊࠕ㞵ࢽ࣐ࣔࢣࢬࠖ࠶ࡿࠕኵࢼ࢝ࣛࢲࣤࣔࢳ㸭៣ࣁࢼࢡ㸭Ỵࢩࢸ╾ࣛࢬ㸭ࢶ
ࣔࢩࢷ࢝ࢽ࣡ࣛࢵࢸࣝࠖ࠶ࡿࡼ࠺ࠊᙼ⮬㌟ࡀ㌟ᚰࡢ↹࣭ᝈࡽࡢ⬺༷ࢆᚿࡍᵝࡀᥥࢀ࡚
࠸ࡿࠋᙼࡗ࡚ࡣ㌟ᚰࡢࡸ࡞≧ែࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࡇࡣࠊࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ㈼ࡢ㠀ᖖᙉ࠸᐀ᩍ౫Ꮡࡶ࠾ࡑࡽࡃࡣ⢭⚄ࡢၥ㢟㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸴㸬㒌ἓⱝࡢ୰ࡢ⢭⚄࠸࠺ၥ㢟ɆɆࠕኳࡢ≸ࠖࡘ࠸࡚
࡛ࡣࠊ㒌ἓⱝࡣࡢࡼ࠺࡞సရࢆసࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1920 ᖺ 2 ᭶ 7 ᪥ࠗ᪂ሗ࠘ห
ࠕᏛⅉࠖᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕኳ≸㸦ኳࡢ≸㸧ࠖࡣࠊᏱᐂࢆໟࡳ㎸ࡴࡶࡢࡋ࡚ࡢ⮬ᡃࢆ⾲⌧ࡋࡓసရࡋ
࡚ࠊᅄ௦ࡢ⢭⚄ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࡔࠊ࠸࠺ホ౯

51ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⸨⏣㑣ẶࡣࠊဴᏛ࣭⛉Ꮫࡢ

୧᪉㠃ࡽリࢆゎ㔘ࡋࡓୖ࡛ࠊᕞᖇᅜᏛ་⛉࡛Ꮫࢇࡔ⤒㦂ࠊ≉ゎ๗࠸࠺⛉┠ࡀ㒌ἓⱝ࠼

49

ࠗᰯᮏ ᐑἑ㈼㞟࠘13 ᕳ㸦⟃ᦶ᭩ᡣ㸪1974 ᖺ㸧
ጒࢺࢩࡀ᪥ᮏዪᏊᏛᰯ࡛Ꮫࢇࡔᚰ⌮ᏛࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣࠊᐑἑ㈼ࡢᚰ⌮Ꮫཷᐜᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋᚰ⌮Ꮫᐑἑ㈼ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣ᰿▱Ꮚࠕᐑ⃝㈼ࠕᡈࡿᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ࡢᗘࠖྠ௦ࡢ
ᚰ⌮Ꮫࡢ᥋Ⅼࠖ㸦
ࠗᐑ⃝㈼ࡢ῝ᒙ࠘ᑠᯇᙪ⦅㸪2012 ᖺ㸪ἲⶶ㤋㸧ࡸච⏣㈼ࠕᐑἑ㈼ࡢୡ⏺ࡢᚰ⌮Ꮫ
ⓗ⪃ᐹࠖ㸦
ࠗషᩍᏛᩍ⫱Ꮫ㒊ㄽ㞟࠘23㸪2012 ᖺ 3 ᭶㸧࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
51 ࠗ㒌ἓⱝྡリ㚷㈹㎡࠘
㸦⮪ඞᐙ⦅࣭୰ᅜᖹฟ∧♫ࠊ1993 ᖺ㸧ࡢࠕኳ≸ࠖࡢ㡯ࡸࠊṊ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ࡞
ࡢ㒌ἓⱝɆ᪥ᮏ␃Ꮫࡢ௦࠘
㸦ᕞᏛฟ∧ࠊ2002 ᖺ㸧ࠊ⸨⏣㑣ࡢ๓ฟㄽ⪃࡞ࡀࠊ⮬ᡃࢆ⾲⌧ࡋࡓసရࡋ
࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
50
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ࡓᙳ㡪ࡀィࡾ▱ࢀ࡞ࡗࡓࡇࢆᣦࡋࠊࡑࢀࡣ⮬↛⛉Ꮫࡋ࡚Ꮫࢇࡔ་Ꮫ࣭⛉Ꮫࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ
⮬↛ࡸ♫ᑐࡋ࡚᪂ࡋ࠸ど㔝ࢆᗈࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓㄽࡌࡓ

52ࠋࡲࡓࠊ㒌ἓⱝࡣ

1936 ᖺࠕᡃⓗ

సリⓗ⤒㐣࡛ࠖࠕリࡣసࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖᕫࡢసែᗘࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢែᗘὀ┠
ࡋࡓṊ⥅ᖹẶࡣࠊ㒌ἓⱝࡢࡇࡢែᗘࢆసရࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊリேࡢ⮬ᡃࡢᡂ㛗㐣⛬ࡀᥥࢀࡓసရ
࡛࠶ࡿศᯒࡋࡓࠋࡲࡓᙜࡢㄞ⪅ࡣࠕ᮰⦡ࡽゎࡁᨺࡓࢀࡓࠕ⮬ᡃࠖࡣࢇ࡞ࡶࡢࡣ₍↛ࡋ
࡚࠸࡚ࠊࡣࡗࡁࡾศࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕኳࡢ≸ࠖ࠸࠺సရࡼࡗ࡚ࡾฟࡉࢀࡓࠕ⊂❧ⓗࠊ⮬ⓗ࡞
ே᱁ࠖࢆࡶࡘࠕே㛫ࡢ⮬ᡃࠖീࡇࡑࠊࡑࡢ₍↛ࡋࡓࠕ⮬ᡃࠖࢆ࣓࣮ࢪࠖ 53ࡉࡏࡿࡩࡉࢃࡋࡗ
ࡓㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣูࠊᮤᛱẶࡣࡇࡢసရࡽࠊࣄࢫࢸ࣮ࣜ࠸࠺ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋᮤẶࡣࣄࢫࢸ࣮ࣜࡀࡶ
ࡶࡣዪᛶ≉᭷ࡢẼ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➨୍ḟୡ⏺ᡓᚋ㉳ࡇࡗࡓᜍᛧᚰࡽ⢭⚄␗ᖖࢆࡁࡓࡍᚋ
㑇ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ⏨ᛶࡶ⨯ᝈࡍࡿࡶࡢࡔࠊㄝ᫂ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ↔⇱ឤ↹ࡀಶேࡢయ㦂ࡢ㔜せ࡞
㒊ศ┤᥋㛵ࢃࡿࡶࡢࡔࡋࠊᮍᡂ࡞ⱝ⪅ࡢ⚄⤒⾶ᙅࡢ≧ែࢆ㉥〄ࠎ⥛ࡗࡓࠊ୰ᅜᩥᏛྐୖࡣࡌ
ࡵ࡚ᥥࢀࡓᩥᏛసရ࡛࠶ࡿㄽࡌ࡚࠸ࡿ

54ࠋ

ࡑࡢࠕኳࡢ≸ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗཎᩥࢆᥦ♧ࡋヂฟࡋ࡚ࡳࡿࠋ

   ኳ≸
㸦୍㸧
ᡃ୍᮲ኳ≸࿄㸟

⚾ࡣኳࡢ≸㸟

ᡃᢕ᭶᮶ྫ㸪

⚾ࡣ᭶ࢆ࿐ࡳ㎸ࡇࢇ࡛ࠊ

ᡃᢕ᪥᮶ྫ㸪

⚾ࡣ᪥ࢆ࿐ࡳ㎸ࡇࢇ࡛ࠊ

ᡃᢕ୍ษⓗᫍ⌫᮶ྫ㸪

࡚ࡢᫍࢆ࿐ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊ

ᡃᢕᏱᐂ᮶ྫࠋ

Ᏹᐂࢆ࿐ࡳ㎸ࢇࡔࠋ

ᡃ౽ᡃ㸟

⚾ࡣ⚾࡞ࡢࡔ㸟

㸦㸧
ᡃ᭶ᗏග㸪

⚾ࡣ᭶ࡢගࠊ

ᡃ᪥ᗏග㸪

⚾ࡣ᪥ࡢගࠊ

ᡃ୍ษᫍ⌫ᗏග㸪

⚾ࡣ࡚ࡢᫍࡢගࠊ

ᡃ X ග⥺ᗏග㸪

⚾ࡣ X ⥺ࡢගࠊ

ᡃᏱᐂᗏ Energy ᗏ⦻㔞㸟

⚾ࡣᏱᐂࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⥲㔞㸟

52

⸨⏣㑣ࠕ㒌ἓⱝࡢࠕኳ≸ࠖㄽࠖ
㸦ࠗᅜኈ㤋ᏛᩥᏛ㒊ேᩥᏛ⣖せ࠘36 ྕ,2003 ᖺ㸧
Ṋ⥅ᖹࠗ␗ᩥࡢ୰ࡢ㒌ἓⱝ࠘➨❶ 204 㡫
54 ᮤᛱࠕ“Ḵ᪁㏖㔛”ⓗᩥᏛྐពѹɆɆ㒌ἓⱝⓗ⮬ᡃᐃᡃԜሩ㒌ἓⱝⓗᐃࠖ
㸦
ࠗ㒌ἓⱝࡢୡ⏺࠘ᒾబᫀᬿ࣭⸨
⏣㑣࣭Ṋ⥅ᖹ⦅㸪2010 ᖺ 7 ᭶㸧
53
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㸦୕㸧
ᡃ㣕ዑ㸪

⚾ࡣ㉮ࡿࠊ

ᡃ≬ྉ㸪

⚾ࡣྉࡪࠊ

ᡃ⇞⇦ࠋ

⚾ࡣ⇞↝ࡍࡿࠋ

ᡃዴⅯⅆ୍ᶏᆅ⇞⇦㸟

⚾ࡣⅯⅆࡢࡼ࠺⇞↝ࡍࡿ㸟

ᡃዴᾏ୍ᶏᆅ≬ྉ㸟

⚾ࡣᾏࡢࡼ࠺ྉࡪ㸟

ᡃዴ㟁Ẽ୍ᶏᆅ㣕㊝㸟

⚾ࡣ㟁Ẽࡢࡼ࠺㉮ࡿ㸟

ᡃ㣕㊝㸪

⚾ࡣ㉮ࡿࠊ

ᡃ㣕㊝㸪

⚾ࡣ㉮ࡿࠊ

ᡃ㣕㊝㸪

⚾ࡣ㉮ࡿࠊ

ᡃᡃⓗ⓶㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢ⓶ࢆ࠸࡛ࠊ

ᡃ㣗ᡃⓗ⫗㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢ⫗ࢆ㣗ࡽ࠸ࠊ

ᡃ྾ᡃⓗ⾑㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢ⾑ࢆၮࡾࠊ

ᡃჶᡃⓗᚰ⫢㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢᚰ⮚⫢⮚ࢆჶࡳࠊ

ᡃᅾᡃ⚄⤒ୖ㣕㊝㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢ⚄⤒ࡢୖࢆ㉮ࡾࠊ

ᡃᅾᡃ⬨㧒ୖ㣕㊝㸪

⚾ࡣ⮬ศࡢ⬨㧊ࡢୖࢆ㉮ࡾࠊ

ᡃᅾᡃ⭔➽ୖ㣕㊝ࠋ

⚾ࡣ⮬ศࡢ⬻⚄⤒ࢆ㉮ࡿࠋ

㸦ᅄ㸧
ᡃ౽ᡃ࿄㸟

⚾ࡣ⚾࡞ࡢࡔ㸟

ᡃⓗᡃせ⇿㸟

⚾ࡢ୰ࡢ⚾ࡀ◚ࡍࡿ㸟

ࠕኳࡢ≸ࠖࡣ 29 ⾜ࡽᡂࡿసရ࡛࠶ࡿࡀࠊ⾜ࢃࡓࡗ࡚␚ࡳࡅࡿࡼ࠺ࠕᡃࠖࢆ㓄⨨ࡋࠊ
ࠕ⚾
ࡣᏱᐂࢆ࿐ࡳ㎸ࢇࡔࠖ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺ࠊ⮬ࡽᏱᐂࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏱᐂ⤖ࡧࡘ
࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀఱ࡛࠶ࡿࡢࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㒌ἓⱝࡣࠊ᭶ࡸኴ㝧ࡢࡼ࠺┠ぢ࠼ࡿග X ⥺
ࡢࡼ࠺┠ぢ࠼࡞࠸ග࡞ࠊᏱᐂࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㌟ࡋ࡚ࡢኳࡢ≸ࢆᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ኳ
ࡢ≸ࡀ⮬ศࡢ୰ධࡾ㎸ࢇ࡛ࠊ⚄⤒ࡸ⬨㧊ࡸ⬻⚄⤒ࢆ㏻ࡗ࡚㌟యࡢ㝮ࠎࡲ࡛⾜ࡁΏࡾࠊ⏕ຊࢆ⇞࠼
❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿㅻ࠺ࠋගࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞ࡗ࡚ࠕ⇞↝ࠖࡋࠊ
ࠕ⮬ศࡢ⚄⤒ࡢୖࢆ㉮ࡾࠊ⮬ศࡢ⬨㧊ࡢୖ
ࢆ㉮ࡾࠊ⮬ศࡢ⬻⚄⤒ࡢୖࢆ㉮ࠖࡗ࡚࠸ࡃᵝࠊ⚄⤒࣭⬨㧊࣭⬻⚄⤒ୖࢆࠕືࠖࡋ࡚ఏࢃࡗ࡚࠸ࡃᵝ
ࢆᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ║ぢ࠼ࡿග║ぢ࠼࡞࠸ගࡀືࡸ⇕࡞ࡾࠊᏱᐂ⮬ศࢆ⤖ࡧࡘࡅ
࡚࠸ࡿࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢసရ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠕ⚄⤒ࠖ
ࠕ⬨㧊ࠖ
ࠕ⬻⚄⤒ࠖ࠸࠺ㄒᙡࡣ༢㒌ἓⱝࡀᙜࠊᕞᖇᅜᏛ
࡛་ᏛࢆᏛࢇࡔࡽࡔࡅࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋ
᫂࠸࠺௦ࠕ⬻ࠖࡢࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࠋ▼ཎ༓⛅Ặࡼࢀࡤࠊ⬻㌟యࡢᗣࡀᐦ᥋㛵ࢃࡾࠊ
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ࡑࡢࡓࡵᗣࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡶࠊ
ࠕ⬻ࠖᑐࡍࡿ⛉Ꮫ▱㆑ࡀᙜᗈࡃᩜ⾝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ

55ࠋ

࠼ࡤࠊኟ┠ₙ▼ࡢࠗࡑࢀࡽ࠘ࡀࠕ⬻ࠖ࠸࠺ㄒᙡࡀᒖࠎฟ࡚ࡃࡿࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋேබ
௦ຓࡢ᪥㓉࠸ࡀᥥࢀࡓḟࡢ⟠ᡤࡀࡑ࠺ࡔࠋ

 ⩣᪥║ࡀむࡵࡿࠊ౫↛ࡋ࡚⭔ࡢ୰ᚰࡽࠊ༙ᚏࡢ㐪ࡗࡓᅭࡀࠊ㢌ࢆ㔜ษࡘ࡚ࢄࡿᶏ
࡞ᚰᣢࡀࡋࡓࠋ᪁࠺பࡩ௦ຓࡣࠊ㢌ࡢෆഃእഃࡀࠊ㉁ࡢ␗࡞ࡘࡓษࡾ⤌ࡳ⣽ᕤ࡛ฟୖࡘ
࡚ࢄࡿࡋឤࡌᚓࡽࢀ࡞࠸Ⓑ࡞ࡘ࡚ࢄࡓࠋኵ࡛⬟ࡃ⮬ศ࡛⮬ศࡢ㢌࠶ࡓࡲࢆࡘ࡚ࡳ࡚ࠊ
ࡘࡢࡶࡢࢆΰࡐࡸ࠺ຊࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦୰␎㸧
ᖾࡦࠊ௦ຓࡣ࠸ࡃࡽ㢌ࡀ㔜࡞ࡘ࡚ࡶࠊ⭔ࡢάື≬ࢆཷࡅࡓࡀ࡞ࡘࡓࠋࡋ࡚
ࡣࠊࡓ㢌ࢆࡩࡢࡀ⮑ຕ࡞ࡘࡓࠋࡅࢀࡶດຊࡉࡍࢀࡤࠊศ」㞯࡞ሓ࠼ࡿ࠸ࡩ
⮬ಙࡀ࠶ࡘࡓࠋࡔࡽࠊ᪁ࢇ࡞␗≪ࢆឤࡌ࡚ࡶࠊ⭔ࡢ⤌⧊ࡢㆰࡽࠊ⢭⚄࠸ᙳ㡪ࢆ⯅ࡿ
ࡶࡢࡋ࡚ࡣࠊᝒやࡍࡿ㣾ᆅࡀ࡞ࡘࡓࠋ 56

ᙜࡢࠕ⬻⛉Ꮫࠖࡢ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿㄞ⪅ࡀࠊࡇࡢ⟠ᡤࡽㄞ⪅ࡀグྕࡉࢀࡓࠕ⬻ࠖࡢពࡀ⌮
ゎࡉࢀࡿࠊ▼ཎẶࡣㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ᭦ࠊ⬻ᗣࡀࡸࡣࡾࡇࡇ࡛ࡶ⢭⚄࠸࠺ၥ㢟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ௦ࡀୗࡗ࡚ṇᮇ࠾࠸࡚ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ࡇࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠕኳࡢ≸࡛ࠖࡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ⬻ࡢㄒᙡὀ┠ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ➨୕㐃ࠕ⓶㸦⓶㸧
࣭⫗࣭⾑࣭ᚰ
⮚࣭⫢⮚ࠖࢆ㈎ࡗࡓୖ࡛ࠕ⚄⤒࣭⬨㧊࣭⬻⚄⤒ࠖࢆ㥑ࡅᢤࡅࡿᵝࡀᥥࢀࡿࠋࡇࡇࠕ⬻ࠖࡀࠕ⚄⤒ࠖ
࠸࠺ㄒᙡྠิࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ▼ཎẶࡀᣦࡍࡿࡼ࠺ࠊࡇࡇࡣ⢭⚄㌟యࡢࣂࣛࣥࢫࡀ✜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࡇࡢసရࡣ 1920 ᖺ᭩ࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㒌ἓⱝࡀ⚄⤒⾶ᙅ࡞ࡾࠊࡑࢀࢆ㟼ᆘ࠸࠺᪉ἲ࡛ඞ᭹ࡋࡓࡍࡿᖺࡼࡾࡶᚋ࡞ࡿࠋඛぢࡓࡼ࠺
ࠊ1915 ᖺ 10 ᭶ࡢᐙ᪘ࡢ᭩⡆ࡣ㟼ᆘࡢᐇ㊶ࡼࡗ࡚ẖ᪥つ๎ṇࡋࡃ⏕άࡍࡿᵝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⚄⤒⾶ᙅࡀࡍࡿ࠺ࡣูࡋ࡚ࠊ㒌ἓⱝࡣ⚄⤒⾶ᙅࢆඞ᭹ࡋࡓࠊᡈ࠸ࡣඞ᭹ࡋࡘࡘ࠶ࡿ
୰࡛᭩ࢀࡓసရ࡛࠶ࡿࡍࡿࠊ✺ࡁᢤࡅࡿࡼ࠺࡞ឤぬࡣࠊᐇࡣ⢭⚄ࡢṇㄪኚㄪࡢ㛫࠶ࡿྍ⬟
ᛶࡶᤞ࡚ࡁࢀ࡞࠸ࠋ୍ᗘࠊ⚄⤒⾶ᙅࢆඞ᭹ࡋࡓ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ⢭⚄ࡢኚㄪࢆไᚚࡍࡿ᪉ἲ
ࡋ࡚సリࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡔࡽࡇࡑࠊ᭱⤊㐃࡛ࠕ⚾ࡣ⚾࡞ࡢࡔ㸟㸭⚾ࡢ୰ࡢ⚾ࡀ◚ࡍ
ࡿ㸟୍ࠖぢࡍࡿ∝ᛌ࡛✺ࡁᢤࡅࡓឤࡌࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࡀࠊ⢭⚄ⓗ✜ࡸ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡢ⃭ࡋ࠸
㉳అࡀ㎸ࡵࡽࢀࡓゝⴥࡀ⨨ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋゝ࠺႘࠼ࡋ࡚ࠕࢰࢡࢰࢡࡍࡿࠖ࠸࠺ឤぬ㏆
࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣఱࡋࡽ⮬ศࡀ⯆ࢆᣢࡘࡶࠊᡈ࠸ࡣ࠼ࡓឤぬࢆᣢࡗࡓࡶぬ࠼ࡿ㌟
యឤぬ࡛࠶ࡿࠋࡕࡽࡋ࡚ࡶࡇࡢឤぬࡀࠊᖹ㟼࡞ᚰᣢࡕࡢࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸ឤぬ࡛࠶ࡿࡇࡣ☜
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࠕኳࡢ≸ࠖ௨እࡶࠊ⢭⚄ࡢᝈࢆឤࡌࡉࡏࡿసရࡣᗄࡘ࠶ࡿࡀࠊ≉ 1920 ᖺ 12 ᭶᭩

55
56

▼ཎ༓⛅ࠗⓒᖺ๓ࡢ⚾ࡓࡕɆ㞧᭩ࡽぢࡿ⏨ዪ࠘㸦ㅮㄯ♫㸪2007 ᖺ 3 ᭶㸧➨୍❶
ኟ┠ₙ▼ࠗࡑࢀࡽ࠘༑୍ࡢ㸦ࠗኟ┠ₙ▼㞟࠘6 ᕳ㸪ᒾἼ᭩ᗑ,1994 ᖺ㸧
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ࢀࡓࠕ•⣼࡛ࠖࡣࠊࡇࡢୡ⏺⤯ᮃࡋ࡚ᬯ㯮ࡢ୰࡛⊂ࡾゝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᒅཎࡀᥥࢀࡿࠋࡑࢀࢆጜࡢタ
ᐃ࡛࠶ࡿዪ㡲ࡀࡑࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࠊ
ࠕ఼⢭⚄ኴ擁㸦࠶࡞ࡓࡢ⢭⚄ࡣࡓ࠸ࡑ࠺㘒ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࠖࠊ⢭
⚄ࡀ㘒ࡋ࡚࠸ࡿᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᒅཎࡀࠊࡇࡢᚋධỈ⮬ẅࢆࡍࡿࡇࢆ▱ࡿㄞ⪅ࡣࠊỈ୰ࡽዪᛶ
ࡢኌࡀࡋ࡚ࡋࡁࡾᒅཎࡧࡅࡿࡇࢆࠊᙼࡢ⢭⚄ࡀᚎࠎኚㄪࡋ࡚࠸ࡿࡇࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋỈ୰ࡽࡢࡧኌࡣࠊዪ㡲ࡋ࡚ࡳࢀࡤࡑࢀࡣᒅཎࡢᗁ⫈㐣ࡂ࡞࠸ゎ㔘ࡍࡿࠋዪ㡲
ࡢᡄࡵࡣᒅཎࡢឡࡽ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࿘ᅖ࠸ࡿ⪅ࡢᝒ③࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋዪ㡲ࡢ
ゝⴥࢆࠊୡ㛫ࡢ↓⌮ゎឤࡌࡿᒅཎࡣࠊࠕᡃⓗリ㸪ᡃⓗリ౽ᡃⓗ⏕㸟ᡃ⬟ᢕᡃⓗ⏕㸪ᢕᡃ⮳ྍ
ᐆ㈗ⓗ⏕㸪ᣡ᮶⮬⾜㋞帷㸪௵ே㋞㌕Ⴋ㸽ᡃᩀἲ㐀ᗏ⢭⚄㸪ᡃ⮬⏤㐀㸪⮬⏤ᆅ⾲⌧ᡃ⮬ᕫࠋ
㸦⚾ࡢ
リࡣࠊ⚾ࡢ⏕࡞ࡢࡔ㸟⚾ࡢ⏕ࢆࠊᑛ࠸⏕ࢆ⮬ࡽ㋃ࡳࡌࡾேࡶ㋃ࡳࡌࡽࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺㸽⮬↛ࡢ⢭⚄࡞ࡽ࠸ࠊ⚾ࡣ⮬⏤㐀ࡋࠊ⮬⏤⮬ᕫࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢࡔࠋ
㸧
ࠖࡑࡢᝒယ
ࢆࡾ㉺࠼ࡿỴពࢆㄒࡿࠋࡑࢀࡣリேࡋ࡚ࡢ㒌ἓⱝ⮬㌟ࢆᒅཎ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺ㄞࡵ
ࡿࠋ⏕ᾭࢃࡓࡿᒅཎࡢᙉ࠸ඹឤࡀ᪤ࡇࡢᮇぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣྔࢃ࡞࠸⮬ᕫᐇ⌧
ᑐࡋ࡚ࡢ↹ⱔ❧ࡕ࠸࠺⢭⚄స⏝ࡢၥ㢟ࡀసရャࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᗁ⫈ࡀ⢭⚄ᝈࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊ㒌ἓⱝࡀ∗ぶࡢ≧ࢆุ᩿ࡋࡓࡇࡶ┦㏻ࡎࡿࠋ
 ࡇࡢ୧సရࢆぢ࡚ࡳࡿࠊ㒌ἓⱝᮏேࡣ⚄⤒⾶ᙅࢆඞ᭹ࡋࡓ࠸࠺ព㆑࡛ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ౫↛ࡋ
࡚⢭⚄ࡢኚㄪࡀ↹㞄ࡾྜࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

࠾ࢃࡾ
 ࠗዪ⚄࠘㘓ࡉࢀࡿసရࡣ 1921 ᖺ 5 ᭶᭩ࢀࡿࠕᗎリࠖࡀ᭱ᚋ࡞ࡿࠋࡇࡢ࠶ྠᖺ 6 ᭶
㞧ㄅห⾜ࡢෆㅙࢆྲྀࡾࠊ᪥ᮏ࠸ࡿே┦ㄯࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓࡓࡵࠊ7 ᭶ୖᾏࡽᡠࡗࡓ㒌ἓⱝ
ࡣ୍᪦⚟ᒸᡠࡾࠊࡑࡢᚋࠊ㒯ወ㸦1895㹼1979㸧ࡸ㑳㐩ኵ㸦1896㹼1945㸧࡞࠸ࠊ㞧ㄅࠗ
㐀࠘ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡕࡻ࠺ࡑࡢ⏣ᑑᫀ㸦1898㹼1968㸧⚄⏣ࡢᫎ⏬㤋࡛ࢻࢶᫎ⏬ࢆぢࡓ
グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡑࡢࡇࢁࠕ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࠖ࠸࠺⾲⌧ὴࡢᫎ⏬ࡀ⚄⏣ࡢ࠶ࡿᫎ⏬㤋࡛ୖᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ
ぢ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᑑᫀࡣ⚾ࢆᘬࡁ␃ࡵ࡚࠺ࡋ࡚ࡶࡇࡢᫎ⏬ࢆぢ࡚ࡽ⚟ᒸᖐࢀ࠸ࡗ
ࡓࠋ 57

ࡇࢀࡣ㒌ἓⱝࡀࠕ⾲⌧ὴࡢᫎ⏬ࠖㄒࡿࡼ࠺ࠊ1920 ᖺไసࡉࢀࡓࢻࢶࡢࢧࣞࣥࢺᫎ⏬࡛࠶
ࡾࠊ⾲⌧⩏ᫎ⏬ࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶྂࡃ᭱ࡶ㠉᪂ⓗ࡛࠶ࡾⱁ⾡ⓗ࡞సရࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡶྡࢆṧࡍసရ࡛࠶
ࡿࠋ⾲⌧⩏ࡣࠊ
ࠗᗈ㎡ⱌ࠘ᣐࡿࠕࠐୡ⣖ึ㢌ࡽ➨୍ḟᡓᚋࡲ࡛ࠊࢻࢶࡢ♫▩┪ࢆ

57

ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘191 㡫ࠋ
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ᫎࡋࡓᩥᏛ࣭ⱁ⾡ᛮ₻ࠋ⮬↛⩏࣭༳㇟⩏ᑐࡍࡿືࡽస⪅ಶேࡢᙉⅯ࡞ほࢆ㏻ࡋ࡚ᑐ㇟ࢆ
ᴟᗘኚᙧ࣭ṍ᭤ࡍࡿࠖㄝ᫂ࡍࡿࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣ⤮⏬࡛ࡣ࣒ࣥࢡࢆඛ㥑ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊᚰ⌮ⓗ
Ᏻᐃ࡞⾲⌧᪉ἲࢆ≉ᚩࡍࡿࠋ
 ᫎ⏬ࡢㄝ᫂ࢆ㒌ἓⱝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ࡲࡎḟࡢࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࠕ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࠖ࠸࠺ᫎ⏬ࡣࠊ≬ேࡢᚰ⌮ࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢࡔࡗࡓࠋෑ㢌ࡣ⢭⚄㝔ࡢሙ㠃࡛ࠊ
ࡇࢀࡣ⌧ᐇࡢᬒ࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚ࡑࡢ㝔࠸ࡿேࡢᝈ⪅ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿගᬒ࡞ࡾࠊࡑࢀ
ࡽࡣᗁࡢୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ 58

グࡉࢀࠊࡇࡢᚋ㒌ἓⱝࡼࡿᫎ⏬ࡢෆᐜࡀᘏࠎㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ
ෆᐜࢆ⡆₩ㄝ᫂ࡍࡿࠊேබࡢⱝ⪅ࡀ㐃ࢀࡢ⏨ヰࡍᅇ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢேබࡢⱝ⪅ࡣ
ே⨾ࡋ࠸ᑡዪ୕ே࡛ࠊ࠶ࡿ⏫࡛ᛮ㆟࡞⯆ᴗࢆぢࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࡑࡢ㐃ࢀࡢክ㐟
⪅ࡼࡿணゝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࡑࡢᚋࠊࡑࡢ⯆ᴗࡣᐇࡣẅே⾜Ⅽࡔࢃࡿࠋேබࡢⱝ⪅ࡀࠊࡑ
ࡢ⯆ᴗ࡛ẅேࢆ≢ࡋࡓ༤ኈࠊࡑࡢຓᡭࡋ࡚ാࡃ㐃ࢀࡢክ㐟⪅ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡃࠋேබࡢⱝ⪅ࡣᗄ
ᗘࡶ༴㝤࡞┠࠶࠺ࡀࡑࡢᗘษࡾᢤࡅࠊ༤ኈࢆ㏣࠸ワࡵ࡚࠸ࡃࠋ㏣࠸ワࡵࡽࢀࡓ༤ኈࡣ⢭⚄㝔
㏨ࡆ㎸ࡳࠊࡘ࠸ᣊ᮰ࡉࢀࡿぢࡏࡅࠊᐇࡣࡑࡢ୧⪅ࡣ㏫㌿ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࡇࡑࡀ⢭⚄
㝔ࡢ㝔㛗ࠊ༤ኈࡢ㐃ࢀ࡛࠶ࡿክ㐟⪅ᙼࡽࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡓⱝ⪅ࡀࡑࡢ㝔ࡢᝈ⪅࡛࠶ࡿ⢭⚄ᝈ⪅࡛
࠶ࡗࡓࠊ࠸࠺ヰ࡛࠶ࡿࠋ㏣ࡗᡭ࡛ᖖ⪅ࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡓⱝ⪅ࡢዶ㐣ࡂ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࢫ
ࢺ࣮࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ
 ᫎ⏬⮬యࡣࠊࣔࣀࢺ࣮ࣥࡢ↓ኌᫎ⏬࡛࠶ࡾࠊṍࢇࡔ⫼ᬒࡸ⨾⾡ࢭࢵࢺࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊฟ₇⪅ࡢ࣓ࢡ
ࡸ⾰࡞ࡶどぬⓗᏳᐃ࡞せ⣲ࢆᩓࡾࡤࡵࠊసရయࡶ㚷㈹⪅ࡢ⢭⚄ࢆᏳࡉࡏࡿࡼ࠺࡞₇
ฟࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋࡢᫎ⏬ከ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ⏬ᮇⓗ࡞సရ࡛࠶ࡿࠋ1921 ᖺ 5 ᭶᪥ᮏ࡛ึୖ
ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㒌ἓⱝ⏣₎ࡣୖᫎࡰྠぢࡓࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢᫎ⏬ࢆぢࡿ๓ࠊ㒌ἓⱝ⏣ᑑᫀࡣே࡛ࠕክ㐟⪅ࡢࡼ࠺Ṍࡁࡲࢃࡗࡓࠖグࡋ࡚࠸ࡿ

59ࠋ

ேࡢࡩࡽࡩࡽࡋࡓ⾜ືࢆࡇࡢࡼ࠺グࡋࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡶࡕࢁࢇࠕ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࠖࢆぢࡿ
࠸࠺అ⥺ࡢࡓࡵ᭩࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ㒌ἓⱝࡣࠊ⮬㌟ࡢ∗ぶࡸぶᡉࡢࡼ࠺ࠊ⢭⚄␗ᖖ
ࢆ᮶ࡋࡓேࡀᐇ㝿㌟㏆࠸ࡓࡇࠊᮏேࡀ㐣ཤᴟᗘࡢ⚄⤒⾶ᙅࢆ⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࠊ⢭⚄
ᝈ࠸࠺ၥ㢟ࡣ࠾ࡑࡽࡃே࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࠕ࢝ࣜ࢞ࣜ༤ኈࠖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡀヲ⣽ࢆᴟࡵ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊࡇࡢᫎ⏬ࡢேබ࡛࠶ࡿⱝ⪅ࡸክ㐟⪅ࡢ⏨ࢆࠊ⮬ศࡢ⌧ࡋ㌟ࡢࡼ࠺ᛮࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠗ࢝
ࣜ࢞ࣜ༤ኈ࠘ࡣࠗዪ⚄࠘ࡢࠕᗎリࠖࢆ᭩࠸ࡓᚋほ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ┤᥋ࠗዪ⚄࠘ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊసရࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ㒌ἓⱝࡢ⢭⚄ୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞⿵ຓ⥺࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࠗ㯮⊧࣭㐀༑ᖺ 㸸㒌ἓⱝ⮬ఏ 2࠘193 㡫ࠋ
⏣ᑑᫀࡀࡇࡢᫎ⏬ࢆぢࡓࡇゝཬࡋࡓࠊᑠ༡୍㑻ࠕ⏣₎᪥ᮏ㸦୍㸧
ࠖ㸦
ࠗ᪥ᮏࢪ◊✲㸦ᇸ⋢ᏛᏛ㝔
ᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇ㐣⛬⣖せ㸧࠘หྕ, 2004 ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ

58

59
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 㒌ἓⱝࡣᗂᑡࡽࠊ᐀ᩍⓗ࡞Ẹ㛫ಙ௮ࡢୡ⏺ዲࢇ࡛ゐࢀ࡚࠾ࡾࠊྠᐙ᪘ࡸぶᡉ࠸࠺㌟㏆࡞
ேࠎࡢ㨣⚄య㦂ࡶゐࢀ࡚࠸ࡓࠋ㨣⚄ࡢヰࡣࠊࡑࢀࢆయ㦂ࡋࡓேࡢ⢭⚄ࡸ⚄⤒῝ࡃ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇࢆᚋ▱ࡿࡼ࠺ࡶ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ⢭⚄ࡢୡ⏺ࡣ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ
⚄⤒⾶ᙅ࠸࠺ᙧ࡛⢭⚄ࡢᝈ࠸࠺య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⚄⤒⾶ᙅࢆඞ᭹ࡍࡿ
ᡭẁࡋ࡚ࠊಟ㣴ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ▂࣭㟼ᆘࡢ⯆ࡣࠗⲮᏊ࠘ࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㟼ᆘ࠸࠺㌟
యⓗ࡞ᐇ㊶ࢆᇶ┙ࡋ࡚ࠊ㒌ἓⱝࡀᐇ㝿࠶ࡿ✀ࡢ⚄⛎ⓗ࡞⤒㦂ࠊ⮬↛୍యࡍࡿ࠸࠺ỗ⚄ㄽ
⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᕞᖇᅜᏛ་⛉࡛Ꮫࢇࡔゎ๗Ꮫ࡛ࡣࠊேయྥࡁྜ࠺࠸࠺య㦂
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡣ⫗యࡼࡾࡶ⢭⚄ࡢ᪉⯆ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠗ࢝ࣜ࢞ࣜ
༤ኈ࠘ࡢࡼ࠺⢭⚄␗ᖖࢆࡁࡓࡍ⪅⯆ࢆࡶࡕࠊ᭦⮬㌟ࡢసရࡶࠕ⚄⤒ࠖࡸࠕ⢭⚄ࠖࢆᢅ࠺
ࡇࡀከ࠸ࡢࡣࠊࡲࡉࡇࢀࡀ㒌ἓⱝࡗ࡚ࡢసࡢ※Ἠ࡛࠶ࡗࡓࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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Ⅲ-3
第 2 ユニット
―価値観・行動ユニット―

395

ᖹᡂ 23 ᖺᗘห⾜◊✲ᖺሗ

ࠗࠕ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࠖ◊✲࠘➨ 6 ྕ ᡤㄽᩥ
ϩ―TIEPh➨2ࣘࢽࢵࢺ౯್ほ࣭⾜ືࣘࢽࢵࢺ―
TIEPhࡢ➨2ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࢪㅖᆅᇦ࠾࠸࡚⎔ቃࡸࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ
㛵ࡍࡿ౯್ほㄪᰝࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝࡽࡣࠊ⮬↛ほࠊ⏕άほࠊ⛉Ꮫほ࡞
ᆅᇦᕪࡸᩥᕪࡀぢฟࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡀࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸᑐࡍࡿព㆑㛵㐃ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㐣ཤすὒㅖᅜ࡛ᐇࡉࢀࡓྠ✀ࡢㄪᰝࡢẚ㍑
ࡽࠊᮾὒⓗ౯್ほすὒⓗ౯್ほࡢᕪ␗ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ౯್ほࢆ⫼ᬒ
ࡋࡓࡶࡢࡈࡢࡽ࠼᪉ࡀࠊ⎔ቃ㓄៖ࡢព㆑ࡸ⾜ືࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢࢆ
▱ࡿࡇࡀࠊ➨2ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠋᚋࡶㄪᰝ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊேࠎࡢ౯್ほ࠸࠺ഃ㠃ࡽ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ
࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ♫ᚰ⌮ᏛࡢほⅬࡽࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ࡣ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡢࡋ࡚ࡽ࠼ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡣࠊಶேࡢ┈♫ࡢ┈ࡀ୧❧ࡋ࡞࠸≧ἣࢆ
ᣦࡋࠊಶேಶேࡀࡑࢀࡒࢀ⮬ศࡢ┈ࢆ㏣ồࡍࡿ♫యࡋ࡚┈ࡀ⏕ࡌࡿ
࠸࠺⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡣゎỴࡀ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⎔ቃၥ
㢟࠾࠸࡚ࡶಶேࡀᛌ㐺࡛౽࡞⏕άࡤࡾࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ⌫♫ࡸᮍ᮶♫
ࡢ┈ࡢࡓࡵ⾜ືࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿ᮲௳ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨2ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊ㞟ᅋ
ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿ♫ⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡢどⅬࡽࠊゎỴ⟇ࢆ᥈ࡿ◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ
࡚࠸ࡿࠋ
⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ⾜ືࢆྲྀࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆಶேࡢ࡛ࣞ࣋ࣝぢ࡚ࡳࡿࠊ⾜ືࡍࡿࡇ
ࡢ㔜せᛶࡣࢃࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊᐇ㝿⾜ືࡣ⛣ࡏ࡞࠸࠸࠺≧ἣࡀ᫂ࡽ࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑⾜ືࡢ୍⮴ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃࡛ぢࡽࢀࠊ♫ᚰ⌮Ꮫࡢᇶᮏⓗ࡞◊✲
ࢸ࣮࣐ࡢࡦࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ♫ⓗ࡞せᅉࢆ
᫂ࡽࡋࠊ⾜ືࢆಁࡍලయⓗ࡞᪉⟇ࢆᥦゝࡍࡿࡇࡶࠊ➨2ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲┠ᶆࡢࡦ
ࡘ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ♫ⓗ࡞つ⠊ព㆑ࡢᙧᡂࡸࠊᗈ࿌ࡸㄝᚓ࡞ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢຠᯝࢆㄪࡿ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡢ♫ᚰ⌮Ꮫࡢືྥࡋ࡚ࠊ
ࠕᖾࡏࡣఱࠖ࠸࠺ၥ㢟ᥦ㉳ࡢࡶ࡛ࠕほⓗ
well-beingࠖࡢ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2 ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊࡇࡢၥ㢟ࢆࢧࢫࢸࢼࣅࣜ
ࢸࡸ⎔ቃ㓄៖ࡢព㆑࣭⾜ືࡢ㛵㐃ࡽぢ࡚࠸ࡇ࠺ࡍࡿ◊✲ࢆࠊᖺᗘࡽ㛤ጞ
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ࡋࡓࠋಶேࡢᖾ⚟㏣ồᆅ⌫⎔ቃࡢ㓄៖ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୡ௦ࢆ㉺࠼ࡓࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ
ࡢᐇ⌧ࡢㄪࢆࡢࡼ࠺ᅗࢀࡤࡼ࠸ࡢࡘ࠸࡚ࠊ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙࢆ
୰ᚰ⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃ࡽᐇドⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
♫ᚰ⌮Ꮫࡣࠊ⌧ᐇ♫ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⎔ቃၥ㢟ࡸࢧࢫࢸࢼ
ࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊࡑࡢ♫ⓗ࡞㔜せᛶࡢࡣࡲࡔ༑ศ࡞ᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸
࡞࠸ࠋTIEPh ࡢ➨ 2 ࣘࢽࢵࢺࡣࠊࡇࡢศ㔝ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿᣐⅬ࡞ࡿ
ࡃ✚ᴟⓗάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ࡞ᚰᛶ⾜ືࡢ㛵㐃㛵ࡍࡿணഛⓗ᳨ウ
㸫sustainable well-being ࡢᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳ㸫
♫Ꮫ㒊 ᇼẟ୍ஓ

Key word : sustainability, sustainable well-being, subjective well-being

㸯㸬ၥ㢟◊✲┠ⓗ
㸯㸧sustainability ࡢᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳ
sustainability㸦ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸧ࡣࠊࠕே㛫άືࠊ≉ᩥ᫂ࡢჾࢆ⏝࠸ࡓάືࡀࠊᑗ᮶ࢃࡓࡗ࡚ᣢ⥆࡛
ࡁࡿ࠺ࢆ⾲ࡍᴫᛕࠖࡉࢀࡿࠋsustainability ࡸࡑࢀࢆᇶᮏᤣ࠼ࡓ㛤Ⓨࡢ㔜せᛶࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢ῝้
ࡶࠊࠕ⎔ቃ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿୡ⏺ጤဨ(1987)ࠖࡸࠕᅜ㐃⎔ቃ㛤Ⓨ㆟(1992)ࠖࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ
㛵ࡍࡿୡ⏺㤳⬻㆟(2002)ࠖ➼࡛ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືྥࢆཷࡅ࡚ࠊsustainable ࡞ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ
ࡶ┠ࡀྥࡅࡽࢀࠊ2005 ᖺࡽ 2014 ᖺࡲ࡛ࡢ 10 ᖺ㛫ࡣࠊᅜ㐃ࡼࡾࠕᅜ㐃ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢ
10 ᖺࠖࡋ࡚ࠊࣘࢿࢫࢥᥦࡢᅜ㝿ᐇィ⏬ࡶ࡙ࡁྛᅜࡀᐇᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡇࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡶࡇ࠺ࡋࡓືྥࢆཷࡅࠊࠕsustainability Ꮫ㐃ᦠ◊✲ᶵᵓࠖࡀタࡅࡽࢀࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ➼ࡀᐇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
sustainability ࡸ㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡢᇶᮏࡣࠊsustainability 㛵㐃ࡍࡿಶࠎேࡢᚰᛶࡢゎ᫂
ࡸࠊsustainable ࡞⾜ືࡢືᶵ࡙ࡅࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ⓎࡀྍḞ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓព࡛ࠊsustainability ◊✲ࡣࠊᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳࡢ㛵ࡀ㔜せ࡞ពࢆࡶࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᚰ⌮Ꮫ
⪅ࡀࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟㛵ᚰࢆྥࡅጞࡵࡓࡢࡣࡈࡃ᭱㏆ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊKajikawa(2008)ࡣࠊsustainability
◊✲㛵㐃ࡍࡿ㸱ࡘࡢᏛ⾡㞧ㄅࡢᒎᮃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᚰ⌮Ꮫ㛵㐃ࡢᡂᯝࡣࢇྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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ᅗ㸯㸸PsycInfo ࡼࡿᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ sustainability ◊✲ࡢ᥎⛣
ᅗ㸯ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ᚰ⌮Ꮫࡢᥦ౪ࡍࡿᚰ⌮Ꮫㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ PsycInfo ࡛"sustainable""psychology"
ࢆ"any field"࡛ᣦᐃࡋࠊjournal articles ⤠ࡗ᳨࡚⣴ࢆࡅࡓࠊ᭱㏆ 10 ᖺ㛫ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡽ᫂
ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊ2002 ᖺ௨㝆 sustainability ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣᚎࠎቑຍࡋࠊ2009 ᖺ௨㝆ᛴ㏿ㄽᩥᩘࡀቑ࠼࡚
࠸ࡿ(᳨⣴Ⅼ㸸2012.1.25,2011 ᖺᗘࡢᡂᯝࡣศᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ)ࠋෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡿ
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ࠊ2006 ᖺࡲ࡛ࡣࠊsustainable ࡞⎔ቃၥ㢟ࡸࠊᾘ㈝⾜ືࡢ㛵㐃ࢆᢅࡗࡓ㡿ᇦ≉ᐃⓗ࡞ෆᐜࡀከ࠸ࠋࡑࢀ
ᑐࡋࠊ2007 ᖺ௨㝆࡞ࡿࠊᚰ⌮Ꮫࡢᯝࡓࡍᙺࢆ✚ᴟⓗࣆ࣮ࣝࡋࡼ࠺ࡍࡿㄽ⪃ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡿ㸦Gifford,2007, Koger &Scott,2007, Oskamp,2007)ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛≉ᙳ㡪ຊࡢࡁ࠸ㄽ⪃ࡋ࡚⨨
࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡣࠊ࣓ࣜ࢝ᚰ⌮Ꮫ㛗ࢆົࡵࡓ Kazdin ࡼࡿ presidential address ࡛࠶ࢁ࠺㸦Kazdin,2009)ࠋ
Kazdin ࡣࡇࡢ୰࡛ࠊࠕ⎔ቃⓗ࡞ sustainable ⾜ືࡢಁ㐍ࠖࢆ wicked problem(ᅔ㞴ㄢ㢟㸧ࡋ࡚⨨࡙ࡅࠊẼ
ೃኚືࠊ་⒪ࡢᥦ౪ࠊ≢⨥ࠊ㯞⸆ᐦࠊேཱྀ㐣ࠊHIV ࡢὶ⾜࡞ྠᵝ῝้࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿㄽࡌࠊゎ
Ỵࡢࡓࡵࡣከᵝ࡞ㅖ⛉Ꮫࡢ༠ຊయไࡀྍḞᣦࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᚰ⌮Ꮫࡀㅖ⛉Ꮫࢆࡘ࡞ࡄࣁࣈࡋ࡚ࡢ
ᙺࢆᯝࡓࡍࡁᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ
ࡋ࡚⎔ቃᚰ⌮Ꮫࡸ♫ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ࠾࠸࡚⎔ቃ㓄៖⾜ື࠸࠺ྡ⛠ࡢࡶࠊ
✀ࠎࡢ⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿ◊✲ࡀᩘከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᘅ℩(1994)ࡸࠊᮡᾆ㸦2003㸧
ヲࡋ࠸ࠋࠕ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇࠖ◊✲࠾࠸࡚ࡶࠊᓥ(2008)ࠊ(2008)ࠊᮧ(2009)ࠊᏳ⸨(2010)ࠊ
Ⳣ(2011)ࡽࡀࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾ࡅࡿ౯್ឤ◊✲ࡸ♫࣭ᩥᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳࡢព⩏ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚
࠸ࡿࠋGifford(2007)ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⎔ቃᚰ⌮Ꮫⓗᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ⎔ቃᚰ⌮Ꮫࡀ sustainability ࢆ◊✲ࡍ
ࡿ⛉Ꮫᣑᙇࢆࡆࠊ⎔ቃၥ㢟ࢆࡼࡾᗈ⠊ࡽ࠼ࡿどⅬࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋලయ
ⓗࡣࠊ㸯㸧බඹᨻ⟇ࡢ㛵ᚰࡢᣑࠊ㸰㸧ᢏ⾡ࡢ㛵ᚰࡢᣑ㸦ᢏ⾡ࡼࡾ sustainable ࡞♫ࡀᐇ⌧࡛
ࡁࡿྰ㸧ࠊ㸱㸧ศ㔝ࡢඹྠ◊✲ࡢάᛶࠊ㸲㸧ಶேࡸᑠ㞟ᅋࢆ୰ᚰࡍࡿ㏆᥋┦ࡢ◊✲ࡽࡼࡾ
global ࡞࣐ࣝࢳࣞ࣋ࣝࡢၥ㢟ࡢ㛵ᚰࡢ⛣⾜ࠊ㸳㸧㡿ᇦࡽࡢ᪂ࡋ࠸⌮ㄽࡸᴫᛕࡢᦤྲྀࠊࡶࠊ㸴㸧
sustainability ࡢᴫᛕࡢ㔜せᛶࢆࡼࡾᗈ࠸◊✲ᑐ㇟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋࡓࡇࠊ㸵㸧⏕≀Ꮫࡸ⏕ែᏛⓗၥ㢟㡿ᇦࡢ
㛵ᚰࡢᣑࠊࡀࡳࡽࢀࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⎔ቃᚰ⌮Ꮫࡢ௦⾲ⓗ࡞ᩍ⛉᭩ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿ Koger & Winter(2010)࡛ࡣࠊ⎔ቃ⾜ືᙳ㡪ࢆ࠼
ࡿ⎔ቃ࣭♫ᚰ⌮Ꮫⓗせᅉࡋ࡚ࠊ♫つ⠊ࠊಶேⓗつ⠊ࠊ♫ⓗࢹࣥࢸࢸࠊබṇࡉࠊឡᛶࠊ
㐨ᚨᛶ➼ࡢせᅉࡀᣦࡉࢀࠊ౯್㸫ಙᛕ㸫つ⠊⌮ㄽࡸィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࠊㄆ▱ⓗ༠⌮ㄽ➼ࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒ
࡞ࡿ⌮ㄽࡘ࠸࡚ࡶゎㄝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࡢᚰ⌮Ꮫⓗศ㔝ࡢ㛵㐃ࡶᖜᗈࡃㄽࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⢭⚄ศᯒㄽ㸦㸸⎔ቃၥ㢟┤㠃ࡋࡓࡁࡢ㜵⾨ᛂࡢඞ᭹㸧ࠊ⾜ືᚰ⌮Ꮫ(㸸⎔
ቃၥ㢟ᑐࡍࡿ⮬ᕫไᚚ⾜ືࡢ᳨ウ)ࠊ⚄⤒ᚰ⌮Ꮫ㸦㸸ᨩ≀㉁ࡢẘᛶࡢ᳨ウ㸧ࠊㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸦㸸⎔ቃ
ၥ㢟ࡢ㑅ᢥⓗὀពࡸฎ⌮ࣂࢫࡢ᳨ウ㸧ࠊᗣᚰ⌮Ꮫ㸦㸸⎔ቃࢫࢺࣞࢫࡸචࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛵㐃ࡢ
᳨ウ㸧ࠊⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦㸸⎔ቃᩍ⫱ࡸ⏕ែᏛⓗࢹࣥࢸࢸࡢⓎ㐩㸧ࠊ࣍ࣜࢫࢸࢵࢡ㸦యᏛⓗ㸧
ᚰ⌮Ꮫ㸦㸸⎔ቃࡢ࣐ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࡸ⏕ែᏛⓗ⮬ᕫ⌮ゎ㸧࡞ࠊᚰ⌮Ꮫࡢㅖศ㔝ࡽ⎔ቃၥ㢟ࣉ
࣮ࣟࢳࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆ⤫ྜⓗ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓどⅬࡽ sustainable ࡞⾜ືࢆ⌮ゎ࣭ᵓ⠏ࡋ࡚ࡺࡃࡇࡀ㔜せࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ᭱㏆ࠊேࠎࡢ
⮬↛ᑐࡍࡿㄆ▱࣭ឤ࣭⾜ືᛂࢆ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋࠊே㛫⮬↛ࡢ sustainable ࡞㛵ಀᛶࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ἲ
ࢆ᥈ࢁ࠺ࡍࡿࠕಖㆤᚰ⌮Ꮫ㸦conservation psychology㸧ࠖࡼࡤࢀࡿ᪂ࡓ࡞ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦࡢタ❧ࡶᥦၐࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦Clayton & Myers,2009㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᣦࡶࠊKazdin ࡼࡿᣦྠᵝࠊᚰ⌮Ꮫࡀ sustainable ࡞♫
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡉ࠸㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡽࡢᣦ⟅࠼ࠊ⎔ቃၥ㢟ࢆ⤫ྜⓗᤊ࠼ࡿ sustainable ࡞どⅬࢆ᭷ࡋࡓᐇドⓗ࡞◊✲ࡣ
⌧ẁ㝵࡛ࡣࡑࢀከࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊCorral-Verdugo, et.al.(2010) ࡣࠊsustainability 㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞
ഃ㠃ࡢᙳ㡪ࢆ࢚ࣅࢹࣥࢫ࣭࣮࣋ࢫ࡛ㄽࡌࡓึࡢゎㄝ᭩ࡋ࡚⯆῝࠸ࠋࡇࡢⴭసࡣ㸲㒊ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡋ࡚࣓࢟ࢩࢥࡢ◊✲⪅ࢆ୰ᚰࠊsustainability 㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗḟඖࡢゎㄝࡸࠊᆅ⌫ ᬮၥ㢟ࡢ
ᚰ⌮Ꮫࡢ㛵ࢃࡾ㛵ࡍࡿゎㄝࠊỈᾘ㈝ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⠇⣙ࠊ⏕≀ከᵝᛶ࡞ࡢ⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿᚰ⌮Ꮫⓗಶ
ேᕪࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࡢ⤂࡞ࠊ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ୍㐃ࡢ◊✲ࡢࡲࡵࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෑ
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㢌ࡢㄽ⪃࡛ࠊCorral-Verdugo, et al.(2010)ࡣࠊࠕsustainability 㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞ḟඖ㸦psychological dimensions
of sustainability)ࠖࡋ࡚ࠊ㸯㸧ྥ⎔ቃⓗ࡞ᚰᛶኚᩘ㸸ಶேࢆྥ♫ⓗ࣭ྥ⎔ቃⓗ⾜ືࡉࡏࡿㄆ▱ࠊែᗘࠊ
ືᶵࠊಙᛕࠊつ⠊ࠊ౯್ࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࢆྵࡴಶேⓗ≉ᚩࡸ㐺ᛶࠊ㸰㸧sustainable ࡞⾜ື㸸ᆅ⌫ୖࡢ♫
㸫≀⌮ⓗ㈨※యࢆಖㆤࡍࡿ┠ⓗࢆࡶࡗࡓ⾜ື࡛ࠊྥ⎔ቃⓗࠊឡⓗࠊ⠇⣙ⓗ࡛බṇ࡞⾜ືࠊࡍ࡞ࢃࡕ
sustainable ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࢆᵓᡂࡍࡿ⾜ືࠊ㸱㸧ᩥ⬦ⓗせᅉ㸸Ẽೃࠊᢏ⾡ࠊ㈨※ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࠊ㈨※ࡢ᭷
↓࡞ࡢ≀⌮ⓗせᅉࠊ♫つ⠊ࠊἲᚊࠊ㞟ᅋⓗ౯್ࠊ᐀ᩍࠊ⩦័࡞ࡢ♫ⓗせᅉࠊ㸲㸧⤖ᯝኚᩘ㸸ྥ
⎔ቃⓗ⾜ືࡢᖐ⤖ࡋ࡚⏕ࡌࡿ⏕ែⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗࠊ⤌⧊ⓗ࡞࣏ࢪࢸࣈຠᯝࡸᖾ⚟ឤࠊᚰ⌮ⓗᅇ
࡞ࡢᡂᯝ࠸࠺㸲Ⅼࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱㸧ࡢࡼ࠺࡞≧ἣኚᩘࡸࠊ㸲㸧ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝኚᩘࢆᚰ⌮ⓗḟඖ
ࡳ࡞ࡍࡇࡣ㐪ឤࡶ࠶ࡿࡀࠊsustainable ࡞⾜ືࡢࡶࡓࡽࡍᙳ㡪ࢆࠊᚰᛶЍ⾜ືЍ⤖ᯝ࠸࠺ࣃࢫ࡛ᤊ
࠼ࠊࡑࡇ≧ἣኚᩘࡢ㛵ࢆ⪃࠼ࡿ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊጇᙜ࡞ᣦ
࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡶࠊࡇࡢᯟ⤌ࡳࡑࡗ࡚ࠊsustainable ࡞ᚰᛶࠊsustainable ࡞⾜ືࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ
ࡢᵓᡂࢆヨࡳࡿࠋࡲࡓࠊ⤖ᯝኚᩘࡋ࡚ࡣࠊ᭱㏆࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫⓗ❧ሙࡽ◊✲ࡢ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿほ
ⓗ well-being ᴫᛕࢆࡾ࠶ࡆࠊsustainable ࡞ᚰᛶ࣭⾜ືࡢ㛵㐃ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸧ほⓗ well-being ࡢᴫᛕ ᗘ
ᖾ⚟ឤ㸦happiness)㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢠࣜࢩࣕ௦௨᮶ࠊࠕேࡢᖾࡏࡣఱࠖ࠸࠺ၥ࠸ᑐࡍࡿဴᏛⓗ┬
ᐹࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࠊࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢࠕ࢚࢘ࢹࣔࢽࠖࠊ࢚ࣆ࢟ࣗࣟࢫࡢࠕᛌᴦ⩏ࠖࠊᏍ
ᏊࡢㄝࡃࠕோࠊᏕࠊ♩ࠖ࡞♧ࡉࢀࡿ㛵ಀⓗㄪឤࠊ㝀ࡢㄝࡃࠕゎ⬺ࠊ↓ᡃࠖ࡞ᖹ✜࡞ᚰᛶ࡞ࠊ
ከᵝ࡞≉ᚩࡀᥦၐࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦▼,2009㸧ࠋࡉࡽ㏆௦ဴᏛ࠾ࡅࡿ┬ᐹࢆ⤒࡚ࠊ1900 ᖺ௦ධࡿ⛉Ꮫ
ⓗ࣭ᐇドⓗ࡞ᖾ⚟ឤࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡣࠊࡋ࡚ࠊ♫Ꮫࠊ⤒
῭Ꮫࠊ⪁ᖺᏛࠊᚰ⌮Ꮫ➼ࡢ❧ሙࡽࠊᖾ⚟ឤ㛵ࡍࡿつᐃᅉࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ♫Ꮫࡸ⤒῭Ꮫ࡛ࡣࠊࡋ࡚つᶍ࡞ㄪᰝ◊✲ࢆ㏻ࡌࠊධࡸᩍ⫱Ṕ➼ࡢேཱྀ⤫ィᏛⓗኚᩘᖾ⚟ឤ
ࡢ㛵㐃ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦Veenhoven,2008)ࠋࡇࢀᑐࡋࠊ⪁ᖺᏛࡸ♫⚟♴Ꮫ࡛ࡣࠊ60 ௦௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆ
ᑐ㇟ࠊᖾ⚟ឤࠊே⏕‶㊊ឤࠊ࣮ࣔࣛࣝࠊ‶㊊ឤࠊQOL ➼ࡢほⓗഃ㠃ࢆ୰ᚰࠊᩘከࡃࡢᑻᗘ◊✲ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊLarson(1978)ࡣࠊ⪁ᖺᏛ◊✲࠾ࡅࡿ㐣ཤ 30 ᖺࡢᖾ⚟ឤ◊✲ࡢᡂᯝࢆᒎᮃࡋࠊ
ࡑࡢከࡃࡀ⮬ᕫሗ࿌ࢆᣦᶆࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡋࠊᑐ㇟⪅ࡼࡾホᐃࡉࢀࡓ࣏ࢪࢸࣈ㸫ࢿ࢞ࢸ
ࣈ࡞ឤḟඖࢆほⓗ well-being㸦subjective well-being㸸௨ୗ SWB㸧ྡࡅࡓࠋ
୍᪉ࠊᚰ⌮Ꮫⓗ❧ሙࡽࡣࠊWilson(1967)ࡀࠊᖾ⚟ឤࡢつᐃᅉ㛵ࡍࡿᒎᮃⓗ◊✲ࡢ୰࡛ࠊⱝࡉࠊᗣࠊ
ᩍ⫱ࠊධࠊಙ௮ࠊ⤖፧ࠊ⫋ᴗ࣮ࣔࣛࣝ࡞ࢆ㔜せ࡞せᅉࡋ࡚ᣦࡋࡓࠋࡇࡢᒎᮃࢆᇶ┙సᡂࡉࢀࠊ
ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ࠾ࡅࡿほⓗ࢙࣭࢘ࣝࣅ࣮ࣥࢢ◊✲ࡢᣐࡾᡤ࡞ࡗࡓㄽᩥࡀࠊ1984 ᖺୖᱻࡉࢀࡓ
Diener(1984)ࡼࡿᒎᮃㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽ⪃ࡣࡇࢀࡲ࡛ 1000 ௨ୖࡢㄽᩥᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦Larsen &
Eid,2008)ࠊᐃ⩏ࠊ ᐃࠊ⌮ㄽࠊつᐃᅉ࡞ࡁࢃࡵ࡚ᖜᗈ࠸ෆᐜࢆࡶࡘࠋDiener ࡣἐಶᛶࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ1980 ᖺࢆቃᖾ⚟ឤ◊✲㌿ࡌࠊࡑࡢᚋࡶ SWB ◊✲ࡢ➨୍ே⪅ࡋ࡚ᩘᗘࢃࡓࡿᒎᮃࢆⓎ⾲
ࡋࠊ◊✲ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓ(Diener,et al.,1999 ; Diener,et al.,2003)ࠋSeligman(1998)ࡼࡿ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢ
ᥦၐࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝ࠶ࡽࡓࡵ࡚ගࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡞ࡾࠊ2000 ᖺࡢ American Psychologist ㄅࡢ࣏ࢪ
ࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢ≉㞟㸦Seligman & Csikszentmihalyi,2000)ࡸࠊ2002 ᖺබหࡉࢀࡓ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢࣁࣥ
ࢻࣈࢵࢡ(Snyder & Lopez,2002)ࡶࠊDiener ࡽࡼࡿほⓗ well-being 㛵ࡍࡿㄽᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ
㸦Diener,2000,Diener,et al.2002㸧ࠊ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢ㔜せ࡞◊✲㡿ᇦࡢࡦࡘࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Diener,et al.(2003)ࡼࢀࡤほⓗ well-being ࡣࠊࠕேࠎࡀ࠶ࡿⅬ࡛ࠊࡲࡓ㛗ᮇࢃࡓࡾࠊ⮬ศࡢே⏕

400

ࢆࡢࡼ࠺ホ౯ࡍࡿࠖࢆពࡍࡿ⏝ㄒࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣほⓗᖾ⚟ឤࠊほⓗᐇឤࠊほⓗ
ᗣឤ࡞ヂࡉࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠕほⓗ well-beingࠖ࠸࠺ヂㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋDiener ࡽࡣࠊSWB ࢆ᪥ᖖࡢ
࣏ࢪࢸࣈឤࡢᙉࡉ㸦ࢿ࢞ࢸࣈឤࡢᙅࡉࢆྵࡴ㸧୍⯡ⓗ࡞ே⏕‶㊊ឤ㸦life satisfaction)ࡢ⤖ྜࡋࡓ
ࡶࡢㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋே⏕‶㊊ឤࡣࠊࠕ⮬ศࡢே⏕‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡞㸳㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀࡿே⏕‶㊊ឤ
ᑻᗘ(SWLS)࡛ ᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡉࢀ㸦Diener,et al.,1985㸸㑥ヂࡣゅ㔝,1995)ࠊDiener ࡽࡢ◊✲࡛ࡣࡋࡤࡋࡤ
ឤⓗ well-being ྠ⩏⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ᭱㏆ࡣ SWB ࢆከḟඖⓗࡽ࠼ࠊឤⓗ
well-being ࠊㄆ▱ⓗ well-being ࢆ༊ูࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 Waterman㸦1993)ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㸰ࡘࡢഃ㠃ࡢ༊ูࢆ᫂☜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡼࡿ SWB ࢆᵓᡂࡍࡿ➨
୍ࡢഃ㠃ࡣࠊ⏕άࡢ‶㊊ឤࡸᖾ⚟ឤࠊ࣏ࢪࢸࣈឤࡢ㧗ࡉࠊࢿ࢞ࢸࣈឤࡢపࡉࠊࡲࡓ࣏ࢪࢸࣈ
㸭ࢿ࢞ࢸࣈឤࡢࣂࣛࣥࢫ(hedonic balance)࡞ࢆពࡍࡿឤⓗ࡞≉ᚩࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࠊᛌᴦⓗ㸦ᝋᴦⓗ
㸸hedonic㸧࡞ഃ㠃ࡶࡋࡃࡣࠕឤⓗ well-being㸦emotional well-being)ࠖࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸦Waterman,1993; Keyes,
et al.,2003))ࠋᚰ⌮Ꮫⓗ࠸࠼ࡤࠊ่⃭ࡸ㐩ᡂ⤖ᯝࡀࡶࡓࡽࡍᛌ࣭ᛌࡼࡗ࡚ SWB ࡀつᐃࡉࢀࡿ࠸࠺⪃
࠼᪉㸦ᛌ࣭ᛌ⌮ㄽ㸧ࢆᇶ┙ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍᪉ࡣࠊࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡀࠕࢽࢥ࣐ࢥࢫ⌮Ꮫࠖ
࡛ᙇࡋࡓࠕ࢚࢘ࢹࣔࢽ㸦eudaemonia㸧ࠖࡢᴫᛕࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊㄳࡅྜࡗࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿᙉ࠸㛵ࠊ࠶ࡿ
άືᚑࡋ࡚࠸ࡿࡁࢃ࠺ᐇឤࠊ࡞ࢆ୰ᚰࡍࡿㄆ▱ⓗ࡞ well-being ࢆ♧ࡋࠊࠕே⏕ࡢព
㸦meaning of life)ࠖࢆ㏣ồ࣭ᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍࠕᚰ⌮ⓗ well-being(psychological well-being)ࠖࡤ
ࢀࡿ㸦Waterman,1993;Keys, et al.,2003㸧ࠋDeci & Ryan㸦2008)ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ SWB ◊✲ࡣឤⓗ well-being
ࢆ୰ᚰࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᚰ⌮ⓗ well-being 㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋRyff
㸦1989)ࡣࠊᚰ⌮ⓗ well-being ࢆࠊ㐣ཤࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⌮ㄽⓗᇶ┙㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽࠊࠕே⏕┠ⓗឤࠖࠕ⮬ᕫ
ཷᐜឤࠖࠕ⮬ᕫᡂ㛗ឤࠖࠕ✚ᴟⓗᑐே㛵ಀࠖࠕ⮬ᚊᚰࠖࠕ⎔ቃไᚚឤࠖ࠸࠺㸴ࡘࡢഃ㠃ࡽ࡞ࡿᴫᛕ
つᐃࡋ㸦Ryff & Singer,2008㸧ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ ᐃࡍࡿࠕᚰ⌮ⓗᐇឤᑻᗘࠖࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸦㑥ヂࡣす⏣ࠊ
2002)ࠋࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡣࠊ┠ᶆࡢ㐩ᡂឤ࣭ᐇឤࡼࡗ࡚ SWB ࡀつᐃࡉࢀࡿࡍࡿࠕ┠ᶆ⌮ㄽࠖⓗ❧ሙ
ࡳ࡞ࡍࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡉࡽࠊPeterson, et al.(2005)ࡣࠊឤⓗ࡞ഃ㠃ࢆࠕᝋᴦⓗே⏕ࠖࠊㄆ▱ⓗ࡞ഃ㠃ࢆࠕពⓗே⏕ࠖࡋ࡚
༊ูࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊWaterman(1993)ࡼࡾࡑࢀࡽࡢΰྜⓗഃ㠃ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࣇ࣮ࣟឤぬ
㸦Csikszentmihalyi,1990; 㐺ษ࡞Ỉ‽ࡢάືᣮࢇ࡛࠸ࡿయ㦂ࡉࢀࡿࠊὶࢀࡿࡼ࠺࡞ᴦࡋࡉឤぬ㸧ࢆᇶ
┙ࡍࡿഃ㠃ࡶࠊSWB ࡋ࡚㔜せ࡞ពࢆࡶࡘࡇࢆᣦࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࢆࠕ㛵ⓗഃ㠃ࠖࡋ
࡚༊ูࡋࡓ㸱ഃ㠃ࡽ࡞ࡿࠕே⏕ࡢᚿྥᛶ㸦orientations to happiness)ࠖᑻᗘࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛵ⓗഃ㠃ࡣࠊ
άືࡢᴦࡋࡉࡑࡢࡶࡢࡀ SWB ࡗ࡚㔜せࡍࡿ
ࠕάື⌮ㄽࠖ
ⓗ❧ሙ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊ
Keyes, et al.(1998)
ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚ேࠎࡀ㐼㐝ࡍࡿ♫ⓗ࡞ㄢ㢟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊᕷẸࡋ࡚ࠊࡲࡓඹປ⪅ࠊ㞄ே➼ࡋ
࡚ࠊ♫ࡢ୰࡛ࡢ⛬ᗘࡼ࠸ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࢆពࡍࡿࠕ♫ⓗ well-being(social
well-being)ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ SWB ࡢ᪂ࡓ࡞㔜せ࡞ഃ㠃ࡋ࡚ᣦࡋࠊ ᐃᑻᗘࡶᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ Keyes,
et al.,(2002)࡛ࡣࠊឤⓗࠊᚰ⌮ⓗࠊ♫ⓗ࠸࠺㸱ࡘࡢഃ㠃ࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ㧗ᚓⅬ࡛ࠊࡘࠕ㐣ཤ
࠾࠸࡚ࡾࢃࡅⴠࡕ㎸ࡴࡼ࠺࡞ฟ᮶ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠖࢆࠕࣇࣛࣜࢵࢩࣗ㸦flourishing㸸㌍ືឤ㸧ࠖ
ྡࡋࠊSWB ࢆ⤫ྜⓗ⪃࠼ࡿᴫᛕࡋ࡚⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋࠊLyubomirsky, et al.(1999)ࡣࠊ
ከᵝ࡞ ᐃ᪉ἲ࡛ࡣᖾ⚟ឤ௨እࡢせᅉࡢᙳ㡪ࡀΰධࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿㄽࡌࠊ⯡ⓗ࡞ᖾ⚟ឤࢆ ᐃࡍࡿ
㸲㡯┠ࡽ࡞ࡿᖾ⚟ឤᑻᗘ㸦SHS)ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 SWB ࡢ ᐃࡣࠊࡇࡢࠊLawton(1975ࠊ㑥ヂࡣ๓⏣ࡽࠊ1979)ࡼࡿ PGC ࣮࣭ࣔࣛࣝࢫࢣ࣮ࣝ࡞
ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊᑐ㇟ࢆࡋ࡚⪁ᖺᮇ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊWHO ࡼࡿほⓗ
ᖾ⚟ឤᑻᗘ(SUBI; Sell & Nagpal,1992㸸㑥ヂࡣ⸨༡ࡽ,1995ࠊ㔝࣭ྜྷᮧ,2001)ࡶࡋࡤࡋࡤ⏝ࡉࢀࡿࡀࠊ
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ᐃ┠ⓗࡀࡋ࡚⢭⚄ⓗᗣྥࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡞ูࡢഃ㠃ࡶΰྠࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ᢈุࡀ࠶ࡿࠋ㸦ఀ⸨ࡽ,2003ࠊᓥࡽࠊ2004)ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊほⓗ well-being ◊✲⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᴫᛕࡸᑻᗘࡣࡁࢃࡵ࡚ከᵝ࡛࠶ࡾࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢ
ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⫼ᬒ௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ SWB ᴫᛕࡢෆᐜࢆ⢭ᰝࡍࡿࡶࠊࡢࡼ࠺࡞
ᐃᑻᗘࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡶὀពࡋ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ▼(2006,2009)ࡸ Kan, et al.(2009)
ࡢᣦࡍࡿ࠾ࡾࠊḢ⡿ࡢ࢙࣭࢘ࣝࣅ࣮ࣥࢢࡢᴫᛕࡀࡑࡢࡲࡲ᪥ᮏ࠶࡚ࡣࡲࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡶࠊᚋ
ศྫྷࡋ࡚ࡺࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡢࡦࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸧sustainable well-being ࡢᴫᛕ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊsustainability  well-being ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞ㄽ㆟ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ"sustainable well-being"࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࡍࡿ 100 ௳௨ୖࡢ◊✲ࡀࣄࢵࢺࡍࡿࡀࠊࡑࡢከࡃ
ࡣ Lybomirsky, et al.(2005)ࡢ sustainable happiness model ࡢ㛵㐃ࢆㄽࡌࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣࠊᖾ⚟
ឤࡢ 50㸣ࡀ㑇ఏⓗせᅉࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊ10㸣ࡀ⎔ቃⓗせᅉࠊṧࡾ 40㸣ࡣάືෆᐜࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿ
ࡍࡿࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩘ್ࡣࠊ㐣ཤࡢᩘከࡃࡢ◊✲ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊㄝᚓຊࡀ࠶ࡾࠊ
ࡲࡓάືⓗධࡼࡾᖾ⚟ឤࢆୖ᪼ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡢㄽᣐࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡋࡤࡋࡤᘬ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㸯㸧࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓ sustainability ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᭱㏆࠸ࡃࡘࡢㄽ⪃࡛ࠊsustainable well-being
ࡸ sustainable happiness ࠸࠺ᴫᛕࡀ⏝࠸ࡽࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊO'Brien(2008)ࡣࠊࡑࡢሙ㝈ࡾࡢᖾ⚟
ឤࡢ㏣ồࡣ⎔ቃ◚ቯࡸ⎔ቃຎࡢཎᅉ࡞ࡿᣦࡋࠊsustainable happiness ࢆࠕ⪅ࠊ⎔ቃࠊᑗ᮶ࡢୡ௦
㈇ᢸࢆࡅࡎᖾ⚟ࢆ㏣ồࡍࡿࡇࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࠕᆅ⌫㈇ᢸࢆࡅ࡞࠸ᖾ⚟ࠖ
ࡋ࡚ᣦᶆࡉࢀ࡚࠸ࡿ NEF㸦New Economics Foundation)ࡢ Happy Planet Index ࡢ⪃࠼᪉ࡸࠊHoldren(2008)
ࡼࡿ AAAS㸦American Association for the Advancement of Science)ࡢ presidential address ࡶఛ࠼ࡿࠋࡉࡽ
ࠊKjell(2011)ࡶࠊwell-being ◊✲ sustainability ◊✲ࡣ┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࠶ࡿᣦࡋࠊಶேࡢ well-being
ࢆࡢᵝࠎ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛵㐃ࡢ୰࡛ࡽ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓయⓗ࡞㐺ᛂ㐣⛬ࡋ࡚ᢕᥱࡍ
ࡿࡁㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⪃࠼᪉ࡣ࠸ࡎࢀࡶព⩏῝࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢᢈุ
ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤᘬ⏝ࡉࢀࡿࠕ୍ேࡢᖾࡏࡣ⪅ࡢᖾࡏ㸦Lazarus,2003)ࠖ࠸࠺ၥ㢟ゎỴࢆ࠼࡚࠸ࡿ
ࡣゝ࠼ࡎࠊᑻᗘᵓᡂࡶྵࡵᐇドⓗ◊✲ࡶ࠸ࡲࡔᩘᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
sustainability  well-being ࡢ㛵㐃ࢆᐇドⓗ᳨ウࡋࡓᩘᑡ࡞࠸◊✲ࡢࡦࡘࡣࠊBrown & Kasser(2005)ࡢ
◊✲࡛࠶ࢁ࠺ࠋBrown ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊLazarus ࡢᣦ࠶ࡿࡼ࠺ࠊwell-being ࡢ㏣ồ⎔ቃ
㓄៖⾜ືࡣᑐ❧ⓗ࡞ᴫᛕᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࢆᐇドⓗྲྀࡾୖࡆࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ᣦࡋࠊ୧⪅ࡢ
㛫ࡣ࣏ࢪࢸࣈ࡞┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡿ௬ᐃࡋ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ື
㸦ேࡢ࠸࡞࠸㒊ᒇࡢ㟁Ẽࡣᾘࡍࠊ࡞ 10 㡯┠㸧 SWB㸦ࡑࡢ᪥ࡢᖾ⚟ឤࢆ㸳ẁ㝵࡛ホᐃ㸧ࡢ┦㛵ࢆồ
ࡵࡓ⤖ᯝࠊ୧⪅ࡢ㛫ࡣᙅ࠸ṇࡢ┦㛵㸦r=.17)ࡀࡳࡽࢀ௬ㄝࡣ᳨ドࡉࢀࡓ㸦◊✲㸯㸧ࠋࡉࡽ◊✲㸰࡛ࡣࠊ
♫ேࢆᑐ㇟⎔ቃ㓄៖⾜ື
㸦ecological footprint : Dholakia & Wackernagel, 1999)ほⓗ well-being
㸦SWLS)
ࡢ㛵㐃ᛶࢆᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣝࡼࡾồࡵࡓࡇࢁࠊș㸻.44 ࡢ㛵㐃ᛶࢆᚓࡓࠋBrown ࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㛵㐃ࡢ
ㄝ᫂せᅉࡋ࡚ࠊ◊✲㸯࡛ࡣ⮬Ⓨⓗ⡆⣲㸦ࢩࣥࣉ࣭࢚ࣝࢥ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࡢ㏣ồ㸧ࡍ࡞ࢃࡕ㠀≀㉁
⩏ࠊ◊✲㸰࡛ࡣෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅ࣐ࣥࢻࣇࣝࢿࢫ㸦⮬ᕫࡢෆⓗ࡞≧ែࡸ⾜ືཷᐜⓗὀពࢆഴಽࡍࡿ
ព㆑≧ែ㸧ࢆタᐃࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡸ SWB ᭷ព࡞┦㛵ࡸࣃࢫಀᩘࢆ♧ࡍࡢ⤖ㄽࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡣࠊ࣓ࣜ࢝㸦ࣜࢰࢼ㸧ࡢᏛ⏕ 221 ྡࠊ࣓࢟ࢩࢥࡢᏛ⏕
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220 ྡࡘ࠸࡚ࠊྥ⎔ቃ⾜ື 11 㡯┠㸦Kaiser,1998㸸⣬㈨※ࢆࡓࡵࣜࢧࢡࣝࡍࡿࠊㄡࡀ࢚ࢥࣟࢪ࡛࢝ࣝ
࡞࠸⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡓࡽᣦࡍࡿ࡞㸧ࠊLybomirsky, et al.(1999)ࡢᖾ⚟ឤᑻᗘࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࠊඹศᩓᵓ
㐀ศᯒࢆ⏝࠸࡚୧⪅ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊ࣓ࣜ࢝ࡢࢧࣥࣉ࡛ࣝࡣྥ⎔ቃ⾜ືࡽᖾ⚟ឤࡢಀᩘ
ࡀ.22 ࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋࠊ࣓࢟ࢩࢥࡢࢧࣥࣉ࡛ࣝࡣࠊಀᩘࡀ.45 㧗ࡃ࡞ࡿሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ࡢࢧ
ࣥࣉࣝࡢಀᩘࡣ Brown ࡽࡼࡿᏛ⏕ࢧࣥࣉࣝྠᵝࡢᩘ್ࡳ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋBetchel ࡽࡣࠊᩥ
ⓗ┦㐪ࡀ⏕ࡌࡿ⌮⏤ࢆ࣓࢟ࢩࢥࡢ㞟ᅋ⩏ⓗᩥồࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢⅬࡣᚋ᳨ドࡀᚲせࡶㄽࡌ࡚
࠸ࡿࠋ
㸲㸧ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊBrown & Kasser(2005)࠾ࡼࡧ Bechtel & Corral-Verdugo(2010)ࢆཧ⪃ࠊ➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛◊✲
ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫⓗ❧ሙࢆ⫼ᬒࡋࡘࡘࠊsustainable ࡞ᚰᛶ⾜ືࡢ㛵㐃ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀࡒࢀ
 SWB ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋᅇࡢㄽ⪃࡛ࡣࠊ㸯㸧sustainability 㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗ≉
㉁㸦sustainable ᚰᛶ㸧ࡢணഛⓗ᳨ウࠊ࠾ࡼࡧࠊ㸰㸧sustainability 㛵㐃ࡍࡿ⾜ືഴྥ㸦sustainable ⾜ື㸧ࡢ
ணഛⓗ᳨ウࠊ㸱㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᚰᛶ well-being ᣦᶆࡢ㛵㐃ࡢศᯒࠊࢆ┠ⓗࡋࡓ◊✲⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࡍࡿࠋ㸯㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊCorral-Verdugo, et al.(2010)ࢆཧ⪃ sustainable ᚰᛶ㛵㐃ࡍࡿᑻᗘࢆヨࡳࡿࠋࡇ
ࡇ࡛࠸࠺ࠕᚰᛶࠖࡣࠊⱥㄒ࡛⾲グࡉࢀࡿ disposition ࢆពࡋࠊ≉ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊㄆ▱࣭ឤഴྥࡸ౯್
ほ࡞ᖜᗈ࠸ಶேᕪࢆ⾲⌧ࡍࡿ⏝ㄒࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿࠋ㸰㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡸࡣࡾ Corral-Verdugo, et al.(2010)
ࡸࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࢆཧ⪃ᑻᗘࢆసᡂࡋࠊ⤖ᯝࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡿࠋ㸱㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊBrown
& Kasser(2005)ࡢᣦࡍࡿࡼ࠺࡞࣏ࢪࢸࣈ࡞┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡿ࠺ࠊᛶᕪࡸᖺ௦ᕪࢆྵࡵ᳨࡚ウࢆ⾜
࠺ࠋࡉࡽ Bechtel & Corral-Verdugo(2010㸧ࡢᣦࡍࡿࣃࢫಀᩘࡢ┦㐪ࡀࠊ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋ⩏ⓗᩥ࡛
ࡢࡼ࠺࡞ᩘ್ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆヨࡳࡿࠋ

㸰㸬᪉ἲ
 ㄪᰝཧຍ⪅ࡣᮾᆅ᪉ࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧࡑࡢ୧ぶࡸ▱ᕫࡢࡈኵ፬ࠋ2011 ᖺ㸰᭶⾜ࢃࢀࡓ㸰ࡘࡢㅮ⩏ฟ
ᖍࡋࡓᏛ⏕ 216 ྡᑐࡋࠊ◊✲┠ⓗ࣭⌮ⓗ㓄៖➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊ◊✲ྠព᭩ࢧࣥࢆồࡵࡓ
࠺࠼࡛ࠊᏛ⏕⏝㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋྠࠊ୧ぶࡲࡓࡣ▱ᕫࡢࡈኵ፬ࡢ㉁ၥ⣬㒑㏦ࢆ౫㢗ࡋࠊ
࠺ࡕ 105 ྡࡽᢎㅙࢆᚓࡓࠋᏛ⏕࣭୧ぶ࣭▱ᕫࡶ༏ྡᛶࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࢹ࣮ࢱࡢᑐᛂࢆᅗࡿࡓࡵࠊ10 ᱆
ࡽ࡞ࡿྠ୍ࡢ ID ࢆ⾲⣬グධࡉࡏࡓࠋ⤖ᯝⓗࠊ୧ぶ࣭▱ᕫࡘ࠸࡚ࡣ 73 ⤌ࡢ࢝ࢵࣉࣝ 146 ྡࡽᅇ⟅
ࢆᚓࡓ㸦ᅇ⋡ 69.5%㸧ࠋᏛ⏕ࡢᛶูࡣࠊ⏨Ꮚࡀ 80 ྡࠊዪᏊࡀ 136 ྡࠊ୧ぶ࣭▱ᕫࡢ༊ูࡣࠊ୧ぶࡀ 57
⤌ࠊ▱ᕫࡀ 16 ⤌࡛࠶ࡗࡓࠋ୧ぶ࣭▱ᕫࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ⏨ᛶࡀ 49.03 ṓࠊዪᛶࡀ 46.25 ṓࠊᩍ⫱ᖺ㱋ࡢᖹᆒࡣ
13.55 ᖺࠊ⤖፧ᖺᩘࡢᖹᆒࡣ 20.55 ᖺࠊᏊࡶࡢᩘࡢᖹᆒࡣ 2.2 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ⫋✀ࡣࠊᑓ㛛⫋࣭ᩍ⫱⫋ࡀ 26
ྡ㸦18%)ࠊ⟶⌮⫋࣭ົ࣭㈍ࡀ 28 ྡ㸦19%㸧ࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡀ 14 ྡ㸦10㸣㸧ࠊබົဨࡀ 15 ྡ㸦10㸣㸧ࠊ
ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࡀ 15 ྡ㸦10㸣㸧ࠊ↓⫋ࡀ 31 ྡ(21㸣㸧࡞ࡗࡓࠋᒃఫᆅࡣᒾᡭ┴ࡀ 51 ྡ㸦35㸣㸧ࠊ㟷᳃┴
25 ྡ(17%)ࠊ⛅⏣┴ 24 ྡ(16%)ࠊᐑᇛ┴ 23 ྡ(16%)ࠊ⚟ᓥ┴㸶ྡ㸦㸳㸣㸧࡛ࠊయࡢ 90㸣ࡀᮾᆅ᪉ఫ
ࡴேࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㉁ၥ⣬ࡣࠊsustainable ᚰᛶᑻᗘࠊsustainable ⾜ືᑻᗘࢆ୰ᚰࠊHuman Strengths ࢆ ᐃࡍࡿ VIA-IS㸦
➉,2005㸧ࡢ୍㒊ࡸ SWB 㛵ࡍࡿᑻᗘ㸦SWLS, SHS, PANAS)➼ࠊ㒊࡛ 13 ࡢᑻᗘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊsustainable ᚰᛶࠊsustainable ⾜ື࠾ࡼࡧ SWB 㛵ࡍࡿ㸰ࡘࡢᑻᗘ㸦SWLS, SHS)㛵ࡍࡿศᯒ
⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
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sustainable ᚰᛶᑻᗘࡣࠊCorral-Verdugo, et.al. (2010)ᥖ㍕ࡉࢀࡓ」ᩘࡢㄽᩥࢆཧ⪃ࠊᮏ㑥ࡢᐇヱ
ᙜࡋ࡞࠸㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࠊ᪂ࡓ࡞㡯┠ࢆຍ࠼ࠊ33 㡯┠ࡽᵓᡂࡋࡓࠋෆᐜⓗࡣࠊከᵝᛶࡢぶឤࠊୡ௦
⥅ᢎᛶࠊឡ⩏ࠊᮍ᮶ᚿྥࠊ⎔ቃಖㆤ⩏ົឤࠊ♫ⓗබṇឤࠊ⮬↛ぶឤ➼ࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀࡿ㸦⾲㸯ཧ
↷㸧ࠋsustainable ⾜ືᑻᗘࡣࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡢྥ⎔ቃ⾜ື㡯┠ຍ࠼ࠊᒾᡭᏛ⎔ቃ┠ⓗ
㸦2010 ᖺᗘ㸧ࢆཧ⪃సᡂࡋࡓࠊᮏ㑥࡛ࡢ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡋ࡚᪥ᖖ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⾜ື㡯┠ 30 㡯
┠ࡽᵓᡂࡋࡓ
㸦⾲㸰ཧ↷㸧
ࠋSWLS ࡘ࠸࡚ࡣゅ㔝㸦1995)ࡢ⩻ヂࡋࡓ㸳㡯┠ࠊSHS ࡘ࠸࡚ࡣᓥࡽ
㸦2004㸧
ࡢ⩻ヂࡋࡓ㸲㡯┠ࢆ⏝ࡋࡓࠋ
㸱㸬⤖ᯝ
㸯㸧ྛᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
sustainable ᚰᛶᑻᗘࠊsustainable ⾜ືᑻᗘࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᏛ⏕୧ぶ࣭▱ᕫ㸦௨ୗぶୡ௦⾲グ㸧ࢆ
ࡇࡳࡋࡓࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ᭱ᑬἲࡼࡾᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿ࡼࡾ⤖ᯝࢆồࡵࡓࠋࡑࢀࡒ
ࢀ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ⾲ 㸯 ࠊ ⾲ 㸰  ♧ ࡍ ࠋ sustainable ᚰ ᛶ ᑻ ᗘ ࡛ ࡣ ᅛ ᭷ ್ ࡢ ῶ ⾶ ≧ ἣ ࡀ
7.63,2.14,1.85,1.60,1.49,1.33,1.30㸬㸬࡞ࡗࡓࠋ㸱ᅉᏊࡽ㸵ᅉᏊࡲ࡛⤖ᯝࢆ᳨ウࡋࠊ㸳ᅉᏊゎࢆ᭱㐺ゎ
ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࠋ➨୍ᅉᏊࡣࠊୡ௦ὶࡸୡ௦⥅ᢎᛶ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡢ࡛ࠕୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࠖ
ᅉᏊࡋࡓࠊ➨ᅉᏊࡣ⏕≀ಖㆤࡸ⎔ቃಖㆤ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡢ࡛ࠕ⎔ቃಖㆤ౯್ほࠖࡋࡓࠋ
➨୕ᅉᏊࡣ᳜≀⎔ቃࡢぶᛶ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡾࠕ᳜≀ぶឤࠖࡋࡓࠋ➨㸲ᅉᏊࡣබṇࡉࡸ┠ᶆ㐩ᡂࡢྜ
⌮ᛶ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠕබṇ࣭ྜ⌮ᛶࠖࡋࡓࠋ➨㸳ᅉᏊࡣ⏕≀Ꮫⓗከᵝᛶ㛵
㐃ࡍࡿ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡀࠊ㈇Ⲵࡀ㧗ࡗࡓࡢࡣᛶⓗከᵝᛶ㛵ࡍࡿ㸯㡯┠ࡢࡳࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᅇࡢศᯒ
ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸯♧ࡍࠋ
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䠍䠊ே㢮䛾Ⓨᒎ䛻䛿⮬↛⎔ቃ䜢ಖㆤ䛩䜛䛣䛸䛜ྍḞ䛰㻌
䠎䠊䛔䜝䛔䜝䛺Ẹ᪘䛾ே䛯䛱䛸䛾ὶ䜢ᴦ䛧䜏䛯䛔㻌
䠏䠊䛔䜝䛔䜝䛺䛾✀㢮䛾⏕䛝≀䛜ዲ䛝䛰㻌
䠐䠊⮬ศ䛾ୡ௦䛾ே䛯䛱䛸୍⥴䛻䛔䜛䛣䛸䛜ዲ䛝䛰㻌㻌
䠑䠊㐨䜢⪺䛛䜜䛯䜙䛝䛱䜣䛸ෆ䛩䜛㻌㻌㻌
䠒䠊Ꮚ䛹䜒䛿䛒䜜䛣䜜ே䛻㉁ၥ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔㻌㻌
䠓䠊୍᪥䛾䝥䝷䞁䜢❧䛶䛶⾜ື䛩䜉䛝䛰㻌㻌㻌㻌
䠔䠊᳜≀䜔ⲡᮌ䛿⏕䛝⏕䛝䛸䛧䛯Ẽᣢ䛻䛥䛫䛶䛟䜜䜛㻌
䠕䠊㈨※䜢㈼᫂䛻⏝䛧䛶䛣䛭⮬↛䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛
㻝㻜䠊䛥䜎䛦䜎䛺♫㝵ᒙ䛾ே䛯䛱䛸䛾ὶ䜢ᴦ䛧䜏䛯䛔㻌㻌
㻝㻝䠊䛔䜝䛔䜝䛺✀㢮䛾᳜≀䜢ぢ䛶䛔䜛䛸ᴦ䛧䛟䛺䜛㻌㻌
㻝㻞䠊⮬ศ䛾⤒㦂䛧䛶䛝䛯䛣䛸䜢ḟ䛾ୡ௦䛻ఏ䛘䛯䛔㻌㻌
㻝㻟䠊䝞䝇䜔㟁㌴䛷䛚ᖺᐤ䜚䜢䜏䛛䛡䛯䜙ᖍ䜢ㆡ䜛㻌㻌
㻝㻠䠊䛒䜛≉ᐃ䛾❧ሙ䜔⪃䛘᪉䛰䛡䛜ᡂຌ䛻䛴䛺䛜䜛㻌
㻝㻡䠊┠ᶆ䜢䛯䛶䜛䛸䛝䛻䛿㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᡭ䛰䛶䜢⪃䛘䛺䛜䜙Ỵ䜑䜛
㻝㻢䠊⥳䛜䛒䜛䛸䛾ே䛸䛾㛵ಀ䛜ᨵၿ䛥䜜䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖㻌㻌
㻝㻣䠊⏕ែᏛⓗ䛺䝞䝷䞁䝇䛻㓄៖䛧䛶䛣䛭ே㢮䛾Ⓨᒎ䛜㐩ᡂ䛷䛝䜛
㻝㻤䠊ᛶⓗ䛺ከᵝᛶ䛿ᝏ䛔䛣䛸䛷䛿䛺䛔㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻥䠊ே㛫䛻ᐖ䜢䛺䛩⏕䛝≀䛷䛒䛳䛶䜒✀䛾ಖᏑ䛿ษ䛰㻌
㻞㻜䠊ᖺ㛗⪅䛾⤒㦂䛧䛶䛝䛯ヰ䜢⪺䛟䛾䛜ዲ䛝䛰㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻝䠊ເ㔠άື䜔⅏ᐖຓ䛻䛿䛷䛝䜛䛰䛡༠ຊ䛩䜛㻌㻌㻌
㻞㻞䠊ᭀຊ䜢䜅䜛䛖ே䛿⨩䜢ཷ䛡䜛䜉䛝䛰㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻟䠊㐍ᤖ≧ἣ䜢☜䛛䜑䛺䛜䜙䛝䛱䜣䛸䜢㐍䜑䜛䜋䛖䛰
㻞㻠䠊⾤䛾୰䛷බᅬ䛺䛹⮬↛䛻ゐ䜜䜛䛸䝇䝖䝺䝇䛜ῶ䜛㻌㻌
㻞㻡䠊⌧ᅾ䛾⮬↛ಖㆤ䛜ᑗ᮶䛾䜘䛔♫䛾ᣢ⥆䛻䛴䛺䛜䜛
㻞㻢䠊ከᵝ䛺᐀ᩍ䜔ᨻⓗᚿྥᛶ䛜䛒䛳䛶䜒䜘䛔㻌㻌㻌㻌
㻞㻣䠊䛭䜜䛮䜜䛾⏕䛝≀䛾ఫ䜐⎔ቃ䜢ಖᣢ䛩䜛䛣䛸䛿㔜せ䛰
㻞㻤䠊⮬ศ䛜䛩䜛䛣䛸䛿ᚋ䛾ୡ䛾ே䛻䛸䛳䛶ఱ䜙䛛䛾ព䜢䜒䛴
㻞㻥䠊ᡭຓ䛡䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛ே䛜䛔䛯䜙✚ᴟⓗ䛻ຓ䛩䜛
㻟㻜䠊⏨ᛶ䛸ዪᛶ䛜ྠ➼䛸䛩䜛⪃䛘᪉䛿ཷ䛡ධ䜜䛜䛯䛔㻌
㻟㻝䠊ఱ䛛Ỵ᩿䜢䛩䜛๓䛻䛿䚸㈝⏝ᑐຠᯝ䜢⪃䛘䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻟㻞䠊Ꮚ䛹䜒䛾ᩍ⫱䛻䛸䛳䛶⮬↛䛸䛾䜅䜜䛒䛔䛿ษ䛰㻌
㻟㻟䠊ᾘ㈝䜢⠇⣙䛩䜛䛣䛸䛜⌧ᅾ䜔ᑗ᮶䛾䜘䛔♫䛾ᣢ⥆䛻䛴䛺䛜䜛

➨୍ᅉᏊ ➨ᅉᏊ ➨୕ᅉᏊ ➨ᅄᅉᏊ ➨ᅉᏊ
㻜㻚㻜㻣㻡
㻜㻚㻡㻣㻠
㻙㻜㻚㻝㻞㻜
㻜㻚㻜㻟㻞
㻙㻜㻚㻝㻜㻢
㻜㻚㻡㻠㻣
㻙㻜㻚㻜㻜㻝
㻜㻚㻜㻢㻜
㻙㻜㻚㻝㻝㻡
㻜㻚㻞㻝㻣
㻜㻚㻝㻜㻠
㻜㻚㻜㻣㻡
㻜㻚㻟㻠㻣
㻙㻜㻚㻝㻠㻣
㻜㻚㻟㻡㻞
㻜㻚㻝㻞㻥
㻜㻚㻜㻥㻟
㻙㻜㻚㻝㻜㻠
㻜㻚㻞㻝㻥
㻜㻚㻝㻟㻞
㻜㻚㻞㻞㻣
㻜㻚㻝㻤㻣
㻜㻚㻜㻢㻠
㻜㻚㻝㻣㻟
㻜㻚㻜㻡㻤
㻜㻚㻜㻟㻤
㻙㻜㻚㻜㻤㻡
㻙㻜㻚㻝㻟㻥
㻙㻜㻚㻜㻣㻞
㻜㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻞㻞㻞
㻙㻜㻚㻜㻠㻜
㻜㻚㻝㻢㻜
㻜㻚㻞㻣㻝
㻙㻜㻚㻝㻥㻞
㻙㻜㻚㻜㻢㻣
㻜㻚㻜㻝㻝
㻜㻚㻥㻝㻝
㻙㻜㻚㻜㻞㻣
㻙㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻜㻝㻟
㻜㻚㻞㻢㻢
㻜㻚㻞㻤㻜
㻜㻚㻜㻤㻟
㻜㻚㻝㻠㻠
㻜㻚㻥㻝㻜
㻙㻜㻚㻝㻢㻤
㻙㻜㻚㻝㻡㻥
㻙㻜㻚㻜㻜㻢
㻜㻚㻞㻣㻜
㻜㻚㻜㻢㻟
㻙㻜㻚㻜㻣㻞
㻜㻚㻣㻥㻡
㻙㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻝㻞㻣
㻜㻚㻡㻥㻣
㻙㻜㻚㻝㻝㻣
㻜㻚㻞㻜㻣
㻜㻚㻜㻠㻡
㻙㻜㻚㻜㻢㻟
㻜㻚㻞㻞㻤
㻜㻚㻞㻞㻡
㻜㻚㻜㻟㻤
㻙㻜㻚㻜㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻣㻥
㻜㻚㻜㻥㻥
㻙㻜㻚㻟㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻟㻜
㻙㻜㻚㻜㻥㻞
㻙㻜㻚㻝㻜㻣
㻜㻚㻜㻠㻝
㻙㻜㻚㻜㻠㻥
㻜㻚㻝㻣㻠
㻜㻚㻠㻡㻢
㻜㻚㻜㻢㻠
㻜㻚㻟㻤㻥
㻙㻜㻚㻜㻞㻥
㻜㻚㻝㻢㻝
㻜㻚㻝㻜㻠
㻙㻜㻚㻜㻞㻟
㻜㻚㻜㻤㻥
㻜㻚㻟㻣㻤
㻜㻚㻝㻞㻣
㻜㻚㻝㻝㻝
㻜㻚㻜㻤㻞
㻙㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻜㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻟㻜㻤
㻜㻚㻢㻤㻣
㻙㻜㻚㻜㻤㻞
㻜㻚㻠㻞㻣
㻜㻚㻝㻝㻝
㻙㻜㻚㻝㻡㻟
㻜㻚㻞㻜㻥
㻜㻚㻠㻥㻣
㻜㻚㻝㻜㻠
㻜㻚㻞㻝㻣
㻙㻜㻚㻜㻣㻢
㻙㻜㻚㻝㻝㻠
㻜㻚㻡㻟㻤
㻜㻚㻜㻣㻟
㻜㻚㻜㻞㻣
㻙㻜㻚㻜㻡㻢
㻙㻜㻚㻞㻝㻤
㻙㻜㻚㻜㻤㻡
㻜㻚㻝㻝㻜
㻙㻜㻚㻝㻟㻠
㻜㻚㻡㻤㻤
㻜㻚㻝㻣㻜
㻜㻚㻜㻜㻠
㻜㻚㻜㻡㻥
㻜㻚㻜㻟㻣
㻜㻚㻡㻥㻜
㻙㻜㻚㻜㻟㻝
㻜㻚㻜㻜㻡
㻜㻚㻝㻠㻠
㻜㻚㻢㻝㻝
㻜㻚㻝㻠㻞
㻙㻜㻚㻜㻢㻢
㻜㻚㻜㻢㻝
㻜㻚㻡㻝㻡
㻜㻚㻜㻟㻢
㻜㻚㻜㻟㻤
㻙㻜㻚㻝㻞㻝
㻙㻜㻚㻝㻜㻥
㻜㻚㻟㻢㻢
㻜㻚㻜㻢㻜
㻙㻜㻚㻜㻜㻟
㻜㻚㻟㻠㻞
㻜㻚㻜㻣㻝
㻜㻚㻤㻝㻥
㻙㻜㻚㻜㻠㻥
㻙㻜㻚㻝㻝㻣
㻜㻚㻜㻤㻠
㻜㻚㻡㻢㻡
㻜㻚㻝㻢㻠
㻙㻜㻚㻝㻡㻟
㻜㻚㻜㻜㻥
㻙㻜㻚㻜㻥㻤
㻜㻚㻡㻠㻝
㻜㻚㻞㻟㻜
㻙㻜㻚㻝㻟㻤
㻜㻚㻜㻟㻣
㻙㻜㻚㻜㻜㻠
㻜㻚㻞㻟㻠
㻙㻜㻚㻞㻠㻤
㻜㻚㻜㻢㻥
㻙㻜㻚㻜㻜㻤
㻙㻜㻚㻝㻠㻥
㻜㻚㻜㻜㻥
㻙㻜㻚㻝㻝㻢
㻜㻚㻜㻡㻢
㻜㻚㻠㻣㻤
㻜㻚㻞㻝㻟
㻜㻚㻜㻢㻢
㻜㻚㻠㻞㻞
㻜㻚㻞㻣㻡
㻙㻜㻚㻜㻝㻠
㻙㻜㻚㻜㻜㻠
㻜㻚㻝㻠㻝
㻜㻚㻟㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻞㻟
㻜㻚㻜㻤㻞
㻜㻚㻜㻠㻡

 sustainable ⾜ືᑻᗘ࡛ࡣࠊᅛ᭷್ࡢῶ⾶≧ἣࡀࠊ8.77,2.30,1.80,1.27,1.17,1.04,1.01㸬㸬࡞ࡗࡓࠋ㸱ᅉᏊ
ࡽ㸵ᅉᏊࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࢆ᳨ウࡋࠊ㸱ᅉᏊゎࢆ᭱㐺ゎࡋࡓࠋ➨୍ᅉᏊࡣࠊࣜࢧࢡࣝࡸ⮬ࡢ⎔ቃព㆑ࢆ㧗
ࡵࡿ⾜ືࡀ㧗࠸㈇Ⲵࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛ࠕ⎔ቃၨⓎ⾜ືࠖྡࡋࡓࠋ➨ᅉᏊࡣࠊ⠇㟁ࠊࢦ࣑ศู࡞ࡢ⾜ື
ࡀ㧗࠸㈇Ⲵࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛ࠕ㈨※⠇⣙⾜ືࠖྡࡅࡓࠋ➨୕ᅉᏊࡢゎ㔘ࡣᅔ㞴ࡔࡗࡓࡀࠊ⛣ືࡸ⠇Ỉ㛵
ࡍࡿ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࠕ᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࠖࡋ࡚ศᯒຍ࠼ࡿࡇࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸰
♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ⾲୰ͤ༳ࡢࡘ࠸ࡓ㡯┠ࡣࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)࡛⏝࠸ࡽࢀࡓྥ⎔ቃ⾜ືᑻᗘࡢ㡯
┠࡛࠶ࡿࠋᅇࡢศᯒ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣ㸯ࡘࡢᅉᏊࡣࡲࡲࡽ࡞ࡗࡓࠋSWLS  SHS ࡘ࠸࡚ࡶ
᭱ᑬἲ࡛ᅉᏊศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇࢁࠊࡑࢀࡒࢀ㸯ᅉᏊᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
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䠍䠊Ὑ℆≀䛿䛯䜑䛶䛛䜙Ὑ℆ᶵ䛻䛛䛡䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䠎䠊㒊ᒇ䛾 ᗘタᐃ䛻Ẽ䜢㓄䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䠏䠊⣬㈨※䜢䛯䜑䝸䝃䜲䜽䝹䛩䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䠐䠊✵䛻䛺䛳䛯䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽䞉䝪䝖䝹䜢䛯䜑䝸䝃䜲䜽䝹䛻ฟ䛩
䠑䠊ㄡ䛛䛜䜶䝁䝻䝆䜹䝹䛷䛺䛔⾜ື䜢䛧䛶䛔䛯䜙ᣦ䛩䜛
䠒䠊⏕ྍ⬟䛺䝟䝑䜿䞊䝆䜢䛳䛶䛔䜛ၟရ䜢㈙䛖㻌㻌㻌㻌
䠓䠊Ꮨ⠇䛻䛒䛳䛯ၟရ䠄㔝⳯䛺䛹䠅䜢㉎ධ䛩䜛䜘䛖Ẽ䜢䛴䛡䜛
䠔䠊䜶䝺䝧䞊䝍䜢䜟䛪㝵ẁ䛷⛣ື䛩䜛䜘䛖ດ䜑䛶䛔䜛㻌㻌
䠕䠊㐩䛸⎔ቃၥ㢟䛻䛴䛔䛶ヰ䜢䛩䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻜䠊㒊ᒇ䛛䜙ฟ䜛䛸䛝䛻䛿䜶䜰䝁䞁䜔ᬮᡣ䜢ᾘ䛩㻌㻌㻌
㻝㻝䠊≀䜢ᤞ䛶䜛๓䛻ู䛾䛔᪉䛜䛷䛝䛺䛔䛛⪃䛘䜛㻌㻌㻌
㻝㻞䠊㐨䛻䝂䝭䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䜙䛷䛝䜛䛰䛡䜂䜝䛖㻌㻌㻌
㻝㻟䠊⛣ື䛿䛷䛝䜛䛰䛡Ṍ䛔䛯䜚⮬㌿㌴䛻䛾䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛
㻝㻠䠊Ỉ㐨䜔䝅䝱䝽䞊䛺䛹Ỉ䛾ᾉ㈝䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛㻌㻌㻌
㻝㻡䠊ከᑡ㧗䛟䛶䜒䜸䞊䜺䝙䝑䜽䛺⣲ᮦ䛾⢝ရ䜔㔝⳯䜢㉎ධ䛩䜛
㻝㻢䠊ᐙᗞ䛷䛿䛷䛝䜛䛰䛡䝂䝭䜢ฟ䛥䛺䛔䜘䛖Ẽ䜢䛴䛡䜛㻌
㻝㻣䠊䜴䜷䞊䝮䝡䝈䜔䜽䞊䝹䝡䝈䜢ᐇ㊶䛧䛶䛔䜛㻌㻌
㻝㻤䠊䝺䝆⿄䛿䛷䛝䜛䛰䛡⏝䛧䛺䛔䜘䛖Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛㻌㻌
㻝㻥䠊㒊ᒇ䛾᫂䛛䜚䛿䛷䛝䜛䛰䛡ᾘ䛧䚸⠇㟁䛻䛴䛸䜑䛶䛔䜛
㻞㻜䠊ྜᡂὙ䛿䛷䛝䜛䛰䛡䜟䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛㻌㻌
㻞㻝䠊ྂ╔䜔ᐙල䛾䝸䝃䜲䜽䝹䜢ᚰ䛜䛡䛶䛔䜛㻌㻌
㻞㻞䠊䝂䝭䛾ศู䜢䛝䛱䜣䛸ᐇ㊶䛧䛶䛔䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻟䠊⎔ቃၥ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛳䛯ᮏ䜔㞧ㄅ䜢ㄞ䜐㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻠䠊↓㥏䛺㈙䛔≀䜢䛧䛺䛔䜘䛖Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛㻌㻌㻌㻌
㻞㻡䠊䝟䝋䝁䞁䜔䝰䝙䝍䞊䚸䝥䝸䞁䝍䛾㟁※䛿䛷䛝䜛䛰䛡䛣䜎䜑䛻ᾘ䛩
㻞㻢䠊㐩䜔ᐙ᪘䛻䝸䝃䜲䜽䝹䜢່䜑䜛㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻣䠊⮬ື䝗䜰䛿䛷䛝䜛䛰䛡⏝䛧䛺䛔䜘䛖䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛
㻞㻤䠊䝬䜲䛿䛧䜔䜶䝁䝞䝑䜽䜢⏝䛧䛶䛔䜛㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻥䠊㧗㏿㐨㊰䛿⇞ᩱ⠇⣙䛾䛯䜑䛻ไ㝈㏿䜢Ᏺ䛳䛶㉮䜛䠄䛴䜒䜚䛰䠅
㻟㻜䠊䛚㔠䛜䛒䜜䜀䜶䝁䜹䞊䜔㻸㻱㻰㟁⌫䜢㉎ධ䛧䛯䛔㻌㻌
䈜㻮㼑㼏㼔㼠㼑㼘㻌㻒㻌㻯㼛㼞㼞㼍㼘㻙㼂㼑㼞㼐㼡㼓㼛㻔㻞㻜㻝㻜㻕䛷⏝䛔䜙䜜䛯⎔ቃ㓄៖⾜ື㡯┠

➨୍ᅉᏊ ➨ᅉᏊ ➨୕ᅉᏊ
㻙㻜㻚㻝㻝㻤
㻙㻜㻚㻝㻢㻥
㻜㻚㻢㻤㻜 䈜
㻜㻚㻜㻞㻟
㻜㻚㻟㻥㻡
㻜㻚㻝㻜㻣
㻜㻚㻟㻞㻟
㻜㻚㻟㻤㻝
㻜㻚㻝㻜㻝 䈜
㻜㻚㻞㻠㻝
㻜㻚㻟㻟㻣
㻜㻚㻞㻞㻣 䈜
㻜㻚㻣㻠㻟
㻙㻜㻚㻞㻜㻟
㻜㻚㻝㻢㻤 䈜
㻜㻚㻢㻟㻢
㻜㻚㻜㻤㻥
㻜㻚㻜㻟㻟 䈜
㻜㻚㻟㻜㻟
㻜㻚㻟㻠㻤
㻙㻜㻚㻜㻥㻢 䈜
㻜㻚㻞㻠㻥
㻙㻜㻚㻜㻜㻣
㻜㻚㻡㻜㻡
㻜㻚㻢㻡㻜
㻙㻜㻚㻝㻞㻡
㻜㻚㻜㻟㻞
㻙㻜㻚㻞㻤㻡
㻜㻚㻠㻣㻟
㻜㻚㻞㻣㻡
㻜㻚㻝㻥㻜
㻜㻚㻟㻡㻞
㻙㻜㻚㻜㻜㻝
㻜㻚㻠㻠㻢
㻜㻚㻝㻞㻠
㻙㻜㻚㻜㻡㻝
㻙㻜㻚㻜㻟㻝
㻜㻚㻜㻢㻠
㻜㻚㻢㻠㻤
㻜㻚㻜㻟㻥
㻜㻚㻡㻜㻟
㻜㻚㻝㻢㻝
㻜㻚㻡㻢㻢
㻜㻚㻜㻟㻣
㻙㻜㻚㻜㻠㻢
㻜㻚㻟㻞㻥
㻜㻚㻠㻠㻞
㻜㻚㻜㻡㻤
㻜㻚㻝㻜㻟
㻜㻚㻠㻣㻤
㻜㻚㻜㻢㻠
㻜㻚㻝㻜㻣
㻜㻚㻡㻥㻟
㻙㻜㻚㻝㻝㻣
㻙㻜㻚㻜㻥㻝
㻜㻚㻣㻡㻜
㻙㻜㻚㻜㻠㻝
㻜㻚㻡㻢㻠
㻜㻚㻜㻢㻠
㻙㻜㻚㻜㻞㻤
㻜㻚㻜㻡㻡
㻜㻚㻠㻡㻡
㻙㻜㻚㻜㻜㻡 䈜
㻜㻚㻜㻣㻣
㻜㻚㻢㻜㻜
㻙㻜㻚㻜㻝㻣
㻜㻚㻣㻝㻠
㻜㻚㻜㻞㻞
㻜㻚㻜㻝㻝 䈜
㻙㻜㻚㻝㻡㻝
㻜㻚㻢㻣㻟
㻙㻜㻚㻜㻡㻥
㻙㻜㻚㻝㻡㻤
㻜㻚㻡㻥㻜
㻙㻜㻚㻜㻜㻠
㻜㻚㻤㻜㻟
㻙㻜㻚㻜㻡㻟
㻙㻜㻚㻜㻥㻜
㻜㻚㻢㻥㻡
㻙㻜㻚㻝㻝㻣
㻙㻜㻚㻜㻥㻤
㻜㻚㻞㻞㻠
㻜㻚㻠㻠㻞
㻙㻜㻚㻝㻟㻝
㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻠㻤㻢
㻙㻜㻚㻜㻤㻞
㻙㻜㻚㻜㻣㻝
㻜㻚㻡㻞㻢
㻙㻜㻚㻜㻡㻟

㸰㸧ୡ௦ู࣭ᛶูࡢྛୗᑻᗘᚓⅬࡢ┦㐪
 ྛᑻᗘࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊࢆᵓᡂࡍࡿ㡯┠ࡢྜィᚓⅬࢆồࡵࠊ㡯┠ᩘ࡛ࡗࡓᖹᆒᚓⅬࢆ⟬ฟࡋ
ࡓࠋ⾲㸱ࡣࠊୡ௦ู࣭ᛶูࡢᖹᆒ್ࠊୡ௦ᛶࢆせᅉࡍࡿྛᑻᗘࡢ㸰せᅉศᩓศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
sustainable ᚰᛶᑻᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏨ᏊᏛ⏕ࡢᚓⅬࡢపࡉࡀ┠❧ࡘࠋࡇࡢࡇࡼࡗ࡚ࠊୡ௦ᕪ࣭ᛶᕪ࣭
స⏝ࡢࡍ࡚ࡀ᭷ព࡞ࡗ࡚࠸ࡿゎ㔘ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊබṇ࣭ྜ⌮ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊぶୡ௦࡛ᛶᕪࡀ
ࡁ࠸ࡇࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 sustainable ⾜ືᑻᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊస⏝ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊୡ௦ᛶࡢຠᯝࡀ᭷ព࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡼࡾ
ࡶぶୡ௦ࠊ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ࠺ࡀࠊ⎔ቃၨⓎ⾜ືࡸ㈨※⠇⣙⾜ືࢆࡼࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ➨
㸱ᅉᏊࡢ᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ௦ᕪࡢࡳࡀ᭷ព࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡢ᪉ࡀ㢖⦾⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋᖾ⚟ឤᑻᗘࡘ࠸࡚ࡶࠊୡ௦ࡢຠᯝࡀ᭷ព࡞ࡾࠊぶୡ௦ࡢ࠺ࡀほⓗ well-being㸦ᖾ⚟ឤࡸே
⏕‶㊊ឤ㸧ࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
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㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
ᚰᛶ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨ᅄᅉᏊ
㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
⾜ື
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
㼣㼑㼘㼘㻙㼎㼑㼕㼚㼓 㼔㼍㼜㼜㼕㼚㼑㼟㼟
㼔㼍㼜㼜㼕㼚㼑㼟㼟

ୡ௦⥅ᢎᛶព㆑
⎔ቃಖㆤ౯್ほ
᳜≀ぶឤ
බṇ䞉ྜ⌮ᛶ
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື
㻿㼃㻸㻿
㻿㻴㻿

ぶୡ௦
Ꮫ⏕
㼟㼑㼤㻌㻲
⏨ᛶ
ዪᛶ
⏨ᛶ
ዪᛶ
㼙㼍㼕㼚㻌㻲
㻠㻚㻥㻣㻣
㻠㻚㻥㻝㻥 㻠㻚㻟㻥㻟
㻠㻚㻥㻝㻟
㻡㻚㻢㻣㻡
㻡㻚㻢㻟㻠
㻡㻚㻡㻥㻝 㻡㻚㻜㻡㻟
㻡㻚㻡㻟㻠
㻢㻚㻜㻣㻝
㻡㻚㻟㻥㻥
㻡㻚㻢㻥㻞 㻠㻚㻡㻣㻥
㻡㻚㻟㻡㻟 㻞㻜㻚㻜㻜㻡
㻡㻚㻞㻤㻟
㻠㻚㻤㻞㻞 㻡㻚㻜㻟㻤
㻡㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻜㻥㻝
㻟㻚㻢㻝㻥
㻟㻚㻣㻡㻣 㻞㻚㻤㻜㻞
㻟㻚㻝㻝㻠
㻠㻚㻡㻡㻡
㻠㻚㻢㻥㻢
㻡㻚㻞㻟㻤 㻠㻚㻜㻢㻢
㻠㻚㻢㻢㻥 㻟㻟㻚㻜㻡㻤
㻠㻚㻝㻞㻠
㻟㻚㻤㻠㻜 㻡㻚㻝㻤㻡
㻡㻚㻠㻜㻥
㻜㻚㻜㻡㻟
㻠㻚㻝㻟㻥
㻠㻚㻝㻟㻜 㻟㻚㻡㻥㻞
㻟㻚㻢㻣㻥
㻜㻚㻝㻜㻜
㻡㻚㻞㻝㻢
㻡㻚㻝㻤㻥 㻠㻚㻡㻣㻝
㻠㻚㻢㻥㻢
㻜㻚㻞㻠㻜

㻖
㻖
㻖㻖
㼚㼟
㻖
㻖㻖
㼚㼟
㼚㼟
㼚㼟

㼓㼑㼚㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚
㼕㼚㼠㼑㼞㼍㼏㼠㼕㼛㼚
㼙㼍㼕㼚㻌㻲
㻲
㻥㻚㻞㻠㻡 㻖㻖 㻤㻚㻤㻤㻡 㻖㻖
㻝㻞㻚㻥㻟㻠 㻖㻖 㻤㻚㻣㻝㻠 㻖㻖
㻞㻟㻚㻡㻤㻜 㻖㻖 㻠㻚㻜㻢㻜 㻖
㻣㻚㻝㻥㻟 㻖㻖 㻡㻚㻣㻢㻤 㻖
㻠㻤㻚㻜㻠㻟 㻖㻖 㻜㻚㻢㻤㻠 㼚㼟
㻟㻢㻚㻞㻣㻝 㻖㻖 㻜㻚㻜㻥㻠 㼚㼟
㻝㻜㻝㻚㻥㻣㻥 㻖㻖 㻟㻚㻣㻥㻣 㼚㼟
㻝㻢㻚㻣㻟㻝 㻖㻖 㻜㻚㻝㻡㻞 㼚㼟
㻟㻝㻚㻣㻠㻣 㻖㻖 㻜㻚㻡㻢㻥 㼚㼟

㸱㸧sustainable ᚰᛶ sustainable ⾜ືࡢ㛵㐃
sustainable ᚰᛶ sustainable ⾜ືࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊsustainable ᚰᛶࡢ㸲ᅉᏊࢆㄝ᫂ኚᩘࡋࠊ
sustainable ⾜ືࡢྛᅉᏊࢆ┠ⓗኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆୡ௦ู࣭ᛶู⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸲♧ࡍࠋ
⾲㸲㸸sustainable ᚰᛶࢆㄝ᫂ኚᩘࠊsustainable ⾜ືࢆ┠ⓗኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ

ぶୡ௦

⏨ᛶ

ዪᛶ

Ꮫ⏕

⏨ᛶ

ዪᛶ

➨୍ᅉᏊ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨୍ᅉᏊ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨୍ᅉᏊ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨୍ᅉᏊ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ

➨୍ᅉᏊ
ୡ௦⥅ᢎ
ᛶព㆑
㻚㻡㻞㻜㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻟㻜㻠㻖㻖
㻙㻙㻙
㻚㻟㻤㻞㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻞㻢㻥㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙

⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື

➨ᅉᏊ
⎔ቃಖㆤ
౯್ほ
㻙㻙㻙
㻚㻡㻜㻢㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻟㻤㻤㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙

➨୕ᅉᏊ
᳜≀ぶ
ឤ
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻞㻤㻜㻖
㻙㻙㻙
㻚㻟㻤㻝㻖㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻠㻞㻣㻖㻖
㻙㻙㻙
㻚㻟㻠㻜㻖㻖
㻚㻟㻟㻢㻖㻖

➨ᅄᅉᏊ
බṇ䞉ྜ
⌮ᛶ
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻟㻝㻝㻖㻖
㻚㻞㻢㻝㻖
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻙㻙㻙
㻚㻞㻟㻠㻖㻖
㻙㻙㻙

㻾㻞㼍㼐㼖
㻚㻞㻢㻜㻖㻖
㻚㻞㻠㻡㻖㻖
㻚㻜㻢㻢㻖
㻚㻜㻤㻜㻖㻖
㻚㻞㻢㻤㻖㻖
㻚㻞㻠㻟㻖㻖
㻙㻙㻙
㻚㻝㻟㻥㻖㻖
㻚㻝㻣㻞㻖㻖
㻚㻜㻢㻡㻖㻖
㻚㻝㻡㻣㻖㻖
㻚㻝㻜㻢㻖㻖

 ⤖ᯝࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ືࡘ࠸࡚ࠊಶูࡢᚰᛶࡀㄝ᫂せᅉࡋ࡚㛵㐃ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⎔ቃၨⓎ⾜ື㛵ࡋ࡚ࡣࠊୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࡀせ࡞ㄝ᫂ᅉ࡞ࡿࠋ㈨※⠇⣙⾜ືࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ࡛
ࡣ⎔ቃಖㆤ౯್ほࠊዪᛶ࡛ࡣ᳜≀ぶឤࡸබṇ࣭ྜ⌮ᛶࡀㄝ᫂ᅉ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࡘ࠸࡚
ࡣࠊ᳜≀ぶឤࡀㄝ᫂ᅉ࡞ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
㸲㸧sustainable ᚰᛶࠊsustainable ⾜ື SWB ࡢ┦㛵
sustainable ࡞ᚰᛶ࣭⾜ື SWB ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࠊࢧࣥࣉࣝయࠊ࠾ࡼࡧୡ௦࣭ᛶูࡢ┦㛵ࢆồࡵࡓࠋ௨
㝆ࡢศᯒ࡛ࡣḞ ್ࡢ࡞ࡗࡓࠊぶୡ௦ 143 ྡࠊᏛ⏕ 210 ྡࢆᑐ㇟ࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸳♧ࡍࠋ
⾲ࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊࢧࣥࣉࣝయ࡛ࡳࡿࠊsustainable ࡞ᚰᛶ࣭⾜ືࡢ㛫ࡣ࠸ࡎࢀࡶᙅ࠸┦㛵
࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊṇࡢ㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊୡ௦ู࣭ᛶูࡳࡿࠊࡑࡢᵝ┦ࡣ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࠊ≉
ዪᛶ࡛ࡣୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࢆ㝖ࡃ᭷ព࡞┦㛵ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉⏨ᛶ࡛ࡣࠊぶୡ௦࡛ࡣࠊୡ௦⥅ᢎᛶ
ព㆑ࡸබṇ࣭ྜ⌮ᛶࡀࠊᏛ⏕࡛ࡣ᳜≀ぶឤࡸ㈨※⠇⣙⾜ືࡀ well-being 㛵㐃ࢆࡶࡘࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
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⾲㸳㸸sustainable ࡞ᚰᛶ࣭⾜ື well-being ᣦᶆࡢ┦㛵

㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
ᚰᛶ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨ᅄᅉᏊ
㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
⾜ື
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
ᚰᛶ
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ
➨ᅄᅉᏊ
㼟㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑 ➨୍ᅉᏊ
⾜ື
➨ᅉᏊ
➨୕ᅉᏊ

㻿㼃㻸㻿
ୡ௦⥅ᢎᛶព㆑
⎔ቃಖㆤ౯್ほ
᳜≀ぶឤ
බṇ䞉ྜ⌮ᛶ
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື
㻿㻴㻿
ୡ௦⥅ᢎᛶព㆑
⎔ቃಖㆤ౯್ほ
᳜≀ぶឤ
බṇ䞉ྜ⌮ᛶ
⎔ቃၨⓎ⾜ື
㈨※⠇⣙⾜ື
᪥ᖖⓗ䜶䝁άື

య
㻜㻚㻝㻥㻡㻖㻖
㻜㻚㻜㻠㻞
㻜㻚㻝㻢㻡㻖㻖
㻜㻚㻝㻠㻠㻖㻖
㻜㻚㻞㻝㻣㻖㻖
㻜㻚㻞㻜㻜㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻢㻜
య
㻜㻚㻝㻥㻜㻖㻖
㻜㻚㻝㻣㻜㻖㻖
㻜㻚㻞㻞㻜㻖㻖
㻜㻚㻜㻤㻜㼚㼟
㻜㻚㻝㻜㻜㼚㼟
㻜㻚㻞㻞㻜㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻡㼚㼟

ぶ䞉⏨
㻜㻚㻟㻥㻠㻖㻖
㻙㻜㻚㻜㻠㻟
㻜㻚㻜㻡㻟
㻜㻚㻟㻜㻟㻖㻖
㻜㻚㻞㻞㻞
㻜㻚㻜㻟㻤
㻙㻜㻚㻜㻟㻡
ぶ䞉⏨
㻜㻚㻟㻟㻠㻖㻖
㻜㻚㻝㻢㻥
㻜㻚㻞㻠㻝㻖
㻜㻚㻟㻜㻟㻖㻖
㻜㻚㻝㻣㻢
㻜㻚㻝㻥㻢
㻜㻚㻝㻞㻠

ぶ䞉ዪ
㻜㻚㻝㻤㻡
㻜㻚㻜㻣㻞
㻜㻚㻝㻜㻜
㻜㻚㻜㻜㻣
㻜㻚㻜㻜㻢
㻜㻚㻝㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻝㻢
ぶ䞉ዪ
㻜㻚㻞㻠㻡㻖
㻜㻚㻞㻝㻟
㻜㻚㻝㻢㻤
㻜㻚㻜㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻢㻜
㻜㻚㻞㻞㻠
㻜㻚㻜㻡㻠

Ꮫ䞉⏨
㻜㻚㻝㻝㻝
㻜㻚㻜㻝㻤
㻜㻚㻞㻢㻝㻖
㻜㻚㻝㻠㻟
㻜㻚㻟㻝㻟㻖㻖
㻜㻚㻞㻥㻞㻖㻖
㻜㻚㻜㻥㻝
Ꮫ䞉⏨
㻜㻚㻝㻢㻝
㻜㻚㻝㻡㻟
㻜㻚㻞㻡㻡㻖
㻜㻚㻜㻡㻡
㻙㻜㻚㻜㻞㻟
㻜㻚㻞㻥㻟㻖
㻜㻚㻝㻥㻜

Ꮫ䞉ዪ
㻜㻚㻝㻣㻟㻖
㻜㻚㻜㻝㻤
㻜㻚㻝㻞㻣
㻜㻚㻜㻤㻢
㻜㻚㻝㻟㻢
㻜㻚㻝㻢㻜
㻜㻚㻝㻝㻜
Ꮫ䞉ዪ
㻜㻚㻞㻜㻤㻖
㻜㻚㻜㻥㻟
㻜㻚㻝㻠㻝
㻙㻜㻚㻜㻤㻢
㻜㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻜㻞㻥
㻜㻚㻜㻡㻞

㸳㸧ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡼࡿ sustainable ᚰᛶࠊsustainable ⾜ື SWB ࡢ㛵㐃ศᯒ
 ᭱ᚋ sustainable ᚰᛶࠊsustainable ⾜ື SWB ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ᅗ㸯♧ࡍࣔࢹࣝࡼࡾඹศᩓᵓ㐀ศᯒ
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋศᯒࡘ࠸࡚ࡣᙜึ sustainable ᚰᛶࡢ㸲ᅉᏊࠊsustainable ⾜ືࡢ㸱ᅉᏊࡍ࡚ࢆྵࡵࡿᙧ
࡛⾜ࡗࡓࡀࠊsustainable ᚰᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊࡢᚰᛶ₯ᅾኚᩘࡽࡢಀᩘࡀ.63,.62,.78,.07 ࡞
ࡾࠊ➨㸲ᅉᏊ㸦බṇ࣭ྜ⌮ᛶ㸧ࡢಀᩘࡀప࠸್࡞ࡗࡓࡢ࡛ศᯒࡽ㝖እࡋࡓࠋྠᵝ sustainable ⾜ື
㛵ࡋ࡚ࡶࠊ⾜ື₯ᅾኚᩘࡽࡢಀᩘࡀࠊ.73,.91,.18 ࡞ࡾࠊ➨㸱ᅉᏊ㸦᪥ᖖⓗ࢚ࢥάື㸧ࡢ㈇Ⲵࡀపࡗࡓ
ࡢ࡛ศᯒࡽ㝖እࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡇࡼࡾࠊࡍ࡚ࡢୗᅉᏊࢆ⏝࠸ࡓศᯒ࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶಀᩘࡀࠊȮ㸰㸻
60.54(p<.001),GFI=0.940,CFI=0.911,RMSEA=0.087,AIC=102.54,࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㸰ࡘࡢᅉᏊࢆ㝖እࡋࡓᚋࡣࠊȮ
㸰

㸻9.66(n.s.),GFI=0.987,CFI=1.00,RMSEA=0.000,AIC=43.66,࡞ࡾࠊ㐺ྜᛶࡢ㧗࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࣔࢹࣝ

♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚰᛶࡽ⾜ືࡢࣃࢫࡣ.47ࠊᚰᛶࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣ.23 ࡛ࡑࢀࡒࢀ᭷ព࡞ࡗࡓࡀࠊ
⾜ືࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣ.12 ࡛᭷ព࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋྠ୍ࡢࣔࢹ࡛ࣝከẕ㞟ᅋྠศᯒࢆヨࡳࡓ⤖ᯝࠊ⾜
ືࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣࠊぶୡ௦࡛ࡣ-.04(n.s.)ࠊᏛ⏕࡛ࡣ.22(p.<05)࡞ࡾᏛ⏕ࡢ࠺ࡀ㧗࠸ಀᩘࢆ♧ࡍࡇ
ࡀ᫂ࡽ



408

ୡ௦⥅ᢎᛶ
.63**

.70**

.62**

.47**
Sustainᚰᛶ

⎔ቃಖㆤ

Sustain⾜ື
.95**

.79**
᳜≀ぶឤ

⎔ቃၨⓎ

.23*

.12

㈨※⠇⣙

SWB
.83**

.74**
SWLS

SHS

ᅗ㸰㸸sustainable ᚰᛶ࣭⾜ື SWB ࡢ㛵㐃㛵ࡍࡿඹศᩓᵓ㐀ศᯒ⤖ᯝ
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᛶู࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࠊ⏨ᛶ࡛ࡣ.44(p.<05)ࠊዪᛶ࡛ࡣ.14(n.s.)࡞ࡾࠊ⏨ᛶࡢ࠺ࡀ㧗࠸ಀᩘ
ࢆ♧ࡍࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ SWB ࡘ࠸࡚ࠊSWLS  SHS ࢆࡑࢀࡒࢀูಶࡢ₯ᅾኚᩘࡋ࡚ศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊSWLS ࡢሙྜࡣࠊᚰᛶࡽ⾜ືࡢࣃࢫࡀ.57ࠊ⾜ືࡽ SWB ࡢࣃࢫࡀ.19 ࡛ࡑࢀࡒ
ࢀ᭷ព࡞ࡾࠊᚰᛶࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣ.14 ࡛᭷ព࡞㛵㐃ഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉ SHS ࡢሙྜࡣࠊᚰᛶࡽ
⾜ືࡢࣃࢫࡀ.55ࠊ
ᚰᛶࡽ SWB ࡢࣃࢫࡀ.27 ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞ࡗࡓࡀࠊ
⾜ືࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣ.08
࡛᭷ព࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸬⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸯㸧sustainability 㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗ≉㉁㸦sustainable ᚰᛶ㸧ࡢணഛⓗ᳨ウࠊ࠾ࡼࡧࠊ㸰㸧
sustainability 㛵㐃ࡍࡿ⾜ືഴྥ㸦sustainable ⾜ື㸧ࡢணഛⓗ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋsustainable ᚰᛶ㛵ࡋ࡚
ࡣࠕୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࠖࠊࠕ⎔ቃಖㆤ౯್ほࠖࠊࠕ᳜≀ぶឤࠖࠊࠕබṇ࣭ྜ⌮ᛶࠖ࠸࠺㸲ࡘࡢᅉᏊࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅉᏊࡣࠊCorral-Verdugo, et.al. (2010)࡛ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊୡ௦⥅ᢎᛶࠊ⎔ቃಖㆤ⩏ົឤࠊ
⮬↛ぶឤࠊ♫ⓗබṇឤࠊࡰ㔜」ࡍࡿෆᐜࡳ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ࠊከᵝᛶࡢぶឤࡣ᫂
☜࡞ᅉᏊࢆᵓᡂࡋ࡞ࡗࡓࡋࠊឡ⩏ࠊᮍ᮶ᚿྥ࡞ࡣᅉᏊࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡎࠊࡲࡓṧవ㡯┠ࡶከࡗ
ࡓࠋsustainable ᚰᛶࡢ᳨ウࡣࠊᅇᢳฟࡉࢀ࡞ࡗࡓഃ㠃ࢆྵࡵࠊࡼࡾᖜᗈ࠸ㄆ▱ࠊឤࠊືᶵࠊಙᛕࠊ
౯್➼ࢆໟᣓࡋࡓᑻᗘᵓᡂࡀᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋ
sustainable ⾜ື㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⎔ቃၨⓎ⾜ືࠖࠊࠕ㈨※⠇⣙⾜ືࠖࠊࠕ᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࠖࡢ㸱ᅉᏊࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ➨୍ᅉᏊࡣ Bechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡢ⏝ࡋࡓ⎔ቃ㓄៖⾜ືᑻᗘ୍㒊㔜」ࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡢ⾜ື㡯┠ࡶΰධࡋ࡚࠾ࡾࠊྠ୍ࡢᅉᏊࡣぢ࡞ࡋࡀࡓ࠸ࠋࡲࡓ➨㸱ᅉᏊࡣゎ㔘ࡀᅔ㞴࡛ࠊඹศᩓᵓ㐀
ศᯒ࡛ࡶ⾜ືᅉᏊࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ⪃ࢆせࡍࡿࠋࡇࡢᅉᏊศᯒ࡛ࡶṧ
వ㡯┠ࡀᩘከࡃࡳࡽࢀࡿࡓࡵࠊᚋࡢ᳨ウࢆᚲせࡍࡿࡀࠊ⾜ື㠃ࢆ⎔ቃၨⓎ㈨※⠇⣙༊ูࡋ࡚ࡽ

409

࠼ࡿᚲせᛶࢆᣦ࡛ࡁࡓࡇࡣᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
sustainable ᚰᛶ sustainable ⾜ືࡢ㛵㐃ࡢศᯒࡽࡣࠊ⯆῝࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖
ᯝࠊ⎔ቃၨⓎ⾜ື㛵ࡋ࡚ࡣୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࡀせ࡞ㄝ᫂ᅉ࡞ࡾࠊ㈨※⠇⣙⾜ືࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶ࡛ࡣ
⎔ቃಖㆤ౯್ほࠊዪᛶ࡛ࡣ᳜≀ぶឤࡸබṇ࣭ྜ⌮ᛶࡀㄝ᫂ᅉ࡞ࡿࡇࠊࡑࡋ࡚᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࡘ࠸
࡚ࡣࠊ᳜≀ぶឤࡀㄝ᫂ᅉ࡞ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊsustainable ⾜ືࡢㅖഃ㠃ࢆつᐃࡍࡿᚰ
ᛶ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢ◊✲ࡀ♧၀ࡍࡿࡼ࠺ࠊಶேࡈᙉࡳ࡞ࡿᚰᛶࢆ
≉ᐃࡋࠊࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿ⾜ືࢆ୰ᚰಶேࡢ sustainability ࢆ㧗ࡵࡿධࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡼ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ᚰᛶࡸ⾜ືࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡿࠊ⏨ᏊᏛ⏕ࡢᚓⅬࡢపࡉࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
sustainable ⾜ືࡣ᪥ᖖࡢᐙࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫάືࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽᦠࢃࡿࡇࡀᑡ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺⏨ᏊᏛ⏕ࡢᚰᛶࡸ⾜ືࡀᚓⅬࡢపࡉᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖
ᯝࡣࠊ⏨ᛶ࠾࠸࡚⾜ື SWB ࡢಀᩘࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣ⏨ᛶࡢሙྜ sustainable ⾜ືࡢಶே
ᕪࡀࡁࡃࠊ⾜ືࢆࡿࡽ࡞࠸ࡼࡾࠊwell-being ឤࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡍࢀࡤࠊ⏨ᏊᏛ⏕ sustainability ࢆ㧗ࡵࡿධࢆ⾜࠺ࡇࡣ㔜せ࡞ព⩏ࢆࡶࡘࡇ
࡞ࢁ࠺ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᅇࡣୡ௦ࡸᛶࢆ㏻ࡌඹ㏻ࡢᅉᏊᵓ㐀ࡀ࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇ
ࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶࡼࡾヲ⣽࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
sustainable ࡞ᚰᛶ࣭⾜ື well-being ࡢ㛵㐃㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶṇࡢ㛵ಀᛶࡢ࠶
ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡣ Brown & Kasser(2005)ࡸࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡢᣦ
ࡶ୍⮴ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ⾜ື SWB ࡢ㛵㐃ࡣᙅ࠸ぢ࡞
ࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡣࠊᖺ௦ࡢ㧗࠸᪉ࡀ㛵㐃ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㏫ᖺ௦ࡢప࠸᪉ࡀ⾜ື SWB ࡢ㛵㐃ࡀᙉ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ࡣࠊ㞟ᅋ⩏ⓗᩥ࡛ࡣ㛵㐃ᛶࡀᙉࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᑡ࡞ࡃࡶ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ㛵㐃ᛶࡣ࣓ࣜ࢝ࡢࢧࣥࣉࣝྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊᅇࡢ⤖ᯝࡽࡣࡑࡢぢゎࡣᨭᣢ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡕ࡞ࡳࠊBechtel & Corral-Verdugo(2010)ྠ୍ࡢ㡯┠㸦ㄝ᫂ኚᩘ㸷㡯┠㸸⾲㸰ࡢͤ༳ࡢ㡯┠ࠊ࠾
ࡼࡧ SHS ࡢ㸱㡯┠㸧ࢆ⏝࠸࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ㛵㐃ᛶࡣ.22 ࡞ࡾࠊBechtel ࡽࡀᣦࡋ࡚
࠸ࡿ࣓ࣜ࢝ࡢࢧࣥࣉࣝࡢᩘ್ྠ୍࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࠊSWLS  SHS ࠸࠺
well-being ᣦᶆࡢ┦㐪ࡼࡾ⤖ᯝࡶ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊᚰ⌮ⓗ well-being ࡸ᪥ᮏ
ⓗᖾ⚟ឤᑻᗘ࡞␗࡞ࡿ SWB ᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡶᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋ
 ᚋࡢ◊✲ࡢ㐍⾜࠶ࡓࡾ᳨ウࡍࡁ㡯ࡣከࠎ࠶ࡿࠋඛ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᚰᛶ࣭⾜ືᑻᗘࡢ᳨ウ࣭
⢭⦓ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶࡢ᳨ドࡢࡓࡵྠ㞟ࡋࡓ VIA-IS ࡸ⮬ᑛឤ➼ࡢᑻᗘ
ࡢ㛵㐃ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅇࡣぶᏊࡢࢹ࣮ࢱࡢᑐᛂᛶࢆ⪃៖ࡏࡎศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊID 
ࡼࡿᑐᛂࡅࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛ᚋ᳨ウࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊᅇࡢࢹ࣮ࢱࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏๓㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮
ࢱ࡞ࡢ࡛ࠊ㟈⅏ᚋࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡋẚ㍑ࡍࡿࡇࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ࡞ࡽࠊᑗ᮶ⓗࡣ
sustainable ࡞⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋKazdin(2009)ࡣࠊsustainable ࡞⾜ື
ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿධⓗ࡞ᡭ❧࡚ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡣࠊ▱㆑ࡸሗࢆ㇏ࡍࡿᩍ⫱ࡢࡋࡓࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪᵓ
⠏ࡢᕤኵࠊ⾜ື⤖ᯝࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࡋࡓࠊពᚿỴᐃࡸ㑅ᢥࡢࡋࡓࡢ᳨ウࠊ࣓ࢹࡢ⏝ࠊᚰ⌮
ⓗㄏᅉࡢ᳨ウࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ᪉ἲࡢ᳨ウࠊ౯್ឤࡸែᗘ࡞ከᵝ࡞㛵㐃せᅉࡢ⌮ゎ⤫ྜࠊ᐀ᩍࡸ⌮
ほࡢ᳨ウࠊሙ㠃ࡸᩥ⬦ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦Ᏻ⸨,2010)ࠋከᵝ࡞ၥ㢟ࡀࢃࡿࠊ
ࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇࡣᐇࡔࡀࠊᮏ✏࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡞ᑠࡉ࡞ດຊࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ
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࠙ὀࠚᮏሗ࿌ࡢ୍㒊ࡣࠊThe second world congress on positive psychology. (July,23-26, Philadelphia, U.S.A.)
࡚ሗ࿌ࡉࢀࡓ
࠙ㅰ㎡ࠚᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 26 ᖺᗘࠊㄢ㢟␒ྕ㸸22530668ࠊ
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⧞ ࡾ㏉ࡋ࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࡢᐇ㦂ⓗ᳨ウ
♫Ꮫ 㒊 ᓥᑦ

࣮࣮࢟࣡ ࢻ㸸♫ ⓗ ࢪ ࣐ࣞࣥࠊ࣎ࣛࣥ ࢸ ࣭ࢪࣞࣥ ࣐ࠊ༠ ຊ⾜ື ࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋ ࢪࣞ ࣐࣭ࣥ ࢤ ࣮࣒ࠊΰ ྜᡓ ␎ࢼࢵ ࢩ ࣗᆒ⾮

㸯㸬⫼ᬒ
࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐㸦 volunteer’s dilemma㸧 ࡣ ࠊN ே ࡛ ⾜ ࠺ ࢤ ࣮ ࣒  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊᑡ ࡞
ࡃࡶ 1 ேࡀ༠ຊ⾜ືࢆྲྀࢀࡤࠊဨࡀ┈ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊㄡࡶ༠ຊࡋ࡞࠸ሙྜ
ࡣဨࡀ┈ࢆ⿕ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༠ຊ⾜ືࡣࢥࢫࢺࡀక࠺ࡢ࡛ࠊࣉ࣮࣮ࣞࣖ
ࡣ⮬ࡽࢥࢫࢺࢆᡶࡗ࡚༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡿࡢࠊࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀ༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡿࡇࢆᮇᚅ
ࡋ࡚༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡽ࡞࠸ࡢ㑅ᢥࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋㄡࡀ༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡿࡇࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࢀࡤࠊ༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡽ࡞࠸ࡇࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊဨࡀྠࡌࡇࢆᮇᚅࡍࢀࡤ
ဨࡗ࡚ྜ⌮࡞⤖ᯝ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊබඹ㈈ࢪ࣐ࣞࣥࡢ୍✀ࡳ࡞ࡉࢀࠊ⪅ࡢ༠
ຊ⾜ືࡌࡿࣇ࣮ࣜࣛࢻࡀၥ㢟࡞ࡿࡀࠊ┈ࢆᚓࡿࡓࡵࡣ࣎ࣛࣥࢸࡀ 1 ே࠸
ࢀࡤࡼࡃࠊࡑࢀ௨ୖࡢேᩘࡀᚲせࡉࢀ࡞࠸࠸࠺Ⅼ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ⎔ቃၥ㢟࡞ከࡃࡢ
♫ⓗၥ㢟ࡢゎỴᙜࡓࡗ࡚ࠊ1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢࡳࡀᚲせࡉࢀࡿ࠸࠺ែࡣᑡ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡓ࠼ࡤ࣎ࣛࣥࢸ⤌⧊ࡢタ❧ࡣ࣮ࣜࢲ࣮ࡀᚲせࡉࢀࡿ࡞ࠊಶே
࡛ࣞ࣋ࣝぢࢀࡤࠕ⪅ࡀ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠊ⮬ศࡣࢥࢫࢺࢆᡶࡗ࡚࡛ࡶ♫ࡢࡓࡵ㈉⊩ࡍ
ࡿ ࠖ  ࠸ ࠺ ጼ ໃ ࢆ ᣢ ࡘ ࡇ  ࡢ ព ⩏ ࡣ  ࡁ ࠸  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 㸦  ᓥ 㸪 2011㸧ࠋ
Diekmann㸦 1985㸧ࡣ ࠊࡇ ࡢ ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ௨ ୗ ࡢ ࡼ ࠺  ᐃ ᘧ  ࡋ ࡓ ࠋࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊN ே ࡛ ࢤ ࣮ ࣒
ࢆ ⾜ ࠺ ≧ ἣ ࡛ ࠊ ྛ ࣉ ࣞ ࣮ ࣖ ࣮ ࡣ ༠ ຊ 㸦 cooperation㸧  㠀 ༠ ຊ 㸦 defection㸧 ࡢ  ࡕ ࡽ  ࢆ 㑅
ᢥ ࡍ ࡿ ࠋࡶ ࡋ ࡶ 1 ே ࡛ ࡶ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࢀ ࡤ ࠊ㠀 ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ࣉ ࣞ ࣮ ࣖ ࣮ ࡢ  ᚓ ࡣ U  ࡞
ࡾ ࠊ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ࣉ ࣞ ࣮ ࣖ ࣮ ࡢ  ᚓ ࡣ ࢥ ࢫ ࢺ K ࢆ ᕪ ࡋ ᘬ ࠸ ࡓ U㸫 K  ࡞ ࡿ ࠋ  ࡇ ࢁ ࡀ ࠊ
ࡶࡋࡶဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࠊဨࡢᚓࡀ㸮࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋಶࠎࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖ
ࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࢤ࣮࣒ࡣྜ⌮ⓗ࡞ゎࡀ࡞ࡃࠊ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡀࢪ
࣐ࣞࣥ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ☜⋡㹮㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᑐ⛠ΰྜᡓ␎ࢼࢵࢩࣗ
ᆒ ⾮ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ 㸦 Diekmann㸪 1985㸧ࠋ ࣉ ࣞ ࣮ ࣖ ࣮ 㹧 ࡀ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ☜ ⋡ ࢆ 㹮 㹧  ࡍ ࡿ  ࠊ
㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ☜⋡ࡣ㹯㹧㸻㸯㸫㹮㹧࡛ࠊࡇࡢࡁࣉ࣮࣮ࣞࣖ㹧ࡢᚓࡢᮇᚅ್ࡣ
㹌

㹃 㹧 㸻 㹯 㹧 㹓 㸦 㸯 㸫 Ȉ 㹯 㹧 㸧 㸩 㸦 㸯 㸫 㹯 㹧 㸧㸦 㹓 㸫 㹉 㸧  ࡓ ࡔ ࡋ 㹧 ӆ 㹨
㹨

࡞ࡿࠋ㹃㹧ࢆ㹯㹧࡛ᚤศࡋࡓ್ࢆ㸮࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡢᚓࢆᚓࡽࢀࡿᑐ⛠ゎࢆồࡵࡿࠊ
㹯 㸮 㸻 㸦 㹉 㸭 㹓 㸧 㸯 㸭 㸦 㹌 㸫 㸯 㸧  ࣭ ࣭ ࣭  ࠙ ᘧ 1ࠚ
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࡞ࡾࠊࡑࡢᚓࡣ㹓㸫㹉࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᑐ⛠ゎ㹯ࡢࡶ࡛ࡣᑡ࡞ࡃࡶ㸯ேࡢ༠ຊ⪅
ࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡣ
㹎 㸻 㸯 㸫 㹯 㹌 㸻 㸯 㸫 㸦 㹉 㸭 㹓 㸧 㹌 㸭 㸦 㹌 㸫 㸯 㸧  ࣭ ࣭ ࣭  ࠙ ᘧ 2ࠚ
࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᘧࡽࠊ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ☜⋡ࡣࢥࢫࢺ㹉ࡀࡁ࠸ᑠࡉࡃࠊᚓ㹓ࡀࡁ࠸
ࡁࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ㹉㸭㹓ࡀ୍ᐃ࡛࠶ࢀࡤ㹌ࡀࡁࡃ࡞ࡿᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ༠ຊ⪅ࡀฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡶࠊ㹎ࡢ㹌ᑐࡍࡿ
ᚤ ศ ್ ࡀ ㈇  ࡞ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊ㹌 ࡀ  ࡁ ࡃ ࡞ ࡿ   ᑠ ࡉ ࡃ ࡞ ࡿ ࡇ  ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ㸦 Franzen,
1999㸧ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ண

ࡣ ࠊ 38 ே ࡶ ࡢ ே ࠎ ࡀ  ௳ ࢆ ┠ ࡢ ᙜ ࡓ ࡾ  ࡋ ࡞ ࡀ ࡽ ࠊ ㄡ ࡶ ㆙ ᐹ  ㏻ ሗ

ࡋ ࡞  ࡗ ࡓ  ࡉ ࢀ ࡿ ࢟ ࢸ ࣭ࢪ ࢙ ࣀ ࣦ  ࣮ ࢬ  ௳ ࡸ ࠊ
ࠕ ㈐ ௵ ศ ᩓ ࠖ ࡼ ࡿ ഐ ほ ⪅ ຠ ᯝ㸦 Darley
& Latane㸪 1968㸧 ࢆ  ㉳ ࡉ ࡏ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ಶ ே ࡢ 㑅 ᢥ ࡢ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ୍ ᐃ ࡛ ࠶ ࢀ ࡤ ே ᩘ ࡀ
ቑ࠼ࡿࡇࡼࡾ࣎ࣛࣥࢸฟ⌧ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊయࡋ࡚ࡢ࣎ࣛࣥࢸ
ฟ⌧ࡢྍ⬟ᛶࡀపࡃ࡞ࡿಶேࡢ㑅ᢥࡢྍ⬟ᛶࡀపࡃ࡞ࡿ࠸࠺ண

ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ド

ࡢ వ ᆅ ࡀ ࠶ ࡿ 㸦  ᓥ 㸪 2011㸧ࠋ
Franzen㸦 1995㸧ࡣ ࠊே ᩘ  ࡘ ࠸ ࡚ 2 ே ࠊ3 ே ࠊ5 ே ࠊ7 ே ࠊ9 ே ࠊ21 ே ࠊ51 ே ࠊ101 ே ࡢ
8 ᮲ ௳ ࢆ タ ࡅ ࠊࢥ ࢫ ࢺ ࢆ 50 Ⅼ ࠊ ᚓ ࢆ 100 Ⅼ  ࡍ ࡿ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜ ࠸ ࠊ
༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡢྜࢆㄪࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊேᩘࡀከ࠸༠ຊ⾜ືࡢྜࡀῶ
ᑡࡍࡿഴྥࡣぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ⌮ㄽⓗண

ࡉࢀࡿᆒ⾮ゎࡼࡾࡶྜࡀࡁࡃࠊయࡋ

࡚ ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ฟ ⌧ ࡢ ྍ ⬟ ᛶ ࡣ ே ᩘ ࡀ ከ ࠸   㧗 ࡃ ࡞ ࡾ ࠊ100㸣  ㏆ ࡙ ࡃ ࡇ  ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ
ࡲ ࡓ ࠊ Murnighan, Kim, & Metzger㸦 1993㸧 ࡣ ࠊ ༠ ຊ ⾜ ື 㸦 ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   㸧  㠀 ༠ ຊ ⾜ ື ࡢ
 ᚓ ࠊ࠾ ࡼ ࡧ ே ᩘ ࢆ య ⣔ ⓗ  ኚ  ࡉ ࡏ ࡚ ࠊሙ 㠃  ᐃ ἲ  ࡼ ࡿ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ
ࠕ༠ຊ⾜ືࡢ
ᚓ 㸭 㠀 ༠ ຊ ⾜ ື ࡢ  ᚓ ࠖࢆ ࠊ$2㸭 $4ࠊ$2㸭 $20ࠊ$2㸭 $200ࠊ$1,000㸭 $2,000ࠊ$1,000㸭 $10,000ࠊ
$1,000㸭 $100,000 ࡢ 6 ᮲ ௳ ࠊ ே ᩘ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 2 ே ࠊ 5 ே ࠊ 10 ே ࠊ 25 ே ࠊ 100 ே ࡢ 5 ᮲ ௳ ࢆ
タᐃࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊ༠ຊ⾜ືࡢᚓࡀࡁ࠸᪉ࡀ࣎ࣛࣥࢸࡢྜࡀࡁࡃࠊ༠ຊ⾜ື
ࡢᚓᑐࡍࡿ㠀༠ຊ⾜ືࡢᚓࡢྜࡀࡁ࠸࣎ࣛࣥࢸࡢྜࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊேᩘࡀከ࠸࣎ࣛࣥࢸࡢྜࡀῶᑡࡍࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊ
ࡑࡢྜࡣ⌮ㄽⓗண

ࡉࢀࡿྜࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Franzen㸦 1995㸧 Murnighan, Kim, & Metzger㸦 1993㸧ࡢ ◊ ✲ ࡛ ࡣ ࠊᐇ 㝿  ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࣭
ࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࢆᐇࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛཧຍ⪅ᚓேᩘࡢ᮲௳ࢆ࠼࡚ 1 ᅇ㝈
ࡾࡢ㑅ᢥࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᮲௳ࡢタᐃࡀᰂ㌾⾜࠼
ࡿࡇࡸࠊከࡃࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ࠸࠺㠃࡛Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿」ᩘࡢཧ
ຍ⪅ࡀྠࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ⪅ࡢ㑅ᢥࡸ⮬㌟ࡢᚓࡓᚓ࡞ࡢ
ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ⾜࠼ࡎࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࢤ࣮࣒ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊཧຍ⪅ࡢᐇឤࡶ
ஈ ࡋ ࠸  ࠸ ࠺ ၥ 㢟 ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ࡑ ࡇ ࡛ ࠊ ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ PC ࢿ ࢵ ࢺ ࣡ ࣮ ࢡ ࢆ  ⏝ ࡋ ࡚ ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ 
ᐇ㝿࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊேᩘࡢ㐪࠸ࡼࡿ༠ຊ⾜ືࡢ㑅
ᢥ⋡ࡸ࣎ࣛࣥࢸࡢฟ⌧⋡ࡢ㐪࠸ࢆㄪࡿࡶࠊヨ⾜ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡼࡿ⾜ືࡢኚ
ࢆ ㄪ  ࡿ ࡇ  ࢆ ┠ ⓗ  ࡍ ࡿ ࠋࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ࠊ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ N ே ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ
ᐇ㝿ᐇࡋࡓ◊✲ࡣࢇሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡽࠊ᥈⣴ⓗ࡞ᐇ㦂◊✲ࡋ࡚
⨨ ࡙ ࡅ ࡿ ࡇ  ࡶ ࡛ ࡁ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ࠊ㹸 -Tree ࢯ ࣇ ࢺ ࢘ ࢙ 㸦 Fischbacher, 2007㸧

415

ࢆ⏝࠸࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋᐇ⾜ࡋࡓࠋ

㸰㸬ᐇ㦂
(1) ᪉ ἲ
 ᮾ ὒ  Ꮫ ࡢ Ꮫ ⏕ ࡛ ࠊࠕ ♫  ᚰ ⌮ Ꮫ ᐇ 㦂 ₇ ⩦ ࠖ ࢆ ཷ ㅮ ࡍ ࡿ 3ࠊ 4 ᖺ ⏕ ィ 144 ྡ ࡀ ཧ ຍ ࡋ ࡓ ࠋ
ᐇ 㦂 ࡣ ࠊࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࠺ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡢ ே ᩘ  ࡘ ࠸ ࡚ ࠊ4 ே ࠊ5 ே ࠊ8 ே ࠊ9 ே ࠊ10 ே ࡢ 5 ᮲ ௳ ࡀ
タ ᐃ ࡉ ࢀ ࠊ ཧ ຍ ⪅ ࡈ   4 ே ࡲ ࡓ ࡣ 5 ே ࡢ ᑡ ே ᩘ ᮲ ௳  ࠊ 8 ே ࠊ 9 ே ࡲ ࡓ ࡣ 10 ே ࡢ  ே ᩘ
᮲௳ࡢ 2 ࡘࡢ᮲௳ࡀࣛࣥࢲ࣒ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓࠋᑡேᩘ᮲௳ேᩘ᮲௳ࡢᐇ㡰ᗎࡣᴟ
ຊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࡉࢀࡓࡀࠊ༙ᩘࡎࡘ࡛ࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲ ࡓ ࠊ4 ྡ ࡢ ཧ ຍ ⪅  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ  ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ ࡳ ࡋ  ᐇ  ࡛ ࡁ ࡎ ࠊᑡ ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ ཧ ຍ ⪅ ࡣ 140
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᐇ 㦂 ࡣ PC ᩍ ᐊ ࡛ ⾜ ࢃ ࢀ ࠊ1 ᅇ  28 ྡ 㹼 40 ྡ ࡢ ཧ ຍ ⪅ ࡀ ྠ   ᐇ  ࡋ ࠊ 㒊 ࡛ 4 ᅇ ᐇ 
ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ  ဨ ࡀ PC  ྥ  ࡗ ࡚ ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࠺ ࡀ ࠊ ⮬ ศ ࡀ ᩍ ᐊ ෆ ࡢ ㄡ  ྠ ࡌ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ ⾜ ࡗ
࡚ ࠸ ࡿ ࡢ  ࡣ ࢃ  ࡽ ࡞ ࠸ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋPC ࡢ ⏬ 㠃  ࡣ ࠊࢤ ࣮ ࣒ ࡢ ࣝ ࣮ ࣝ ࢆ ♧ ࡍ ᩍ ♧ ࡀ
ྛヨ⾜ࡢึࡵ⾲♧ࡉࢀࡓࠋࡓ࠼ࡤࠊ4 ே᮲௳ࡢᩍ♧ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠶࡞ࡓࢆྵࡵ࡚ 4 ேࡀࢤ࣮࣒ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
㉥ ࡀ 0 ே  㟷 ࡀ 4 ே  => 㟷  0 Ⅼ
㉥ ࡀ 1 ே  㟷 ࡀ 3 ே  => ㉥  4 Ⅼ  㟷  8 Ⅼ
㉥ ࡀ 2 ே  㟷 ࡀ 2 ே  => ㉥  4 Ⅼ  㟷  8 Ⅼ
㉥ ࡀ 3 ே  㟷 ࡀ 1 ே  => ㉥  4 Ⅼ  㟷  8 Ⅼ
㉥ ࡀ 4 ே  㟷 ࡀ 0 ே  => ㉥  4 Ⅼ
࠶ ࡞ ࡓ ࡢ 㑅 ᢥ (㉥ = 1, 㟷 = 2)

ேᩘ᮲௳ࡈேᩘࡘ࠸࡚ࡢ⾲♧ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐ࣞࣥࡢ୍⯡࣮ࣝࣝ
ᚑ࠸ࠊ
ࠕ 㠀 ༠ ຊ㸦 㟷 ࡢ 㑅 ᢥ 㸧ࡢ ᚓ Ⅼ 8 Ⅼ  ᑐ ࡋ ࡚ ༠ ຊ㸦 ㉥ ࡢ 㑅 ᢥ 㸧 ࡣ 4 Ⅼ ࡢ ࢥ ࢫ ࢺ ࡀ క ࠺
ࡀ ࠊ ဨ ࡀ 㠀 ༠ ຊ ࡢ ሙ ྜ  ࡣ  ဨ ࡀ 0 Ⅼ  ࡞ ࡿ ࠖ ࠸ ࠺ ᩍ ♧  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ࡣ ࠊ
ヨ ⾜ ࡈ   ࢟ ࣮ ࣎ ࣮ ࢻ  ࡽ 1  2 ࢆ ධ ຊ ࡋ ࠊࠕ OKࠖ ࡢ ࣎ ࢱ ࣥ ࢆ ࢡ ࣜ ࢵ ࢡ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡛ ༠ ຊ 
㠀༠ຊࡢ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢဨࡀධຊࢆ⤊࠼ࡿࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㉥㟷ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡓேࡢேᩘࠊ⮬ศࡢ㑅ᢥࠊࡑࡢᅇࡢ⮬ศࡢᚓⅬࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢྜィᚓⅬࡀ⾲♧
ࡉࢀࠊࡧୖグࡢᩍ♧ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚ḟࡢヨ⾜⛣⾜ࡋࡓࠋ
ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡈ   PC ࢧ ࣮ ࣂ ࣮ ୖ ࡛ ࣉ ࣟ ࢢ ࣛ ࣒ ࡀ ື ࠸ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ே ᩘ ᮲ ௳  ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࣛ ࣥ
ࢲ ࣒   ࡾ ᙜ ࡚ ࡽ ࢀ ࡓ PC ࢆ ྠ   ᡤ ᐃ ࡢ ࢧ ࣮ ࣂ ࣮  ᥋ ⥆ ࡉ ࡏ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠊ  ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡀ ྠ
  ᐇ 㦂 ࢆ ᐇ  ࡍ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ࡓ  ࠼ ࡤ ࠊ 40 ྡ ࡀ ཧ ຍ ࡋ ࡓ ᅇ ࡛ ࡣ ࠊ
20 ྡ ࡀ ࣛ ࣥ ࢲ ࣒  4 ࡘ ࡢ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  ศ ࡅ ࡽ ࢀ ࡚ 5 ே ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࠸ ࠊ ṧ ࡾ ࡢ 20 ྡ ࡀ 2 ࡘ ࡢ
ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  ศ ࡅ ࡽ ࢀ ࡚ 10 ே ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ᚋ ࠊ᭱ ึ  5 ே ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ཧ ຍ ⪅ ࡀ  ࡧ ࣛ
ࣥ ࢲ ࣒  2 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  ศ ࡅ ࡽ ࢀ ࡚ 10 ே ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࠸ ࠊ ᭱ ึ  10 ே ࢤ ࣮ ࣒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ཧ ຍ ⪅
ࡀ 4 ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡽࢀ࡚ 5 ேࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢤ࣮࣒ࡢ㛤ጞࠊᐇ㦂⪅ࡀࠕ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ ⮬ ศ ࡢ ᚓ Ⅼ ࢆ ከ ࡃ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺  ࠖ  ཱྀ 㢌 ࡛ ᩍ ♧ ࡋ ࠊ ྛ ᮲ ௳ ࡛ 15 ヨ ⾜ ࢆ ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ
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᭱⤊ⓗࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ᮲௳ࡢࢢ࣮ࣝࣉᩘཧຍ⪅ࡢேᩘࡣ⾲ 1 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⾲ 1㸬 ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࣭ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ᐇ 㦂 ࡢ ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ  ࡢ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ᩘ  ཧ ຍ ⪅ ᩘ
ேᩘ᮲௳

ࢢ࣮ࣝࣉᩘ

ཧຍ⪅ᩘ

4ே

15

60

5ே

16

80

8ே

5

40

9ே

6

54

10 ே

5

50

(2) ⤖ ᯝ
 ࡲࡎࠊேᩘ᮲௳ࡈࡢ༠ຊᅇᩘࢆẚ㍑ࡍࡿࠋヨ⾜ࡀ㐍ࡴࡋࡓࡀࡗ࡚㑅ᢥయ⣔ⓗ࡞ኚ
 ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ   ࠺  ࢆ ぢ ࡿ ࡓ ࡵ  ࠊ15 ヨ ⾜ ࢆ ๓ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊ୰ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊᚋ ᮇ 5 ヨ ⾜  ศ ࡅ
࡚ࠊయᖹᆒྜࢃࡏ࡚ 1 ேᙜࡓࡾࡢ༠ຊᅇᩘࡢᖹᆒࢆồࡵࠊேᩘ᮲௳ࡈ♧ࡋࡓࡢࡀ
⾲ 2 ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 2㸬 ᐇ 㦂 ⤖ ᯝ  ࡽ ィ ⟬ ࡉ ࢀ ࡓ 1 ே ᙜ ࡓ ࡾ ࡢ ᖹ ᆒ ༠ ຊ ᅇ ᩘ
ேᩘ᮲௳

๓ᮇ

୰ᮇ

ᚋᮇ

య

4ே

2.00

1.78

1.65

5.43

5ே

1.59

1.59

1.39

4.56

8ே

0.93

1.23

0.90

3.05

9ே

1.22

0.94

1.04

3.20

10 ே

1.22

0.90

0.82

2.94

ேᩘ᮲௳ヨ⾜ᮇࡘ࠸࡚ࠊேᩘ᮲௳ࢆཧຍ⪅㛫ࠊヨ⾜ᮇࢆཧຍ⪅ෆࡢ⧞ࡾ㏉ࡋせᅉ
 ࡋ ࡚ 53 ࡢ 2 せ ᅉ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ ࠊ ே ᩘ ᮲ ௳ 㸦 F㸦 4,279㸧 =5.084㸪 p㸺 .01㸧 ࠾ ࡼ
ࡧ ヨ ⾜  ᮇ㸦 F(2,558㸧=4.650, p<.05) ࡶ   ຠ ᯝ ࡀ ᭷ ព  ࡞ ࡗ ࡓ ࠋࡲ ࡓ   స ⏝ ࡣ ᭷ ព ࡛
ࡣ ࡞  ࡗ ࡓ 㸦 F(8,558)= 1.113, n.s.㸧ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡢ ே ᩘ ࡀ ከ ࠸ ᪉ ࡀ ࠊ ࡲ ࡓ ヨ ⾜ ࡀ ᚋ
࡞ࡿࠊ༠ຊᅇᩘࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆࡶࠊேᩘ᮲௳ࡈ
1 ே ࡢ 1 ヨ ⾜  ࠾ ࡅ ࡿ ༠ ຊ ☜ ⋡ ࢆ ィ ⟬ ࡍ ࡿ  ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.362ࠊ 5 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.304ࠊ 8 ே ᮲
௳ ࡛ 0.203ࠊ 9 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.214ࠊ 10 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.196  ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ༠ ຊ 㑅 ᢥ ࡢ ☜ ⋡ ࡀ ࠊ ே ᩘ ࡀ ከ
ࡃ ࡞ ࡿ   ᑠ ࡉ ࡃ ࡞ ࡿ ഴ ྥ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊ
࠙ ᘧ 1ࠚ࡛ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࢼ ࢵ ࢩ ࣗ ᆒ ⾮ ゎ
ࡣ ࠊ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ 0.206ࠊ 0.159ࠊ 0.094ࠊ 0.083ࠊ 0.074 ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ⌮ ㄽ ⓗ ண

417

್ࡼࡾࡣ࡞ࡾ㧗࠸

ࡇ  ࡀ ࢃ  ࡿ 㸦 ᅗ 1㸧ࠋ

0.4
༠ຊ☜⋡

0.3
ᐇ㦂⤖ᯝ

0.2
0.1
ண

್

0
4

5

8

9

10

ேᩘ᮲௳

ᅗ 1㸬 ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ  ࡢ ༠ ຊ ☜ ⋡ ࡢ ண

್ᐇ㦂⤖ᯝ

ḟࠊ
࠙ ᘧ 2ࠚ࡛ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿࠕ ᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ 1 ே ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ ฟ ⌧ ࡍ ࡿ ☜ ⋡ ࠖࢆ ㄪ  ࡚
ࡳࡿࠋ༠ຊ☜⋡ࡢ⌮ㄽⓗண

್ࡽồࡵࡓ☜⋡ࠊୖグࡢᐇ㦂⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡓ༠ຊ☜⋡

ࢆࡶࡋ࡚ồࡵࡓ☜⋡ࠊ࠾ࡼࡧᐇ㦂࠾࠸࡚ᐇ㝿ᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ
⌧ࡋࡓヨ⾜ࡢྜࡢᐇ

್ࢆẚ㍑ࡋࡓࡢࡀᅗ 2 ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ ᘧ 3ࠚࡼ ࡾ ࠊ⌮ ㄽ ⓗ  ࡣ ே ᩘ ࡀ ከ

࠸࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇࡀண
ࢀࡓ༠ຊ☜⋡ࢆࡶࡋ࡚ồࡵࡓ☜⋡ࠊ࠾ࡼࡧᐇ

ࡉࢀࡓࡀࠊᐇ㦂⤖ᯝࡽᚓࡽ

ࡉࢀࡓヨ⾜ྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞

ഴྥࡣぢࡽࢀࡎࠊࡴࡋࢁேᩘࡀከ࠸᪉ࡀࡁࡃ࡞ࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㦂್ࡽ
ࡢண

ᐇ

್ࡣࡰ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌮ㄽⓗண

ࡼࡾࡶ࡞ࡾࡁ࠸್࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ

್

吳呀呉吝叺叹叏ฟ⌧☜⋡

1
0.8
ᐇ㦂್ண

0.6
0.4
⌮ㄽⓗண

0.2
0
4

5

8

9

ேᩘ᮲௳

ᅗ 2㸬 ᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ 1 ே ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ ฟ ⌧ ࡍ ࡿ ☜ ⋡
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10

᭱ ᚋ  ࠊ1 ヨ ⾜ ᙜ ࡓ ࡾ  ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ࡀ ᚓ ࡓ ᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ ࢆ ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ  ࡛ ẚ ㍑ ࡍ ࡿ  ࠊ4 ே ᮲
௳ ࡛ 5.24ࠊ5 ே ᮲ ௳ ࡛ 5.05ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ 5.58ࠊ9 ே ᮲ ௳ ࡛ 6.70ࠊ10 ே ᮲ ௳ ࡛ 6.36 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ
⌮ㄽⓗ࡞ࢼࢵࢩࣗᆒ⾮ゎࡢࡶ࡛ࡢᚓࡢᮇᚅ್ࡣ 4 ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࡼࡾࡶከࡃࡢ
ᚓⅬࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡲࡓࠊศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁேᩘ᮲௳ࡼࡾ᭷ព࡞ᕪࡀ
ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ㸦 F(4,279)=26.558, p<.01㸧ࠊே ᩘ ࡀ ከ ࠸ ᪉ ࡀ ከ ࡃ ࡢ ᚓ Ⅼ ࢆ ᚓ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ  ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ
ከ 㔜 ẚ ㍑ ࡢ ⤖ ᯝ ࡛ ࡣ ࠊ9 ே ᮲ ௳  10 ே ᮲ ௳ ࡀ  ࡢ 3 ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࡶ ᭷ ព  㧗 ࠸ ್  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦 p<0.01㸧ࠋᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ ࡀ 㧗 ࡃ ࡞ ࡿ ᮲ ௳  ࡋ ࡚ ࡣ ࠊ ဨ ࡀ 㠀 ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ㸦 ᚓ Ⅼ ࡀ 㸮  ࡞ ࡿ 㸧
ヨ⾜ࡀᑡ࡞࠸ሙྜࠊከࡃࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋဨࡀ㠀༠
ຊࢆ㑅ᢥࡋࡓヨ⾜ࡢྜࡣࠊᅗ 2 ࡢࠕᐇ

್ࠖࢆ 1 ࡽᘬ࠸ࡓ್࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ9 ே᮲

௳  10 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡸ ࡸ ᑡ ࡞ ࡃ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ  ࡀ ࢃ  ࡿ ࠋ୍ ᪉ ࠊ༠ ຊ ࡢ 㑅 ᢥ ᅇ ᩘ ࡢ ே ᩘ ศ ᕸ ࢆ
ㄪࡓࡢࡀᅗ 3 ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ 3㸬 ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ  ࡢ ༠ ຊ ᅇ ᩘ ࡢ ே ᩘ ศ ᕸ
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ᅗ 3  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ༠ ຊ ᅇ ᩘ ࡀ 0  ࠸ ࠺ ࡢ ࡣ   ࡞ ࣇ ࣜ ࣮ ࣛ  ࢻ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ9 ே ᮲ ௳  10 ே ᮲
௳ ࡛ ࡣ ᫂ ࡽ    ࡢ ᮲ ௳  ẚ  ࡚ ே ᩘ ࡀ ከ ࡃ ࠊ༠ ຊ ᅇ ᩘ ࡀ ᑡ ࡞ ࠸ ཧ ຍ ⪅ ࡶ ከ ࡃ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ࡇ ࢀ  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ ࡢ ᮲ ௳ ࡛ ࡣ ẚ ㍑ ⓗ ே ᩘ ࡀ ࡤ ࡽ ࡘ ࠸ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡣ 13 ᅇ ௨ ୖ ༠ ຊ ࡋ
ࡓཧຍ⪅ࡶ࡞ࡾከ࠸ࠋᐇ㦂࡛ࡣࠊࢇࡢཧຍ⪅ࡀᑡேᩘ᮲௳ேᩘ᮲௳ࡢ୧᪉ࢆ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࣇ࣮ࣜࣛࢻࡣಶேࡢ≉ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃேᩘ᮲௳ࡼࡾⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱㸬⪃ᐹ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊN ே⧞ࡾ㏉ࡋ࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࡢᐇ㦂ࢆࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥋
⥆ ࡋ ࡓ PC ࢆ  ࡗ ࡚ ᐇ 㝿  ⾜ ࡗ ࡚ ࡳ ࡚ ࠊ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࢆ ᥈ ⣴ ⓗ  ศ ᯒ ࡍ ࡿ   ࡶ  ࠊ ⌮ ㄽ ⓗ 
ᑟࢀࡿࢼࢵࢩࣗᆒ⾮ゎᐇ

್ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ

 ࡲࡎࠊࢤ࣮࣒ཧຍࡍࡿேᩘࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ேᙜࡓࡾࡢ༠ຊᩘࡸẖᅇࡢ༠ຊ☜⋡
ࡀ ே ᩘ ࡢ ቑ ຍ   ࡶ  ῶ ᑡ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋࡇ ࢀ ࡣ ࠊDiekmann㸦 1985㸧ࡀ ᣦ  ࡋ ࡓ ࡼ
࠺ ࡞ ࠊ ຓ ⾜ ື  ࠾ ࡅ ࡿ ഐ ほ ⪅ ຠ ᯝ  ྠ ᵝ ࡢ ࣉ ࣟ ࢭ ࢫ ࡀ 㛵  ࡋ ࡓ  ゎ 㔘 ࡍ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊேᩘࡀከࡅࢀࡤ༠ຊ⪅ࡀฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸ࡢண
ࡢ ᚲ せ ᛶ ࢆ ప ࡃ ぢ ✚ ࡶ ࡿ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡓ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊᐇ

ࡽࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ༠ຊ
ࡉࢀࡓ༠ຊ☜⋡ࡢ್ࡣࠊ

Diekmann㸦 1985㸧 ࡀ ♧ ࡋ ࡓ ᑐ ⛠ ΰ ྜ ᡓ ␎ ࢼ ࢵ ࢩ ࣗ ᆒ ⾮ ࡢ ⌮ ㄽ ್  ẚ  ࡚  ࡞ ࡾ 㧗  ࡗ ࡓ ࠋ
ࡇ ࢀ ࡣ ࠊFranzen㸦 1995㸧 ࡸ Murnighan, Kim, & Metzger㸦 1993㸧ࡀ ᐇ 㦂 ⓗ  ᚓ ࡓ ⤖ ᯝ  ᩚ ྜ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊఱࡽࡢᚰ⌮ⓗせᅉࡀാ࠸࡚ྜ⌮ⓗ⾜ືࡼࡾࡶ༠ຊⓗ⾜ືࢩࣇࢺࡋࡓࡶࡢ
ゎ 㔘 ࡛ ࡁ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊFranzen㸦 1995㸧ࡢ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ᮏ ᐇ 㦂  ྠ ࡌ K㸭 U㸻 0.5 ࡢ ࡶ  ࡛ ࠊ5 ே
᮲ ௳ ࡛ 0.43ࠊ 9 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.35  ࡞ ࡗ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ Murnighan, Kim, & Metzger㸦 1993㸧 ࡢ ᐇ 㦂 ࡛
ࡣ K㸭 U㸻 0.5 ࡢ ᮲ ௳  ࡋ ࡚ $2㸭 $4  $1,000㸭 $2,000 ࡀ ࠶ ࡾ ࠊ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ 5 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.29 
0.70ࠊ 10 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.53  0.70  ࠸ ࠺ ್ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᮏ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ࠊ 5 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.30ࠊ 9
ே ᮲ ௳ ࡛ 0.21ࠊ 10 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.20 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡇ   ࡽ ࠊ ୧ ◊ ✲  ࡶ ᮏ ᐇ 㦂 ࡢ ್ ࡼ ࡾ ࡶ  ࡞ ࡾ
㧗࠸್࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ 1 ࡽࢃࡿࡼ࠺ࠊᮏᐇ㦂ࡢ᪉ࡀ್ࡀᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇឤࢆ
ࡶ࡞ࡗ࡚ࢤ࣮࣒ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡓࡇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⌮ㄽ್ࡽࡣࡉࡽࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ༠ຊ⪅ࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡶࠊேᩘࡢቑຍࡶ
ῶᑡࡍࡿࡇࡀண

ࡉ ࢀ ࡿ 㸦 Franzen㸪 1999㸧ࠋ ࡋ  ࡋ ࠊ ᐇ 㦂 ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ ࡑ ࡢ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡚

࠾ ࡽ ࡎ ࠊ ࡴ ࡋ ࢁ ே ᩘ ࡀ ከ ࠸  ࡁ ࡢ ᪉ ࡀ ☜ ⋡ ࡀ ࡸ ࡸ 㧗 ࡃ ࡞ ࡿ ഴ ྥ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ ࠋ Franzen㸦 1995㸧
ࡢ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ࠊ K㸭 U㸻 0.5 ࡢ ࡶ  ࡛ 5 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.94ࠊ 9 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.98  ࠸ ࠺ 㧗 ࠸ ್ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ
ࡀ ࠊᮏ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ 0.78  0.94 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ࠸ ࡎ ࢀ  ࡋ ࡚ ࡶ ࠊ1 ே ᙜ ࡓ ࡾ ࡢ ༠ ຊ ☜ ⋡ ࡣ ே
ᩘࡢቑຍࡶῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢࠊ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡀேᩘࡢቑຍࡶ࡞ࡗ
࡚ῶᑡࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸࠸࠺ᐇ㦂⤖ᯝࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊ1 ேࡢ 1 ヨ⾜ᙜࡓࡾࡢᖹᆒᚓⅬࡶ⌮ㄽ್ࡽࡢண

ࡼࡾ㧗ࡃࠊࡲࡓேᩘࡀ

ከ࠸᪉ࡀ㧗࠸࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐࡛ࣞࣥࡣࠊ1 ேࡀ༠ຊ⾜ືࢆྲྀ
ࡿࡇࡀಖドࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖࡣဨ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྜ⌮ⓗ࡞ゎ
࡞ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊᅇࡾᣢࡕไࡸࡃࡌᘬࡁ࡞ࠊ࠶ࡽࡌࡵ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛ㄡࡀ࣎ࣛࣥࢸ
࡞ࡿࡢྜពࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᆒ⾮ゎࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࡣᖹᆒ
ᚓ Ⅼ ࡀ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 7.00ࠊ 5 ே ᮲ ௳ ࡛ 7.20ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 7.50ࠊ 9 ே ᮲ ௳ ࡛ 7.56ࠊ 10 ே ᮲ ௳ ࡛
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7.60  ࡞ ࡿ ࠋ ⌧ ᐇ  ࡣ ࠊ  ࠸  ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࡀ ྲྀ ࢀ ࡞ ࠸ ≧ ἣ ࡛ ࢤ ࣮ ࣒ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡿ ࡓ
ࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㧗࠸ᚓⅬࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊᐇ㦂⤖ᯝࡽࡣࠊཧຍ⪅㛫࡛㐺ᙜศᩓࡋ࡚༠
ຊ⾜ືࡀ⏕ࡌࠊ⤖ᯝⓗẚ㍑ⓗ㧗࠸ᚓⅬࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊᅗ
3 ࡽࢃࡿࡼ࠺Ỵࡋ࡚≉ᐃࡢཧຍ⪅ࡀ≛≅࡞ࡗ࡚༠ຊ⾜ືࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ ࠊ15 ヨ ⾜ ࡢ ࠺ ࡕ ࡢ ᩘ ヨ ⾜ ࡛ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ཧ ຍ ⪅ ࡀ ከ ࠸ ࡇ   ࡽ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
ࡓ ࡔ ࡋ ࠊᅗ 3 ࡛ ࡣ ே ᩘ ࡀ ከ ࡃ ࡞ ࡿ  ࣇ ࣜ ࣮ ࣛ  ࢲ ࣮ ࡀ ᛴ ⃭  ቑ ຍ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡶ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊẖᅇࡢヨ⾜ᚋ༠ຊࢆ㑅ᢥࡋࡓேᩘࡀࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵࠊேᩘࡀከ࠸ሙྜࡣ」ᩘࡢ༠ຊ⪅ࡀ⌧ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊẚ㍑ⓗᏳᚰࡋ࡚㠀༠ຊ
ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ീࡉࢀࡿࠋேᩘࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡣ༠ຊ⪅
ࡢேᩘࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ⮬ศࡀ༠ຊࢆࡋ࡞࠸ဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡾࡸࡍ
࠸  ▱ ぬ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸   ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋ ࠸  ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࡀ ྲྀ ࢀ ࡞ ࠸ ≧ ἣ ࡛ ࡶ ࠊ
㞟ᅋࡋ࡚ࡢ⾜ືࡀࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࡀಶேࡢ㑅ᢥᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸
࠺㐣⛬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊᚋࡢヨ⾜㠀༠ຊࡢᅇᩘࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࡇࡽࡶ࠺ࡀ࠼ࡿࠋࡶࡋࡶ༢⣧ࠊヨ⾜ࢆ㔜ࡡࡿࡘࢀ࡚ಶேࡢ༠ຊ㑅ᢥࡢ☜
⋡ࡀῶᑡࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᚋࡢヨ⾜ဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀ
ண  ࡉ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊᐇ 㝿  ࡣ ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ヨ ⾜ ࡢ  ྜ ࡣ ࠊ๓ ᮇ ࡀ 0.16ࠊ୰ ᮇ ࡀ 0.17ࠊᚋ ᮇ ࡀ 0.17
࡛ࠊࢇኚࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊヨ⾜ࢆ㐍ࡵࡿࡘࢀ࡚㞟ᅋࡢྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥࡋ
࡚㠀༠ຊࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿゎ㔘ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࢆࠊಶேࡢྜ⌮ⓗ࡞⾜
ື࠸࠺どⅬࡽࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ㞟ᅋ㐣⛬ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
㸲㸬ᩥ⊩
Darley, J.M. & Latane, B. (1968) Bystander intervention in emergencies; Diffusion of
responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 377-383.
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Fischbacher, U. (2007) z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments,
Experimental Economics 10(2), 171-178.
Franzen, A. (1995) Group size and one-shot collective action. Rationality and Society, 7, 2,
183-200.
Franzen, A. (1999) The volunteer’s dilemma: Theoretical models and empirical evidence. In
Foddy, M., Smithson, M., Schneider, S., & Hogg, M. (Eds.) Resolving social dilemmas:
Dynamic, structural, and intergroup aspects. New York: Psychology Press, 135-148.
Murnighan, J.K., Kim, J.W., & Metzger, A.R. (1993) The volunteer dilemma. Administrative
Science Quarterly, 38, 515-538.
 ᓥ ᑦ 㸦 2011㸧 ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐  ࠾ ࡅ ࡿ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⾜ ື 㸬 ᮾ ὒ  Ꮫ ࠕ ࢚ ࢥ ࣭
ࣇ  ࣟ ࢯ ࣇ  ࠖ ◊ ✲ 㸪 5㸪 57-66㸬
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ᖹ ᡂ 24 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨ 7 ྕ ᡤ ㄽ ᩥ
ϩ   ―TIEPh ➨ 2 ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ  ౯ ್ ほ ࣭ ⾜ ື ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ―

ே 㛫 ࡢ ⾜ ື ࡀ ⎔ ቃ ࡢ ኚ  ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡋ ࠊࡑ ࡢ ኚ  ࡀ ே 㛫 ⮬ ㌟ ࡢ ⏕ Ꮡ ࢆ ⬣  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
 ࠸ ࠺ ࡢ ࡀ ⌧ ᅾ ࡢ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ୍ ഃ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᆅ ⌫ つ ᶍ ࡛ ⏕ ࡌ ࡚ ࠸ ࡿ ⎔ ቃ ࡢ ᝏ  ࡣ ே 㛫
ࡢ ⾜ ື  ㉳ ᅉ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࡣ ࡑ ࢀ ࢆ ไ ᚚ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡋ ࠊ୍ ᪉ ࡛ ⎔
ቃ ၥ 㢟 ࢆ ㄆ ㆑ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡶ Ꮡ ᅾ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࡢ ゎ Ỵ ࡢ ࡓ ࡵ  ࡣ ᚰ ⌮
Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ࡢ ᳨ ウ ࡀ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡛ ⎔ ቃ ࡢ
ၥ 㢟 ࢆ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ 㝿  ࡣ ࠊ࿘ ᅖ ࡢ ⎔ ቃ ࡀ ே 㛫 ࡢ ⾜ ື   ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡍ   ࠸
ࡗ ࡓ ᯟ ⤌ ࡳ ࡀ ୰ ᚰ ࡛ ࠊ⮬ ↛ ⎔ ቃ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞  つ ᶍ ࡞ ⎔ ቃ ࡢ ഃ 㠃 ࡸ ࠊ⾜ ື ࡀ ⎔ ቃ  ᙳ 㡪 ࢆ
 ࠼ ࡿ  ࠸ ࠺ ࡼ ࠺ ࡞ ၥ 㢟 ࡀ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ  ࡣ ᑡ ࡞  ࡗ ࡓ ࠋ ᐇ 㝿 ࠊࠕ ⎔ ቃ ᚰ ⌮ Ꮫ ࠖ
ࡢ ศ 㔝  ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ࡕ ࡽ   ࠸ ࠼ ࡤ ே ᕤ ⓗ ࡞ ⎔ ቃ ࡀ ⾜ ື ࡸ ព ㆑  ཬ ࡰ ࡍ ᙳ 㡪 ࢆ ㄪ 
ࡿ  ࠸ ࡗ ࡓ ᛂ ⏝ ⓗ ࡞ ഃ 㠃 ࢆ ୰ ᚰ  ◊ ✲ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࠊࠕ ࢚ ࢥ ࣭ ࣇ  ࣟ
ࢯ ࣇ  ࠖࡢ ᵓ ⠏  ᒎ 㛤 ࢆ ┠ ᣦ ࡍ ᮏ ◊ ✲  ࢽ ࢩ  ࢸ  ࣈ  ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊᚑ ᮶ ࡢ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡢ ◊
✲ ᪉ ἲ ࡸ ᡂ ᯝ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࡘ ࡘ ࡶ ࠊ᪂ ࡓ ࡞ ど Ⅼ ࢆ ᑟ ධ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ศ 㔝 ࡢ ☜ ❧ ࡀ ᚲ せ  ࡞ ࡗ ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡑ ࡇ ࡛ ࠊࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡢ ◊ ✲ ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ࡛ ࡣ ࠊࡲ ࡎ ⎔ ቃ  ᑐ ࡍ ࡿ ே 㛫 ࡢ ౯ ್ ほ ࡢ ഃ 㠃  ࡽ
ࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡋ ࡓ ࠋᚰ ⌮ Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ⎔ ቃ ၥ 㢟    ࢃ ࡿ ⾜ ື ࢆ ᳨ ウ
ࡍ ࡿ  ࡣ ࠊࡑ ࡢ ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࠶ ࡿ ಶ ே ࡢ ែ ᗘ ࢆ ᫂ ࡽ   ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋែ ᗘ ࡣ ࠊಶ
ே ࡈ   ẚ ㍑ ⓗ Ᏻ ᐃ ࡋ ࡓ ഴ ྥ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ♫  ⓗ ࡞ ⎔ ቃ  ࡼ ࡾ ኚ  ࡍ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚
࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊே ࠎ ࡀ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ᨵ ၿ  ྥ ࡅ ࡓ ែ ᗘ ࢆ ᙧ ᡂ ࡋ ࠊ⾜ ື ࡍ ࡿ ࡼ ࠺  ࡞ ࡿ ࡇ
 ࡀ ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࡢ ᡭ ࡀ  ࡾ  ࡞ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊែ ᗘ ኚ  ࢆ ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ せ ᅉ ࡣ ༢
⣧ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊಶ ே ࡈ  ࡢ ౯ ್ ほ  ౫ Ꮡ ࡍ ࡿ 㠃 ࡀ  ࡁ ࠸ ࠋ౯ ್ ほ ࡣ ࠊಶ ே ࡢ ⤒ 㦂 ࡔ ࡅ ࡛
࡞ ࡃ ࠊᩥ  ࡸ Ẹ ᪘ ࠊᅜ ᐙ ࠊ᐀ ᩍ ࠊୡ ௦ ࠊᛶ ู ࡞   ࡼ ࡗ ࡚ ࡶ つ ᐃ ࡉ ࢀ ࠊ୍ ⯡  ከ ᵝ ᛶ
ࢆ๓ᥦࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ౯್ほࡶከᵝ࡛࠶ࡾࠊ
ࡴࡋࢁࡉࡲࡊࡲ࡞౯್ほࡢᏑᅾ⮬యࡀ⌧௦ࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ഃ
㠃 ࡶ ࠶ ࡿ  ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋࡑ ࡇ ࡛ ࠊࡲ ࡎ ࡣ ከ ᵝ ࡞ ౯ ್ ほ ࡢ ෆ ᐜ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡽ ጞ ࡵ ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ḟ  ࠊ⾜ ື ࢆ つ ᐃ ࡍ ࡿ せ ᅉ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ⎔ ቃ 㓄 ៖ ⾜ ື ࢆ ᑟ ࡃ ♫  ⓗ ᵓ 㐀  ὀ ┠ ࡋ ࡓ
◊ ✲  ࡋ ࡚ ࠊ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ ࠋಶ ே ࡢ  ┈ ㏣ ồ ⾜ ື  ࠊ♫   య
  ࡗ ࡚ ࡢ  ┈  ࡢ ┦ ඞ ࢆ ゎ Ỵ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ᚰ ⌮ ⓗ せ ᅉ ࡢ ゎ ᫂ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࡉ ࡽ  ࠊ⎔ ቃ 
ࡢㄪࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡢᖾ⚟㏣ồࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウࡶ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

423

⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᖹᆒ௨ୖຠᯝ

ஂಖ ᬸಇ㸦TIEPh㸧 1
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ecological behavior, perceived behavioral control,
better-than-average-effect

ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸦sustainability㸧ࡣࠊࣄࢺࠊ≀⌮ⓗ⎔ቃࠊ♫ⓗ⎔ቃ࡞ࡢ࣮ࣞࣖࡀ┦స⏝ࡍࡿ୰
࡛つᐃࡉࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࢃࢀࡿ“┦స⏝”࠸࠺ゝⴥࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࣮ࣞࣖࡀࡢࡼ࠺
ᙧᡂࡉࢀࠊࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠶ࡿࡢࢆグ㏙࡛ࡁ࡞࠸㝈ࡾࠊఱࡶࢃࡽ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ➼ࡋ࠸ࠋ
ࡇࡢ“┦స⏝”ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࡁࡃࡘࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡿࠋࡦࡘࡣࠊ⤒㦂ࢆືࡍࡇࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊࢩࢫࢸ࣒⮬యࢆ“⤖ᯝࡋ࡚”㐪࠺┦⛣ࡍࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊㄆ▱࡞ࡢ㧗ḟ
ᶵ⬟࡛ࡣᤊ࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣᤊ࠼ࡿࡇ࡛࠼ࡗ࡚㒔ྜࡀ⏕ࡌࡿሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ㐪࠺ᙧ࡛㥑ືࡉࡏࡿࡅࢆᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲ࡞ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊほᐹ⪅ࡢどⅬࡽ
ࢩࢫࢸ࣒యࢆಠ▔ࡋࡓ㝿ࠊึᮇ᮲௳ࡽ㢮᥎ࡉࢀࡿᖐ⤖ࡣ␗࡞ࡗࡓែࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࠊほ
ᐹ⪅ࡣᖖ㐜ࢀ࡚Ẽ࡙ࡃࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀࡀࠊ“⤖ᯝࡋ࡚”㐪࠺┦⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢෆᐇ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ“⤖ᯝࡋ࡚”㐪࠺┦⛣⾜ࡍࡿࡇࡢㄆ㆑ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛◊✲⪅ഃࡢどⅬ㐣ࡂࡎࠊ
ࡇࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣல⣽࡞ၥ㢟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࠶ࢀࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀືࡁ⥆ࡅࡿ࡚࡛࠶ࡿ㸦✄ᇉ, 2007, 2008, 2012㸧
ࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊᅛᐃࡉࢀࡓほᐹ⪅ࡢどⅬࡽ┦స⏝ࢆグ㏙ࠊ⌮ゎࠊண

ࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊࣄࢺࠊ≀⌮ⓗ⎔ቃࠊ♫ⓗ⎔ቃ࡞ࡢ࣮ࣞࣖࢆ௬ㄝⓗタᐃࡋࠊ᧯సⓗᐃ
⩏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ᧯సⓗᐃ⩏ࡉࢀࡓኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿᐇドⓗ᪉ἲࡀ᥇
⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊᩘ್ྍ⬟࡞┦㛵ࠊᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊᢅ࠺ኚᩘࡢ⠊ᅖ
ࡸᩘࡣ㠀ᖖ㝈ࡽࢀࡿࠋᢅ࠺ኚᩘࡢ⠊ᅖࡸᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇࡣࠊࡦࡘࡢ◊✲ࡢሗ㔞ࡢᑡ࡞ࡉࠊ⥲
ྜⓗ࡞⌮ゎࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ≉ᐃࡢ≧ἣ࠾ࡅࡿ㡹࡞ኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࢆぢฟࡍࡇ
ࡣࠊ◊✲ࡢ㈨ᩱⓗ౯್࠸࠺Ⅼ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡸᐇ㦂࠸ࡗࡓᡭ⥆ࡁࢆ㔜どࡍࡿᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊ
ఏ⤫ⓗࡇࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ
ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢃࡿᚰ⌮Ꮫ◊✲ࡢᩘࡣࠊࡇࡢ༑ᖺ࡛ቑຍࡢ୍㏵ࢆࡓࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᇼẟ, 2012㸧
ࠋ “࢚
ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇ◊✲”࠾࠸࡚ࡶࠊ౯್ព㆑㸦ᓥ, 2007㸧
ࠊែᗘ㸦, 2008㸧
ࠊ♫つ⠊㸦Ᏻ⸨, 2010㸧
ࠊ
ᩥ㸦Ⳣ, 2011㸧
ࠊほⓗ well-being㸦ᇼẟ, 2012㸧࡞ࡢഃ㠃ࡽᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
1 ㄪᰝᐇࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ✄ᇉㅍඛ⏕㸦ᮾὒᏛ࢚ࢥ࣭ࣇࣟࢯࣇᏛ㝿◊✲ࢽࢩࢸࣈ㸧ཌࡃ

ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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࠾ࡾࠊᐇドࠊ⌮ㄽࡢ୧㠃࡛▱ぢࡀ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ♫ᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙࡽࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᙳ㡪ࡍࡿせᅉࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࢆ㐺⏝ࡋࡓ㸦2008㸧ࡢ⌮ㄽ◊✲
ࢆࡩࡲ࠼ࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㐺⏝ࡋࡓࠋᖹᆒ௨ୖຠ
ᯝࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢃࡿᚰ⌮⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊィ⏬
ⓗ⾜ື⌮ㄽ࠾ࡅࡿ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄆ
▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑐᛂࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᙳ㡪ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ
┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࠊ⮬ᑛឤࡢᙳ㡪ࢆᐇドࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆቑࡍࡓࡵࡢຠ
ᯝⓗ࡞ാࡁࡅࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ⪃ᐹࡍࡿࠋ

⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾ࡅࡿ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ
ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ㸦Theory of Planned Behavior㸧ࡣࠊែᗘ⾜ືࡢ୍㈏ᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ㸦Ajzen,
1985, 1991㸧
ࠋࡇࡢ⌮ㄽࡣࠊྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽ㸦Fishbein & Ajzen, 1975㸧ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᇶᮏ
ⓗ࡞௬ᐃࡸせᅉࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽ࡛ࡣࠊேࡣ⌮ᛶⓗᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᡭධࢀࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ
ሗࢆయ⣔ⓗ⏝ࡍࡿ௬ᐃࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓࡇࡼࡾࠊࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ㉳ࡇ
ࡿࡢࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊேࡣ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍྰࢆỴᐃࡍࡿ௬ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௬ᐃࡣࠊྜ⌮ⓗ
⾜ື⌮ㄽィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࡶࠊព㆑ⓗ┬ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞⾜ື≉ࡋࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿពᅗⓗ࡞⾜ືࡀ⏕㉳ࡍࡿྰࢆ┤᥋つᐃࡍࡿ
ࡢࡣ⾜ືពᅗ㸦behavioral intention㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ⾜ືពᅗᙳ㡪ࡍࡿせᅉࡋ࡚ࠊ“ᙜヱ⾜
ືᑐࡍࡿែᗘ”࠾ࡼࡧ“ほⓗつ⠊”ࡀ࠶ࡿࠋᙜヱ⾜ືᑐࡍࡿែᗘࡣࠊࡑࡢ⾜ືᑐࡍࡿ⫯ᐃࡸྰ
ᐃ࠸ࡗࡓホ౯せ⣲ࠊ࠾ࡼࡧዲࡁࡸ᎘࠸࠸ࡗࡓឤせ⣲࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ㏻ᖖࠊࡇࡢࡘࡢせ⣲ࡢ
ࠊ⾜ືពᅗ࡞ࡢ⾜ືせ⣲ࢆែᗘࡣྵࡴࠋࡋࡋࠊ㸦2008㸧ࡣࠊィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ࡛ࡣ⾜ືព
ᅗែᗘࡣูタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୧⪅ࢆ༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᣦࡋࡓࠋほⓗつ⠊ࡣࠊᙜヱ⾜
ືࢆࡿࡇᑐࡍࡿ㔜せ⪅ࡽࡢᮇᚅࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㔜せ⪅ࡣࠊ⾜Ⅽ⪅⮬㌟ࡢ⾜ືつ⠊
࡞ࡿ⪅࡛࠶ࡾࠊලయⓗࡣேࠊᜊேࠊ㓄അ⪅ࠊぶ࡞ࡀ┦ᙜࡍࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡣྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽࡶィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢ
ࡘࡢせᅉຍ࠼࡚ࠊ“⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ”ࡢせᅉࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡣࠊᙜ
ヱ⾜ືࢆࡿࡇࡀ⮬ศࡣࡢ⛬ᗘྍ⬟࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽ࡛ࡣࠊᙜヱ⾜ື⫯
ᐃⓗ࡛ࠊࡘ㔜せ࡞⪅ࡽࡶ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊேࡣ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࠋࡋࡋࠊᐇ㝿ࡣࠊࡑࡢ⾜ື
ࢆࡿࡇࡀ⮬ศࡣྍ⬟ࡔ⪃࠼ࢀࡤࠊேࡣ⾜ືࢆ㉳ࡇࡑ࠺ᛮࢃࡎࠊࡘᐇ㝿⾜ືࢆࡿࡇ
ࡶ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀᑐࡋࠊࡑࡢ⾜ືࢆࡿࡇࡀ⮬ศࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑ
ࡢ⾜ືࢆ㉳ࡇࡑ࠺ᛮ࠸ࠊࡘᐇ㝿⾜ືࢆࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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 ᙜヱ⾜ືᑐࡍࡿែᗘࡸほⓗつ⠊ࡣ␗࡞ࡾࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡣ⾜ື┤᥋ࢃࡿ
㸦Figure 1㸧
ࠋྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽࡽィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࡢᒎ㛤ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡇࡢⅬࡣ≉㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡣࠊែᗘࡸほⓗつ⠊ࡣ␗࡞ࡾࠊᙳ㡪ࡢࣃࢫࡢᩘࡀከ࠸ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㏣ຍࡋࡓࡇࡣࠊ༢⣧せᅉࢆቑࡸࡋࡓ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࣔ
ࢹࣝࡢయᵓᡂࢃࡿ᭦᪂࡛࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ

Figure 1. ྜ⌮ⓗ⾜ື⌮ㄽィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࠋ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡢせᅉࠊࡑࡇࡽࡢᙳ㡪ࣃࢫࡀ
ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ࡛㏣ຍࡉࢀࡓ⟠ᡤࠋ

⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡣࠊែᗘ⾜ືࡢ୍㈏ᛶࡢ㆟ㄽ࡛㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ
ࡣࠊ⮬ᕫຠຊឤࡢᴫᛕᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿ㸦e.g., Schwarzer, 2008㸧
ࠋ⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵࡿせᅉࡣ࠸ࡃࡘ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ㔜せ࡞ࡢࡀᐇ㝿ࡢᡂຌ࡛࠶ࡿ㸦Bandura, 2004㸧
ࠋࡘࡲࡾࠊ⾜ືࡢࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿࡣࠊᐇ㝿㐙⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡽࡎࠊࡘಶேⓗ“ᡂຌࡋࡓ”ᛮࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣࠊ⩦័ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⾜ື࡛࠶ࡿሙྜࡸࠊಶேⓗ࡞㐩ᡂឤ
ࡣᇶᮏⓗ↓㛵ಀ࡞⾜ື࡛࠶ࡿሙྜࡶከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡞ാࡁࡅࢆヨࡳࡿࡣࠊᡂຌ㝶కࡋࡓຠຊឤࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࡣู
ࠊᐇ⾜࡛ࡁࡿ࠸࠺ㄆ▱ࢆಁࡍ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 2ࠋ
2 ⎔ቃ㓄៖⾜ືಶேⓗ࡞ሗ㓘ࢆ࠼ࡓࡾࠊࢤ࣮࣑ࣇࢣ࣮ࢩࣙࣥࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣࠊಶேⓗ࡞㐩ᡂឤࢆ㧗ࡵࡿ

᭷⏝࡞ᡭẁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭẁࡣࠊሗ㓘⤖ᯝࡢࡳ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋᐇ⾜ࠊሗ㓘ࠊ⤖ᯝక
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ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾ࡅࡿ“⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ”ࢆ⮬ᕫࠊᖹᆒ⪅ࠊ┦ᑐ⮬ᕫ
ࡢࡑࢀࡒࢀ㛵㐃࡙ࡅࡿࡇࡼࡾࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆಁࡍ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊᐇ⾜ࡍࡿ௨๓
“ᐇ⾜࡛ࡁࡿ”࠸࠺ㄆ▱ࢆ㢧ᅾࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊᐇ㝿ࡢ⾜ື⤖ࡧࡘࡅࡼ࠺ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ⮬ᕫࡢ≉ᛶࡘ࠸࡚ࡢᚰⓗ⌧㇟࡛࠶ࡿࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝឤ㐺⏝ࡍࡿࠋᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬
ᕫホ౯࠸ࡗࡓホ౯㛫ࡢ㛵ಀࡽ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿせᅉࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿ“⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤ”ࡣࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ⾜ືࢆ“ࡢࡃࡽ࠸ᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ಶே
ࡀᛮ࠺⛬ᗘ᧯సⓗᐃ⩏ࡍࡿࠋ

ᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒⎔ቃ㓄៖⾜ື
ᖹᆒ௨ୖຠᯝࡣࠊேࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆ“ᖹᆒ”ࡼࡾࡶඃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ࡢ㧗ᰯ
⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊ⮬ࡽࡢ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉࡢ⬟ຊࡀ“ᖹᆒ௨ୖ࡛࠶ࡿ”⪃࠼࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ 70%࡛ࠊ
ᖹᆒ௨ୗ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣࢃࡎ 2%࡛࠶ࡗࡓ㸦College Board, 1976-1977㸧
ࠋࡲࡓࠊCross㸦1977㸧
ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟࡞ࡗࡓᏛᩍᤵࡢ 94%ࡀ⮬ศࡢᣦᑟ⬟ຊࢆᖹᆒ௨ୖ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊ⮬ศࡢᣦᑟ⬟ຊࡀ
ୖ 25%࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿᩍᤵࡶ 68%࠸ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
♫ᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣࠊࡇࡢഴྥࢃࡿከࡃࡢ▱ぢࡀࡇࢀࡲ࡛✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋึᮇࡢᖹᆒ௨ୖຠ
ᯝ◊✲ࡢከࡃࡣᴦほ⩏ࡢᩥ⬦࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸦Weinstein, 1980, Weinstein & Lachendro, 1982㸧
ࠋࡑࡢ
ᚋࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࢆㄪᩚࡍࡿせᅉ↔Ⅼࡀᙜࡓࡾࠊຠᯝࡢ୍⯡ᛶไ㝈ࡀࡘࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋࡓ࠼
ࡤࠊAlicke㸦1985㸧ࡣ⫯ᐃⓗ࡛⤫ไྍ⬟࡞㡿ᇦ࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⌧ฟࡋࡸࡍࡃࠊྰᐃⓗ࡛⤫ไྍ⬟
࡞㡿ᇦ࡛⌧ฟࡋ࡙ࡽ࠸ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊேࡣ⫯ᐃⓗ࡞≉ᛶࢆ⮬ࡽࡢᡭ࡛సࡾฟࡋࠊ
ྰᐃⓗ࡞≉ᛶࡣ㐠ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ≉ᛶࡢ
ᐃ⩏⮬⏤ᗘ㸦Dunning, Meyerowitz, &Holzberg, 1989㸧
ࠊ㡿ᇦࡢ㉁ⓗ࡞ᕪ␗㸦Allison, Messick, & Goethals,
1989㸧࡞ࡢせᅉࡀࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࢆㄪᩚࡍࡿせᅉࡋ࡚ᣦࡉࢀࡓࠋ
Alicke & Govorun㸦2005㸧ࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࢆ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅᇶ࡙ࡃ⌧㇟࡛࠶ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅ
ࡓࠋᴦほ⩏ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭⓗ࡞ほⅬ࡛ࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࢆㄪᩚࡍࡿ࣐ࢡࣟ࡞せᅉᩥࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ఀ⸨㸦1999㸧ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝ࡛ࠊ“ඃࡋࡉ”ࡸ“ࡲࡌࡵࡉ”࡞ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣᖹᆒ௨ୖ
ຠᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢᑐࡋࠊ“ᐜㇺ”ࡸ“♫”࡞ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡣ㏫ࡢࠊ⮬ᕫࡀᖹᆒࡼ
ࡾࡶୗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿᖹᆒ௨ୗຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡿሗ࿌ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊḢ⡿ேࢧࣥࣉ࡛ࣝከࡃሗ
࿌ࡉࢀࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝࡣ㏫ࡢຠᯝࡀ᪥ᮏேࢧࣥࣉ࡛ࣝ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⮬ᕫ㧗ᥭ
ࡢືᶵ࡙ࡅᇶ࡙ࡃࡇࢆ♧ࡍ୍ࡘࡢドᣐ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢᴦほ⩏ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭⓗ࡞ほⅬࡼࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄝ᫂ࡣ␗࡞ࡾࠊㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡢࡳ࡛⌧㇟ࡢㄝ᫂ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿᙇࡍࡿ◊✲⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊKruger, Windschitl. Burrus, Fessel,
࠺⮬ᕫຠຊឤࡢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࠊ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐇ⾜ࡑࢀ⮬యࢆಁࡍㄆ▱ࡢᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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& Chambers㸦2008㸧ࡣࠊ⮬ᕫᖹᆒ⪅ࡢሗ㔞ࡢ㐪࠸ࡽᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⏕㉳ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼ
ࡽࡼࢀࡤࠊᖹᆒ⪅࠸࠺ᢳ㇟ⓗ࡞Ꮡᅾࡣࠊ⮬ᕫẚ࡚ሗࡀஈࡋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᐇ㝿ࡣ⮬
ᕫᖹᆒ⪅ࡢẚ㍑ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⮬ᕫሗ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡓุ᩿ࡀ⏕㉳ࡍࡿࠋࡇ
ࡢㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡾࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⌧ฟࡍࡿࡇ࡞ࡿ 3ࠋࡇࡢㄝ᫂ࡢⅬࡣࠊືᶵ࡙ࡅࢆ⪃
៖ࡍࡿࡇ࡞ࡃᖹᆒ௨ୗຠᯝࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࠶ࡿ㸦Kruger, 1999㸧
ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺ࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡣࠊ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙࠊㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࡳ࡛ㄝ
᫂ࡍࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ❧ሙࢆ⤫ྜࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿヨࡳࡶ࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ
⫼ᚋ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅ
ㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢ⤫ྜࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ♫ⓗẚ㍑◊✲࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢㄝ
᫂ࡀ୪❧ࡋ࡚ࡁࡓࠋᖹᆒ௨ୖຠᯝࡣ␗࡞ࡾࠊ♫ⓗẚ㍑࡛ࡣࠊẚ㍑⪅ࡀලయⓗᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ
⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࡢㄝ᫂ࡀᐜ᫆ᡂ❧ࡍࡿ 4ࠋGuenther & Alicke㸦2010㸧ࡣᖹᆒ⪅ࡀ⮬ᕫホ౯
ྠࡍࡿࡇࢆᐇドࡋࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⫼ᚋ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
ஂಖ࣭ୗ⏣㸦2012㸧ࡣࠊᢳ㇟ᗘࡢỈ‽ࡀྠࡌሙྜࡢࡳᖹᆒ⪅ࡀ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊᖹᆒ⪅ࡀ⊂❧ࡢᚰ⌮ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⪅ࡢᏑᅾ
ࢆ๓ᥦࡍࡿ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
 ᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⌧ฟࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵㐃ࣃࢱุ࣮࡛ࣥᐃࡉࢀࡿࠋᮏ
◊✲࡛ࡣࠊಶࠎࡢ⎔ቃ㓄៖⾜ື㸦ࡓ࠼ࡤ“ࡈࡳࢆศูࡋ࡚ฟࡍࡼ࠺ࡍࡿ”࡞㸧ࡘ࠸࡚ࠊ“⮬ศ
ࡀࡢ⛬ᗘ࡛ࡁࡑ࠺㸦⮬ᕫホ౯㸧”ࠊ“ᖹᆒⓗ࡞ேࡀࡢ⛬ᗘ࡛ࡁࡑ࠺㸦ᖹᆒ⪅ホ౯㸧”ࠊ“ᖹᆒ
ⓗ࡞ேẚ࡚⮬ศࡣࡢ⛬ᗘ࡛ࡁࡑ࠺㸦┦ᑐ⮬ᕫホ౯㸧”ࡢ 3 ࣃࢱ࣮ࣥࡢホ౯ࢆ

ᐃࡋࡓࠋᖹᆒ

௨ୖຠᯝࡢุᐃࡣࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆࡿᣦᶆࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ୰ኸ್
ࡽࡢࡎࢀࢆࡿᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡣᴫᛕⓗ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࢆྵࡴ㸦Kruger
& Burrus, 2004㸧
ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࡸᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡇ
࡛ࠊ⮬ᕫሗࡢ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࡔࡅ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡢࠊࡑࢀࡶࡶ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋࠊ⮬ᕫሗࡢ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࡢㄝ᫂ࡢࡳ࡛ᖹᆒ௨ୖࠊ
௨ୗຠᯝࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ᕫホ౯ࡔࡅࡀ┦ᑐ⮬ᕫホ౯㛵ಀࡋࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡣ㛵ಀࡋ
࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀᑐࡋࠊ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡶ㛵
ಀࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ≉Ṧᛶ

3 ࡇࡢࡶࠊGiladi & Klar㸦2002㸧ࡸ Moore & Small㸦2007㸧࡞ࡢ◊✲⪅ࡀㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡿㄝ᫂

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄝ᫂ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢⅬ࡛ᙇ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ᥎ㄽࡢ⤖ᯝࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿண
ࡢከࡃࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 Alicke, LoSchiavo, Zerbst, & Zhang㸦1997㸧ࡢኳᡯຠᯝࡢࡼ࠺ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ⪅ホ౯ࢆୖ᪼ࡉ
ࡏࡿ࠸ࡗࡓᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫ࡞ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
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 ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣࠊࡲࡔ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⾜ືࡸࠊ㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸⾜ື࡛࠶ࡿሙྜࡶከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ື
ࡣ㐣ཤࡢ㐙⾜⤖ᯝ࠸ࡗࡓ⮬ᕫሗࡢ⤯ᑐ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ୰࡛ࡶࠊ⪅ࡀ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⾜ືࠊࡑ࠺࡛࡞࠸⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⌧ฟࣃࢱ࣮ࣥࡣኚࢃࡿࠋලయⓗ
ࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫሗࡢ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࠊ⪅ࡢᏑᅾࢆ
๓ᥦࡋࡓ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ➇ྜࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡶ㛵㐃ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀᑐࡋࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ
㓄៖⾜ືࡣࠊ⪅ሗࡀࡑࡶࡑࡶ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡽࠊ⮬ᕫሗὀ┠ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵㐃ࡔࡅࡀほᐹࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⮬ᕫ㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡣ⎔ቃせᅉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸦Festinger,
1954㸧
ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆࡼࡃぢࡅࡿࠊࡲࡓࡣぢࡅ࡞࠸ࡣ⮬ᕫሗᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊከࡃࡢேࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⾜ືࡣ⮬ศࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤ⮬ศ
ࡶྍ⬟ࡔุ᩿ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿ⛬ᗘ
⮬ᕫࡀ⾜ືࡍࡿ㝿ࡢᐇ⾜ࡢᅔ㞴ᗘࡀ㛵㐃ࡋࠊࡑࡢሗࡀ⮬ᕫሗࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣ⮬ศ࡛ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊ⮬ᕫሗ
ࡢ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅ࠸࠺ㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡾᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⌧ฟࡍࡿࡢᑐࡋࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣᖹᆒ௨ୗຠᯝࡀ⌧ฟࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᮏ◊✲ࡢᴫほ
 ௨ୖࡢ㆟ㄽࡽࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤᖹᆒ௨ୖຠᯝࢆ㐺⏝ࡋࡓ㝿ࠊ⮬ᕫሗࡢ㐣ᗘ
ࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࡼࡿㄝ᫂ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿண

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ≉Ṧᛶࡢ㆟ㄽࡽࠊ⾜ືࡢ㥆

ᰁࡳࡢ࡞ࡉࡺ࠼ࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿ⛬ᗘ⮬ᕫࡀ⾜࠺㝿ࡢᅔ㞴ᗘࡀ㓗ࡋࠊᖹᆒ௨ୖࠊ௨ୗຠ
ᯝࡢ᪉ྥࡀỴࡲࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢண

ࢆࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື

ࡢࡑࢀࡒࢀ᳨࡛ウࡋࡓࠋ
 ࡉࡽࠊ⮬ᕫࡢᮃࡲࡋࡉ࠸ࡗࡓືᶵ࡙ࡅࢃࡿせᅉࡀㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࡼ࠺㛵ಀࡍࡿ
ࡢࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ᑛឤࡶྠ

ᐃࡋࠊྛホ౯㸦⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯㸧

ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡶࡋࠊㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࡳࡀᖹᆒ௨ୖຠᯝࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ᑛ
ឤྛホ౯ࡢ㛵㐃ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀᑐࡋࠊືᶵ࡙ࡅࡢᙳ㡪ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊྛホ౯┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡿண

ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⮬ᑛឤࡢせᅉࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡞௬ㄝࢆ

タࡅࡎࠊ᥈⣴ⓗ᳨ウࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲ࡣࡁࡃࡘࡢ㒊ศ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡣࡌࡵࠊᇼẟ㸦2012㸧࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⎔ቃ㓄៖⾜ື
ࢃࡿᑻᗘࡢ 30 㡯┠ࡢ୰࡛ࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘࠊ࠾ࡼࡧ⮬ศ࡛⾜࠺㝿ࡢᅔ㞴
ᗘࢆணഛㄪᰝ࡛ᑜࡡࡓࠋணഛㄪᰝࡢ┠ⓗࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ㡯┠ࠊࡲࡗࡓࡃぢ
ࡅ࡞࠸㡯┠ࡢ㑅ᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿ⛬ᗘᐇ⾜ࡢᅔ㞴ᗘࠊ࠾ࡼࡧ⮬ᑛឤ
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ࡢ㛵ಀࡶ᳨ウࡋࡓࠋணഛㄪᰝ࠾ࡅࡿ⮬ᑛឤࡢ㛵㐃ࡢ᳨ウࡣࠊ㡯┠⮬యࡢᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆ
㝖ࡍࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋぢࡅࡿ⛬ᗘ࡛ᐃࡉࢀࡿ⪅ࡣ“୍⯡ⓗ࡞⪅”“㌟㏆࡞⪅”ࡢ 2 ࣃࢱ࣮ࣥ
ࢆ⏝ពࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⪅ࡢᛶ㉁ࡼࡿ㐪࠸ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㝖ࡋࠊㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡿㄝ᫂ࢆ᳨ウ
ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊணഛㄪᰝ࡛㑅ᐃࡉࢀࡓ㡯┠ᑐࡋࠊ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢆᑜࡡࡓࠋ
ࡉࡽಶேᕪኚᩘࡋ࡚⮬ᑛឤࢆ

ᐃࡋࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢᣦᶆࡋ࡚ࠊ⮬ᕫホ౯

ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ୰ኸ್㸦ᖹᆒⓗ࡞⪅ྠࡌ㸧ࡽࡢࡎࢀࡢࡁࡉࢆ
ᣦᶆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿ⛬ᗘࡼࡗ࡚ࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡸᖹᆒ௨ୗ
ຠᯝࡀࡢࡼ࠺⌧ฟࡍࡿࡢࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡉࡽࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢆ┠ⓗኚᩘࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅
ホ౯ࢆㄝ᫂ኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐࣔࢹࣝࡼࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢศᯒࡼࡾࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⫼ᚋ♫
ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢྰࢆ᳨ウࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊྛホ౯⮬ᑛឤࡢ┦㛵ࠊ೫┦㛵
ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⮬ᕫࡢᮃࡲࡋࡉࡀࡢࡼ࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

ணഛㄪᰝ
 ணഛㄪᰝࡢ┠ⓗࡣࠊ」ᩘ࠶ࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື㡯┠ࡽࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘᇶ࡙ࡁ
㡯┠ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ⮬ᕫࡀᐇ⾜ࡍࡿ㝿ࡢᅔ㞴ᗘࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ἲ
ㄪᰝཧຍ⪅ ᅄᖺไᏛࡢᏛ⏕ 90 ྡ㸦⏨ᛶ 54 ྡࠊዪᛶ 36 ྡ㸧
ࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 20.75 ṓ
㸦SD=3.87㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ᇼẟ㸦2012㸧ࡢసᡂࡋࡓ sustain ⾜ືᑻᗘࡢ 30 㡯┠ࢆ⏝࠸࡚ࠊ“ࡢேࡀࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ
ࡅࡓࡇࡀ࠶ࡿ㸦୍⯡⪅⩌㸧”ࠊࡲࡓࡣࠊ“࠶࡞ࡓࡢ㌟㏆࡞ேࡀࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡓࡇࡀ࠶
ࡿ㸦㌟㏆࡞⪅⩌㸧”ࡘ࠸࡚ 7 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦ࡲࡗࡓࡃぢࡅ࡞࠸㸫ࡼࡃぢࡅࡿ㸧
ࠋ
ࡉࡽࠊࡑࡢ㡯┠ࡢ⾜ືࢆ⮬ศࡀ⾜࠺ࡢࢀᅔ㞴ࢆឤࡌࡿࡢࡘ࠸࡚ࠊྠᵝࡢ㡯┠ࢆ⏝࠸࡚
7 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦࡚ࡶ⡆༢㸫࡚ࡶ㞴ࡋ࠸㸧ࠋぢࡅࡿ⛬ᗘᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘࠊ࠾ࡼࡧࠊ
㡯┠ෆࡢᥦ♧㡰ᗎࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࢆࡗࡓࠋ᭱ᚋ Rosenberg ࡢ⮬ᑛឤᑻᗘ㸦ᒣᮏ࣭ᯇ࣭
ᒣᡂ, 1982㸧ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋㄪᰝࡣㅮ⩏㛫ෆ୍ᩧ㓄ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸦5 ௳ἲ㸧
ࠋㄪᰝせࡋ
ࡓ㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 20 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ⪃ᐹ
 ྛ㡯┠ࡣࠊࡑࡢ㡯┠ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿࠊࡲࡓࠊᅔ㞴࡞㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓ㸦ྍ
⬟⠊ᅖࡣ 1㹼7㸧ࠋ⮬ᑛឤᑻᗘࡣࠊ⫯ᐃⓗ࡞㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ࠊ⮬ᑛឤᚓ
Ⅼࡋ࡚ྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦Į=.84, ྍ⬟⠊ᅖࡣ 10㹼50㸧
ࠋ
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୍⯡⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࢀࡶ㌟㏆࡞⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ホᐃ್ࡀ␗࡞ࡿ࠺ࢆ᳨
ウࡍࡿࡓࡵࠊྛ㡯┠࡛ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ“Ὑ℆≀ࡣࡓࡵ࡚ࡽὙ℆ᶵࡅࡿ”ࠊ“ྜᡂὙ
ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ”ࠊ“⮬ືࢻࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ”
ࡢ 3 㡯┠࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦ts(88)= 2.27~2.89,

ps<.05, see Appendix㸧
ࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣࡍ࡚ࠊ㌟㏆

࡞⪅ࡢሙྜ“ࡼࡾぢࡅࡿ”ホᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡉࡽࠊྛ㡯┠⮬ᑛឤࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘࡢྛ㡯┠
⮬ᑛឤᚓⅬࠊᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘࡢྛ㡯┠⮬ᑛឤᚓⅬ࡛┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊぢࡅࡿ⛬
ᗘ࡛ 9 ࡘࠊᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘ࡛ 1 ࡘࡢ㡯┠࡛᭷ព࡞┦㛵࡛࠶ࡗࡓ㸦ps<.05, see Appendix㸧
ࠋࡲࡓࠊ⪅ࡀ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘࠊᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘࡢ୧㡯┠ࡢྜィ್⮬ᑛឤࡢ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓࡇࢁࠊ
ࡕࡽࡶ᭷ព࡛࡞ࡗࡓ㸦ぢࡅࡿ⛬ᗘࡢ┦㛵 r=.16, ᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘࡢ┦㛵 r=.03, ns㸧
ࠋ
㡯┠ࡢ㑅ᐃ ⪅ࡢᛶ㉁㸦୍⯡⪅㌟㏆࡞⪅㸧ࡼࡗ࡚ぢࡅࡿ⛬ᗘࡀ␗࡞ࡗࡓ㡯┠ࠊ࠾ࡼ
ࡧ⮬ᑛឤࡢ㛵㐃ࡢ࠶ࡗࡓ㡯┠ࢆ㝖࠸࡚ࠊぢࡅࡿ⛬ᗘࡢୖ 5 㡯┠ࠊୗ 5 㡯┠ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡼ
ࡃぢࡅࡿ㡯┠ࡣࠊ“㒊ᒇࡽฟࡿࡁࡣ࢚ࢥࣥࡸᬮᡣࢆᾘࡍ”ࠊ“⛣ືࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅṌ࠸ࡓࡾ⮬
㌿㌴ࡢࡿࡼ࠺ࡍࡿ”ࠊ“㒊ᒇࡢ᫂ࡾࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅᾘࡋࠊ⠇㟁ࡘࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿ”ࠊ“Ỉ㐨ࡸࢩ
࣮ࣕ࣡࡞Ỉࡢᾉ㈝Ẽࢆࡘࡅࡿ”ࠊ“⣬㈨※ࢆࡓࡵࣜࢧࢡࣝࡍࡿ”࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡗࡓࡃぢࡅ࡞࠸
㡯┠ࡣࠊ“ከᑡ㧗ࡃ࡚ࡶ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ࡞⣲ᮦࡢ⢝ရࡸ㔝⳯ࢆ㉎ධࡍࡿ”ࠊ“ㄡࡀ࢚ࢥࣟࢪ࡛࢝ࣝ࡞
࠸⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡓࡽᣦࡍࡿ”ࠊ“㐩⎔ቃၥ㢟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡍࡿ”ࠊ“㐩ࡸᐙ᪘ࣜࢧࢡࣝࢆ່
ࡵࡿ”ࠊ“⎔ቃၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᮏࡸ㞧ㄅࢆㄞࡴ”࡛࠶ࡗࡓࠋぢࡅࡿ⛬ᗘࡢୖ 5 㡯┠ࢆ“ࡼࡃぢࡅ
ࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື”ࠊୗ 5 㡯┠ࢆ“ぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື”ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㡯┠┦ᙜࡍࡿᅔ㞴ࡉࡢ⛬ᗘ࡛ྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊࡼࡃ
ぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື㸦M=13.22, SD=4.96㸧ẚࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື㸦M=25.01, SD=4.97㸧
ࡀࠊࡼࡾᅔ㞴࡛࠶ࡿホᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦t(87)=19.42, p<.01㸧
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ
ࡿ⛬ᗘࠊ⮬ศ࡛⾜࠺㝿ࡢᅔ㞴ᗘࡀඹኚືࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄
៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࠊࡑࢀᑐᛂࡋࡓᅔ㞴ᗘࡢ㡯┠ࡢྜィ್ࡢ┦
㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࡇࢁࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື㸦r=㸫.29㸧
ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື㸦r=㸫.43㸧
ࡢࡑࢀࡒࢀ࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦ps<.01㸧
ࠋࡘࡲࡾࠊᙜヱࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿホᐃࡍࡿࠊᅔ㞴ᗘࡀప࠸
ホᐃࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ≉ぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫ⪅ࡢ⾜
ືࡢᘚูࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ

ᮏㄪᰝ
 ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ௨ୗࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡿࠋa㸧ணഛㄪᰝ࡛㑅ᐃࡋࡓ㡯┠ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⮬ᕫࠊᖹᆒ⪅ࠊ┦ᑐ
⮬ᕫࢆᑐ㇟⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ

ᐃࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾࠊ⪅ࡢ⾜ືࢆぢࡅࡿྰ

࡛ᖹᆒ௨ୖࠊ௨ୗຠᯝࡢ⌧ฟࣃࢱ࣮ࣥࡀኚࢃࡿࡢ࠺ࢆ᳨ウࡋࡓࠋb㸧┦ᑐ⮬ᕫホ౯⮬ᕫホ౯ࠊ
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ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࡽࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢ⫼ᚋ♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡢྰࢆ᳨ウࡋ
ࡓࠋc㸧⮬ᕫࡢ⯡ⓗ࡞ᮃࡲࡋࡉ࡛࠶ࡿ⮬ᑛឤࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡛ࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄆ▱࣓
࢝ࢽࢬ࣒ືᶵ࡙ࡅせᅉࡀࡢࡼ࠺ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ἲ
ㄪᰝཧຍ⪅ ᅄᖺไᏛࡢᏛ⏕ 155 ྡ㸦⏨ᛶ 68 ྡࠊዪᛶ 87 ྡ㸧
ࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 19.81 ṓ
㸦SD=1.46㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ⎔ቃ㓄៖ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿᩍ♧ࡋ࡚ࠊ㉁ၥ⣬ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ“⎔ቃ
㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸧”ࡢᐃ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ᩍ♧ࡋࡓࠋࡇࡢᩍ♧ࡢ┠ⓗࡣࠊែᗘ
ࢆ࣏ࢪࢸࣈ᪉ྥᅛᐃࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊែᗘせᅉࡢಶேᕪศᩓࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࡑࢀࡒࢀ 5 㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ“࠶࡞
ࡓࡣࡢࡃࡽ࠸ᐇ⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦⮬ᕫホ౯㸧”ࠊ“ྠᖺ㱋ࠊྠᛶࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡣࡢࡃࡽ࠸ᐇ
⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦ᖹᆒ⪅ホ౯㸧”ࠊ“ྠᖺ㱋ࠊྠᛶࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ẚ࡚࠶࡞ࡓࡣࡢࡃࡽ࠸
ᐇ⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦┦ᑐ⮬ᕫホ౯㸧”ࡢ 3 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㉁ၥᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ
⪅ホ౯࡛ࡣࠊ“࡞ࡾᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ࡽ“ࡲࡗࡓࡃᐇ⾜࡛ࡁ࡞࠸”࡙ࣛ࣋ࣝࡅࡉࢀࡓ 7 ௳ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ
┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛ࡣࠊ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡼࡾᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ࡽ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡼࡾᐇ⾜࡛ࡁ࡞࠸”ࣛ࣋
࡙ࣝࡅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ኸࡣ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ”࡙ࣛ࣋ࣝࡅࡉࢀࡓ 7 ௳ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࠊ
ᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㡰ᗎࠊ࠾ࡼࡧ㡯┠ෆࡢ㡰ᗎࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࢆࡗࡓࠋ
 ᭱ᚋ Rosenberg ࡢ⮬ᑛឤᑻᗘ㸦ᒣᮏ࣭ᯇ࣭ᒣᡂ, 1982㸧ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦5 ௳ἲ㸧
ࠋㄪᰝ
ࡣㅮ⩏㛫ෆ୍ᩧ㓄ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋㄪᰝせࡋࡓ㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 15 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ
 ࡍ࡚ࡢ㡯┠ᅇ⟅ࡋࡓ 149 ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒ⏝࠸ࡓࠋࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧࠊぢ
ࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣࠊ“ᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ࠊ⮬
ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡈྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀྍ⬟⠊ᅖࡣ 5㹼25㸧ࠋ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡣࠊᑻ
ᗘࡢ୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊྜィ್ࢆ㡯┠ᩘ࡛ࡗࡓᩘ್ࢆᣦᶆ
ࡋࡓ㸦ྍ⬟⠊ᅖࡣ 1㹼7㸧
ࠋ⮬ᑛឤᑻᗘࡣࠊ㧗࠸⫯ᐃⓗ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ྜ
ィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦Į=.84, ྍ⬟⠊ᅖࡣ 10㹼50㸧
ࠋ
⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪ࠾ࡅࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝ ⯡ⓗᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⌧ฟࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠺ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢྜィ
್ࢆ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡈ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢ್ᑐࡋࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ
ࡇࢁࠊᖹᆒ⪅ホ౯㸦M=39.09, SD=10.63㸧ẚ࡚⮬ᕫホ౯㸦M=42.83, SD=9.14㸧ࡀ᭷ព㧗ࡗ
ࡓ㸦t(148)=4.62, p<.01, d=.38㸧
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⯡ⓗࡣᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡈ࡛ᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜
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ࡗࡓࡇࢁࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊᖹᆒ⪅ホ౯㸦M=23.65, SD=5.57㸧ࡼࡾࡶ⮬ᕫホ౯
㸦M=27.19, SD=5.04㸧ࡀ᭷ព㧗ࡗࡓ㸦t(148)=7.53, p<.01, d=.67㸧
ࠋ୍᪉ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື
࡛ࡣࠊ⮬ᕫホ౯㸦M=15.63, SD=6.15㸧⪅ホ౯㸦M=15.44, SD=6.46㸧࡛᭷ព࡞ᕪࡣ࡞ࡗࡓ㸦t(148)=.38,
ns, d=.03㸧
ࠋ
 ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࠾ࡅࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝ ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢྜ
⟬ࡋࡓᩘ್ᑐࡋࠊ୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ 0 ࡍࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ┦
ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ 4.28㸦SD=0.76㸧ࡣ᭷ព㧗ࡗࡓ㸦t(148)=4.54, p<.01, d=.52㸧
ࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡈ࡛୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞
Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ 0 ࡍࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝ
㸦M=5.19, SD=0.97, t(148)=15.09, p<.01, d=1.74㸧
ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୗຠᯝ㸦M=3.37,
SD=1.02, t(148)=7.50, p<.01, d=.87㸧ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
┦ᑐ⮬ᕫホ౯⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀ ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡢ್ࢆ Table 1ࠊ2 ♧ࡍࠋ┦
ᑐ⮬ᕫホ౯ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊஂಖ࣭ୗ⏣㸦2012㸧
ྠᵝࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢆ┠ⓗኚᩘࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࢆㄝ᫂ኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣ㔜ᅇᖐᘧࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ㸦R2adj=.49, F㸦2, 146㸧
=73.06, p<.01㸧
ࠊ⮬ᕫホ౯ࡢṇࡢᙳ㡪㸦ȕ=.76, t=11.84, p<.01㸧
ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽ
ࢀࡓ㸦ȕ=㸫.18, t=2.73, p<.01㸧
ࠋぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡶ㔜ᅇᖐᘧࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦R2adj=.39, F㸦2,
146㸧=48.84, p<.01㸧
ࠋࡋࡋࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣ␗࡞ࡾࠊ⮬ᕫホ౯࡛ṇࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆࡉ
ࢀࡓࡀ㸦ȕ=.61, t=8.10, p<.01㸧
ࠊᖹᆒ⪅ホ౯࡛ࡣᙳ㡪ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㸦ȕ=.05, t=0.63, ns㸧
ࠋ

Table 1
ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ㸦ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື㸧
ϩ
.42

Ϩ. ⮬ᕫ
ϩ. ᖹᆒ⪅

Ϫ
**

㸫

.69

**

.14

†

Ϫ. ┦ᑐ⮬ᕫ
† p<.10,

㸫

* p<.05, ** p<.01
Table 2

ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ㸦ぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື㸧
ϩ
Ϩ. ⮬ᕫ

.52

ϩ. ᖹᆒ⪅

㸫

Ϫ. ┦ᑐ⮬ᕫ
† p<.10,

Ϫ
**

.63

**

.36

**
㸫

* p<.05, ** p<.01
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⮬ᑛឤࡢ㛵ಀ

⮬ᑛឤᚓⅬ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ

ࡇࢁࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ㸦Table 3㸧
ࠋ
ࡇࡢ㛵㐃ࢆヲ⣽᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ᑛឤࠊ⮬ᕫホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ 3 ࡘࡢኚᩘ࡛೫┦㛵ศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾ࡅࡿ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࡢ┦㛵ࡣࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ್
ࢆ⤫ไࡋࡓሙྜ᭷ព࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀᑐࡋࠊ⮬ᑛឤ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ┦㛵ࡣࠊ⮬ᕫホ౯ࡢ
್ࢆ⤫ไࡋ࡚ࡶࡁࡃኚࢃࡽ࡞ࡗࡓ㸦Figure 2㸧
ࠋ

Table 3
ྛホ౯⮬ᑛឤࡢ┦㛵ಀᩘ


⮬ᕫ

ࡼࡃぢࡅࡿ

.00

ぢࡅ࡞࠸

.20

*

ᖹᆒ⪅

┦ᑐ⮬ᕫ

.02

.06

.12

.29

**

* p<.05, ** p<.01

a

b

Figure 2. ⮬ᑛឤࠊ⮬ᕫホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀࠋ
㸦a㸧ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠋ
㸦b㸧ぢࡅ࡞
࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࠋࣃࢫ㛫ࡢ್ࡣ┦㛵ಀᩘࠋᣓᘼෆࡣ➨୕ኚᩘࢆ⤫ไࡋࡓ್ࠋ* p<.05, ** p<.01
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⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡽࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝࠊぢࡅ࡞࠸
⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୗຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆศᯒࡋ
ࡓࡇࢁࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ᕪࡣ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡉࡽࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜
ື࠾࠸࡚ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡀᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀᑐࡋࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊ
ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘᐇ⾜ࡢᅔ㞴ᗘࡢ┦
㛵㛵ಀࡀ☜ㄆࡉࢀࡓணഛㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࢆぢࡅࡿ⛬ᗘᐇ⾜ࡢᅔ㞴ᗘࡢᘚูࡀ㞴ࡋࡃࠊ⮬ᕫࡀ⾜ືࡍࡿ㝿ᐇ⾜ࡢᅔ㞴ࡉࡢ㢧⌧ᛶࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣ⮬ᕫホ౯ࡢࡳ
ᇶ࡙࠸࡚ᖹᆒ௨ୗຠᯝࡀ⌧ฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ྛホ౯⮬ᑛឤࡢ┦㛵ศᯒࡽࡣࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ
⮬ᕫホ౯ࡢ࠸ࡎࢀࡶ㛵㐃ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋᖹᆒ௨ୖຠᯝࡢㄝ᫂ࡋ࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖
⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫࡢືᶵ࡙ࡅࢆࡋࡓㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡿㄝ᫂ࡀጇᙜ࡞ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᖹ
ᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡽࠊ⮬ᕫሗࡢ㐣ᗘࡢ㔜ࡳ࡙ࡅࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᖹᆒ⪅ࡢ
♫ⓗẚ㍑ࡢࣉࣟࢭࢫࡶ⊂⮬Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀᑐࡋࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜
ື࡛ࡣࠊ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵㐃ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ೫┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡽࠊ
⮬ᑛឤ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵㐃ࡀ≉ᐦ᥋࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᖹᆒ⪅ࡢ⊂⮬ࡢᙳ㡪ࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡞ࡗࡓ⤖ᯝేࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ┦ᑐ⮬ᕫ㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡓ⾜ືࡢ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆࠊ⮬ᕫࡢ⯡ⓗ࡞ᮃࡲࡋࡉࡀつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊ⮬ᕫ
ሗࡀᑡ࡞࠸᮲௳ୗ࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࡀᖹᆒ௨ୖࠊ௨ୗຠᯝࡢㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ

⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ♧၀
௨ୖࡽࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊḟࡢ 2 ࡘࡢ᪉ἲࡀᣦ࡛ࡁࡿࠋa) 
⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ⣧⢋࡞⮬ᕫホ౯㸦⪅ࡀᅾࡋ࡞࠸⮬ᕫホ౯㸧
ࢆ㧗ࡵࠊࡑࢀຍ࠼࡚ᖹᆒ⪅ࡢሗࢆ⏝࠸ࡿࡢࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᖹᆒ⪅ࡢሗࡣ“ᙜヱ
⾜ືࡀࢀ࡚࠸࡞࠸”᪉ྥᥦ♧ࡍࡿࡼ࠸ࠋb) ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ
⮬ᑛឤࡸ┦ᑐ⮬ᕫホ౯㸦┤᥋⪅ẚ㍑ࢆࡉࡏࡿ㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋᖹᆒ⪅ࡢ
ሗࡣ༢⊂࡛ຠᯝࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢ᪉ἲࡣࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ࡑࡢせᅉࡣ 2 ࡘ࠶ࡿࠋࡦࡘࡣࠊᖹᆒ⪅ࡀᙜヱ⾜ືࢆࡗ࡚࠸࡞࠸ᥦ♧ࡍࡿࡇࡀࠊ࠼ࡗ࡚⾜
ືࢆ㜼ᐖࡍࡿつ⠊ࢆసࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ“ከࡃࡢேࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸”࠸࠺ሗࡣࠊグ㏙ⓗつ⠊
ሗ㸦Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990; Cialdini, Kallgren, Reno, 1991㸧ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠋ“ከࡃࡢேࡀࡸ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡔࡽࠊ⮬ศࡶࡸࡽ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸”⪃࠼ࢀࡤࠊ࠼ࡗ࡚⾜ືࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ែࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡣࠊ⎔ቃᑐࡍࡿែᗘࢆ⫯ᐃⓗࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ“⎔ቃ㓄
៖⾜ືࢆࡿࡇࡣࠊ࡚ࡶ࡛࠶ࡿ”࡞ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ែᗘࢆ๓ᥦࡋ࡚ึࡵ࡚ࠊᖹᆒ⪅ሗࡀ
᭷⏝࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿ
ࡣࠊᙜヱ⾜ືࡢែᗘࡀ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡶ࠺ࡦࡘࡢせᅉࡣࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ⮬ᑛឤࢆ㧗ᥭࡉ
ࡏࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࠊ⮬ᕫࡢ⯡ⓗ࡞ᮃ
ࡲࡋࡉ࡛࠶ࡿ⮬ᑛឤࡀ┦ᑐ⮬ᕫホ౯㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊ⮬ᑛឤ
ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ാࡁࡅࢆ㏻ࡌ࡚┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡋ
ࡋࠊ⮬ᑛឤࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ㐙⾜⫯ᐃⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡤࡾࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࠊForsyth,
Lawrence, Burnette, & Baumeister,㸦2007㸧ࡣࠊ⮬ᑛឤࢆ༢⣧㧗ᥭࡉࡏࡿࡇ࡛Ꮫᴗ㐙⾜ᝏᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ⮬ᑛឤࢆ㧗ᥭࡉࡏࡿࡇࡀࠊ࠼ࡗ࡚㐙⾜ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ
ࡶ࠶ࡿࡇὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬ᑛឤࢆ㧗ᥭࡉࡏࡿሙྜࡣࠊ⮬ᑛឤࡢ㧗
ᥭࡽಶࠎࡢ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࡑࢀ⮬యὀ┠ࡍࡿࡼ࠺⾜Ⅽ⪅ࢆㄏᑟࡍࡿ᪉ἲࡶྠ⪃࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᮏ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼᚋࡢᒎ㛤
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊホ౯㛫ࡢ㛵ಀࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ⮬ᕫࡸᖹᆒ⪅࠸ࡗࡓ㛵㐃࡙ࡅࡢᑐ㇟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡣ࠸࠼ࠊ┦㛵㛵ಀࡢࡳࢆᢅࡗࡓᮏ◊
✲࡛ࡣධࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᡭ㡰ࡲ࡛ࡣ᫂☜࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋᚋࡣ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ
⮬ᕫホ౯ࡢ㡰ᗎຠᯝࡢ᳨ウࡸࠊᐇ㦂᧯సࢆྵࡴ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊලయⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࠸ࡗࡓホ౯ࡀࠊᐇ㝿ࡢ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ⛬ᗘᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡢࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᖹᆒ௨ୖࠊ௨ୗຠᯝࡢᣦᶆᐈほⓗ࡞⾜ືᣦᶆ
ࡢ㛵ಀࡣࠊᮏ◊✲ࡢ▱ぢࢆ⌧ᐇሙ㠃࡛ᛂ⏝ࡍࡿሙྜᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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୍⯡⪅

SD

㌟㏆࡞⪅

SD

య

SD

ᅔ㞴ࡉ

SD

㸯㸬Ὑ℆≀ࡣࡓࡵ࡚ࡽὙ℆ᶵࡅࡿ

4.37

2.13

5.30

1.73

4.86

1.97

2.29

1.64

㸰㸬㒊ᒇࡢ

4.60

1.90

4.72

2.06

4.66

1.98

2.49

1.63

㸱㸬⣬㈨※ࢆࡓࡵࣜࢧࢡࣝࡍࡿ

4.32

1.98

4.83

2.01

4.59

2.00

3.42

2.07

㸲㸬✵࡞ࡗࡓࣉࣛࢫࢸࢵࢡ࣭࣎ࢺࣝ

5.29

1.85

4.81

2.15

5.03

2.02

2.81

1.88

2.47

1.61

2.64

1.66

2.56

1.63

5.46

1.45

2.86

1.78

3.32

1.71

3.10

1.75

4.27

1.73

4.30

1.83

4.43

1.90

4.37

1.86

3.87

1.86

4.02

1.88

3.68

1.77

3.84

1.82

3.32

1.80

㸷㸬㐩⎔ቃၥ㢟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡍࡿ

2.16

1.70

2.45

1.52

2.31

1.61

4.88

1.90

㸯㸮㸬㒊ᒇࡽฟࡿࡁࡣ࢚ࢥࣥࡸ

5.50

1.97

6.04

1.23

5.79

1.63

1.68

1.41

3.37

1.95

3.81

1.81

3.60

1.88

3.80

1.76

2.56

1.55

2.66

1.62

2.61

1.58

4.73

1.79

4.81

1.71

4.83

1.99

4.82

1.86

2.60

1.74

4.48

1.89

4.70

1.68

4.60

1.78

3.11

1.72

3.21

1.87

2.83

1.80

3.01

1.83

5.26

1.55



ᗘタᐃẼࢆ㓄ࡿ

ࢆࡓࡵࣜࢧࢡࣝฟࡍ
㸳㸬ㄡࡀ࢚ࢥࣟࢪ࡛࢝ࣝ࡞࠸⾜ືࢆࡋ
࡚࠸ࡓࡽᣦࡍࡿ
㸴㸬⏕ྍ⬟࡞ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆࡗ࡚࠸ࡿ
ၟရࢆ㈙࠺
㸵㸬Ꮨ⠇࠶ࡗࡓၟရ㸦㔝⳯࡞㸧ࢆ㉎
ධࡍࡿࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡿ
㸶㸬࢚࣮ࣞ࣋ࢱࢆࢃࡎ㝵ẁ࡛⛣ືࡍࡿ
ࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿ

ᬮᡣࢆᾘࡍ
㸯㸯㸬≀ࢆᤞ࡚ࡿ๓ูࡢ࠸᪉ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸⪃࠼ࡿ
㸯㸰㸬㐨ࢦ࣑ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡓࡽ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅࡦࢁ࠺
㸯㸱㸬⛣ືࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅṌ࠸ࡓࡾ⮬㌿㌴
ࡢࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
㸯㸲㸬Ỉ㐨ࡸࢩ࣮ࣕ࣡࡞Ỉࡢᾉ㈝Ẽ
ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸯㸳㸬ከᑡ㧗ࡃ࡚ࡶ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ࡞⣲ᮦ
ࡢ⢝ရࡸ㔝⳯ࢆ㉎ධࡍࡿ
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㸯㸴㸬ᐙᗞ࡛ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢦ࣑ࢆฟࡉ࡞
࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡿ
㸯㸵㸬࢛࣮࣒࢘ࣅࢬࡸࢡ࣮ࣝࣅࢬࢆᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡿ
㸯㸶㸬ࣞࢪ⿄ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ
࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸯㸷㸬㒊ᒇࡢ᫂ࡾࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅᾘࡋࠊ
⠇㟁ࡘࡵ࡚࠸ࡿ
㸰㸮㸬ྜᡂὙࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢃ࡞࠸ࡼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
㸰㸯㸬ྂ╔ࡸᐙලࡢࣜࢧࢡࣝࢆᚰࡀࡅ
࡚࠸ࡿ
㸰㸰㸬ࢦ࣑ࡢศูࢆࡁࡕࢇᐇ㊶ࡋ࡚࠸
ࡿ
㸰㸱㸬⎔ቃၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᮏࡸ㞧ㄅࢆ
ㄞࡴ
㸰㸲㸬↓㥏࡞㈙࠸≀ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿ
㸰㸳㸬ࣃࢯࢥࣥࡸࣔࢽࢱ࣮ࠊࣉࣜࣥࢱࡢ
㟁※ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࡇࡲࡵᾘࡍ
㸰㸴㸬㐩ࡸᐙ᪘ࣜࢧࢡࣝࢆ່ࡵࡿ
㸰㸵㸬⮬ືࢻࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏝ࡋ࡞࠸
ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸰㸶㸬࣐ࡣࡋࡸ࢚ࢥࣂࢵࢡࢆ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ
㸰㸷㸬㧗㏿㐨㊰ࡣ⇞ᩱ⠇⣙ࡢࡓࡵไ㝈
㏿ࢆᏲࡗ࡚㉮ࡿ㸦ࡘࡶࡾࡔ㸧
㸱㸮㸬࠾㔠ࡀ࠶ࢀࡤ࢚ࢥ࣮࢝ࡸ LED 㟁
⌫ࢆ㉎ධࡋࡓ࠸
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SD

㌟㏆࡞⪅

SD

య

SD

ᅔ㞴ࡉ

SD

3.16

1.56

3.51

1.72

3.34

1.64

4.42

1.70

4.35

2.09

4.26

1.82

4.30

1.95

3.10

1.64

4.65

1.97

4.26

2.18

4.44

2.08

3.27

1.87

4.74

1.81

4.70

1.94

4.72

1.87

2.52

1.79

2.35

1.48

3.28

1.56

2.83

1.58

4.66

1.62

3.65

2.03

3.81

1.79

3.73

1.90

3.91

1.83

5.33

1.48

5.55

1.61

5.44

1.54

2.57

1.48

2.00

1.48

2.43

1.41

2.22

1.45

4.81

1.78

4.23

1.93

4.38

1.85

4.31

1.88

3.58

1.92

3.72

2.29

4.62

2.07

4.19

2.21

2.69

1.91

2.21

1.78

2.70

1.65

2.47

1.72

4.80

1.94

1.33

0.81

1.91

1.32

1.63

1.14

5.68

1.61

4.37

2.08

4.04

2.21

4.20

2.14

3.78

2.13

2.86

1.98

3.49

1.85

3.19

1.93

3.68

1.91

3.28

2.17

3.55

1.99

3.42

2.07

3.58

1.96
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ᅔ㞴ࡉ

㸯㸬Ὑ℆≀ࡣࡓࡵ࡚ࡽὙ℆ᶵࡅࡿ

0.04

-0.07

㸰㸬㒊ᒇࡢ

0.23

ᗘタᐃẼࢆ㓄ࡿ

*

-0.03

㸱㸬⣬㈨※ࢆࡓࡵࣜࢧࢡࣝࡍࡿ
㸲㸬✵࡞ࡗࡓࣉࣛࢫࢸࢵࢡ࣭࣎ࢺࣝࢆ

-0.20

ࡓࡵࣜࢧࢡࣝฟࡍ
㸳㸬ㄡࡀ࢚ࢥࣟࢪ࡛࢝ࣝ࡞࠸⾜ືࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡽᣦࡍࡿ
㸴㸬⏕ྍ⬟࡞ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆࡗ࡚࠸ࡿၟ
ရࢆ㈙࠺
㸵㸬Ꮨ⠇࠶ࡗࡓၟရ㸦㔝⳯࡞㸧ࢆ㉎ධ
ࡍࡿࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡿ
㸶㸬࢚࣮ࣞ࣋ࢱࢆࢃࡎ㝵ẁ࡛⛣ືࡍࡿࡼ

㸷㸬㐩⎔ቃၥ㢟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡍࡿ
㸯㸮㸬㒊ᒇࡽฟࡿࡁࡣ࢚ࢥࣥࡸᬮ
ᡣࢆᾘࡍ
㸯㸯㸬≀ࢆᤞ࡚ࡿ๓ูࡢ࠸᪉ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸⪃࠼ࡿ
㸯㸰㸬㐨ࢦ࣑ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡓࡽ࡛ࡁࡿࡔࡅ

㸯㸱㸬⛣ືࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅṌ࠸ࡓࡾ⮬㌿㌴
ࡢࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
㸯㸲㸬Ỉ㐨ࡸࢩ࣮ࣕ࣡࡞Ỉࡢᾉ㈝Ẽࢆ
ࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸯㸳㸬ከᑡ㧗ࡃ࡚ࡶ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ࡞⣲ᮦࡢ
⢝ရࡸ㔝⳯ࢆ㉎ධࡍࡿ

* p<.05
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*

0.19

0.08

0.02

0.12

-0.04

0.00

*

0.03

0.13

0.04

0.04

-0.10

-0.01

0.21

0.32

ࡦࢁ࠺

0.03

0.05

0.20

࠺ດࡵ࡚࠸ࡿ

-0.08

*

-0.07

-0.04

0.05

0.01

0.10

0.09

-0.09
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㸯㸴㸬ᐙᗞ࡛ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢦ࣑ࢆฟࡉ࡞࠸

0.30

ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡿ
㸯㸵㸬࢛࣮࣒࢘ࣅࢬࡸࢡ࣮ࣝࣅࢬࢆᐇ㊶ࡋ
࡚࠸ࡿ
㸯㸶㸬ࣞࢪ⿄ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺
Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸯㸷㸬㒊ᒇࡢ᫂ࡾࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅᾘࡋࠊ⠇
㟁ࡘࡵ࡚࠸ࡿ
㸰㸮㸬ྜᡂὙࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࢃ࡞࠸ࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿ
㸰㸯㸬ྂ╔ࡸᐙලࡢࣜࢧࢡࣝࢆᚰࡀࡅ࡚
࠸ࡿ
㸰㸰㸬ࢦ࣑ࡢศูࢆࡁࡕࢇᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ
㸰㸱㸬⎔ቃၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᮏࡸ㞧ㄅࢆㄞ
ࡴ
㸰㸲㸬↓㥏࡞㈙࠸≀ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ
࡚࠸ࡿ
㸰㸳㸬ࣃࢯࢥࣥࡸࣔࢽࢱ࣮ࠊࣉࣜࣥࢱࡢ㟁
※ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅࡇࡲࡵᾘࡍ
㸰㸴㸬㐩ࡸᐙ᪘ࣜࢧࢡࣝࢆ່ࡵࡿ
㸰㸵㸬⮬ືࢻࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ
࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
㸰㸶㸬࣐ࡣࡋࡸ࢚ࢥࣂࢵࢡࢆ⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ
㸰㸷㸬㧗㏿㐨㊰ࡣ⇞ᩱ⠇⣙ࡢࡓࡵไ㝈
㏿ࢆᏲࡗ࡚㉮ࡿ㸦ࡘࡶࡾࡔ㸧
㸱㸮㸬࠾㔠ࡀ࠶ࢀࡤ࢚ࢥ࣮࢝ࡸ LED 㟁⌫ࢆ
㉎ධࡋࡓ࠸

* p<.05
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-0.07

0.15

-0.02

-0.01

-0.06

0.06

-0.13

-0.09

-0.05

0.20

*

0.06

-0.24

*

0.00

0.18

-0.06

0.13

0.09

0.15

-0.19

0.15

0.01

0.16

0.10

-0.09

.315**

0.21

*

-0.01

0.32

*

-0.15

*
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 ࠸ ࠺ ࡢ ࡀ ⌧ ᅾ ࡢ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ୍ ഃ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᆅ ⌫ つ ᶍ ࡛ ⏕ ࡌ ࡚ ࠸ ࡿ ⎔ ቃ ࡢ ᝏ  ࡣ ே 㛫
ࡢ ⾜ ື  ㉳ ᅉ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࡣ ࡑ ࢀ ࢆ ไ ᚚ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡋ ࠊ୍ ᪉ ࡛ ⎔
ቃ ၥ 㢟 ࢆ ㄆ ㆑ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡶ Ꮡ ᅾ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࡢ ゎ Ỵ ࡢ ࡓ ࡵ  ࡣ ᚰ ⌮
Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ࡢ ᳨ ウ ࡀ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡛ ⎔ ቃ ࡢ
ၥ 㢟 ࢆ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ 㝿  ࡣ ࠊ࿘ ᅖ ࡢ ⎔ ቃ ࡀ ே 㛫 ࡢ ⾜ ື   ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡍ   ࠸
ࡗ ࡓ ᯟ ⤌ ࡳ ࡀ ୰ ᚰ ࡛ ࠊ⮬ ↛ ⎔ ቃ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞  つ ᶍ ࡞ ⎔ ቃ ࡢ ഃ 㠃 ࡸ ࠊ⾜ ື ࡀ ⎔ ቃ  ᙳ 㡪 ࢆ
 ࠼ ࡿ  ࠸ ࠺ ࡼ ࠺ ࡞ ၥ 㢟 ࡀ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ  ࡣ ᑡ ࡞  ࡗ ࡓ ࠋ ᐇ 㝿 ࠊࠕ ⎔ ቃ ᚰ ⌮ Ꮫ ࠖ
ࡢ ศ 㔝  ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ࡕ ࡽ   ࠸ ࠼ ࡤ ே ᕤ ⓗ ࡞ ⎔ ቃ ࡀ ⾜ ື ࡸ ព ㆑  ཬ ࡰ ࡍ ᙳ 㡪 ࢆ ㄪ 
ࡿ  ࠸ ࡗ ࡓ ᛂ ⏝ ⓗ ࡞ ഃ 㠃 ࢆ ୰ ᚰ  ◊ ✲ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࠊࠕ ࢚ ࢥ ࣭ ࣇ  ࣟ
ࢯ ࣇ  ࠖࡢ ᵓ ⠏  ᒎ 㛤 ࢆ ┠ ᣦ ࡍ ᮏ ◊ ✲  ࢽ ࢩ  ࢸ  ࣈ  ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊᚑ ᮶ ࡢ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡢ ◊
✲ ᪉ ἲ ࡸ ᡂ ᯝ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࡘ ࡘ ࡶ ࠊ᪂ ࡓ ࡞ ど Ⅼ ࢆ ᑟ ධ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ศ 㔝 ࡢ ☜ ❧ ࡀ ᚲ せ  ࡞ ࡗ ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡑ ࡇ ࡛ ࠊࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡢ ◊ ✲ ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ࡛ ࡣ ࠊࡲ ࡎ ⎔ ቃ  ᑐ ࡍ ࡿ ே 㛫 ࡢ ౯ ್ ほ ࡢ ഃ 㠃  ࡽ
ࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡋ ࡓ ࠋᚰ ⌮ Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ⎔ ቃ ၥ 㢟    ࢃ ࡿ ⾜ ື ࢆ ᳨ ウ
ࡍ ࡿ  ࡣ ࠊࡑ ࡢ ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࠶ ࡿ ಶ ே ࡢ ែ ᗘ ࢆ ᫂ ࡽ   ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋែ ᗘ ࡣ ࠊಶ
ே ࡈ   ẚ ㍑ ⓗ Ᏻ ᐃ ࡋ ࡓ ഴ ྥ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ♫  ⓗ ࡞ ⎔ ቃ  ࡼ ࡾ ኚ  ࡍ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚
࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊே ࠎ ࡀ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ᨵ ၿ  ྥ ࡅ ࡓ ែ ᗘ ࢆ ᙧ ᡂ ࡋ ࠊ⾜ ື ࡍ ࡿ ࡼ ࠺  ࡞ ࡿ ࡇ
 ࡀ ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࡢ ᡭ ࡀ  ࡾ  ࡞ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊែ ᗘ ኚ  ࢆ ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ せ ᅉ ࡣ ༢
⣧ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊಶ ே ࡈ  ࡢ ౯ ್ ほ  ౫ Ꮡ ࡍ ࡿ 㠃 ࡀ  ࡁ ࠸ ࠋ౯ ್ ほ ࡣ ࠊಶ ே ࡢ ⤒ 㦂 ࡔ ࡅ ࡛
࡞ ࡃ ࠊᩥ  ࡸ Ẹ ᪘ ࠊᅜ ᐙ ࠊ᐀ ᩍ ࠊୡ ௦ ࠊᛶ ู ࡞   ࡼ ࡗ ࡚ ࡶ つ ᐃ ࡉ ࢀ ࠊ୍ ⯡  ከ ᵝ ᛶ
ࢆ๓ᥦࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ౯್ほࡶከᵝ࡛࠶ࡾࠊ
ࡴࡋࢁࡉࡲࡊࡲ࡞౯್ほࡢᏑᅾ⮬యࡀ⌧௦ࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ഃ
㠃 ࡶ ࠶ ࡿ  ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋࡑ ࡇ ࡛ ࠊࡲ ࡎ ࡣ ከ ᵝ ࡞ ౯ ್ ほ ࡢ ෆ ᐜ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡽ ጞ ࡵ ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ḟ  ࠊ⾜ ື ࢆ つ ᐃ ࡍ ࡿ せ ᅉ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ⎔ ቃ 㓄 ៖ ⾜ ື ࢆ ᑟ ࡃ ♫  ⓗ ᵓ 㐀  ὀ ┠ ࡋ ࡓ
◊ ✲  ࡋ ࡚ ࠊ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ ࠋಶ ே ࡢ  ┈ ㏣ ồ ⾜ ື  ࠊ♫   య
  ࡗ ࡚ ࡢ  ┈  ࡢ ┦ ඞ ࢆ ゎ Ỵ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ᚰ ⌮ ⓗ せ ᅉ ࡢ ゎ ᫂ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࡉ ࡽ  ࠊ⎔ ቃ 
ࡢㄪࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡢᖾ⚟㏣ồࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウࡶ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
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♫ ⓗࢪ࣐ࣞࣥ࠾ࡅࡿࠕ┘ど࣎ࣛࣥࢸࠖࡢྍ⬟ᛶ᭷ຠᛶ 
ᓥ ᑦ㸦 ♫Ꮫ 㒊 㸧

࣮࣮࢟࣡ ࢻ㸸 ⎔ቃၥ 㢟 ࠊ♫ⓗ ࢪࣞ ࣐ࣥࠊ 㹌 ேᅃேࡢ ࢪࣞ ࣐ࣥࠊ
࣎ࣛࣥࢸ  ࣭ࢪࣞ ࣥ ࣐ࠊ┘ど ࣎ࣛ ࣥࢸ 

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡣࠊከࡃࡢಶேࡀ┈㏣ồࡢࡓࡵ㠀༠ຊ⾜ືࢆࡿࠊಶேࡢ㞟ࡲ
ࡾ࡛࠶ࡿ♫య┈ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃၥ㢟ࡀ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥ
ࡢ ᵓ 㐀 ࢆ ഛ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ  ࡣ ࠊ ࡇ ࢀ ࡲ ࡛  ᩘ ከ ࡃ ࡢ ᩥ ⊩ ࡛ ᣦ  ࡉ ࢀ ࡚ ࡁ ࡓ 㸦 ᒣ ᓊ , 2000ࠊ ⸨
 , 2003ࠊ   , 2007㸧ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࠊ ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ◊ ✲ ࡛ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ゎ Ỵ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ఱ ࡽ 
ࡢ ᡭ ࡀ  ࡾ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࢀ ࡤ ࠊࡑ ࢀ ࡣ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࡢ ᡭ ࡀ  ࡾ  ࡶ ࡞ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊ
⌧ ᐇ ࡢ ⎔ ቃ ၥ 㢟  ࡣ ௨ ୗ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᅛ ᭷ ࡢ ≉ ᛶ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡶ ⪃ ៖ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ㸦  ᓥ ,
2010㸧ࠋ
(1) 㠀 ༠ ຊ ⾜ ື  క ࠺ ಶ ே ࡢ  ┈ ࡢ ᑻ ᗘ ࡀ ♫  ࡢ   ┈ ࡢ ᑻ ᗘ  ␗ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡓ ࡵ ࠊ ಶ
ேࡀ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡣ≉᭷ࡢ▱㆑ࡀᚲせࡉࢀࡿࠋ
(2) ಶ ே ࡢ 㠀 ༠ ຊ ⾜ ື  ࡼ ࡿ ♫  ࡢ   ┈ ࡀ 㠀 ᖖ  㐜 ࢀ ࡚ ⏕ ࡌ ࡿ ࡓ ࡵ ࠊ   ┈ ࢆ ⿕ ࡿ ࡢ
ࡣᚋࡢୡ௦࡛࠶ࡗ࡚ࠊ┈ࢆᚓࡓேࡀ┈ࢆ⿕ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
(3) ಶ ே ࡢ ༠ ຊ ⾜ ື ࡀ ♫   య ࡢ  ┈  ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ ᙳ 㡪 ࡀ ࠊ   ࢇ  ↓ ど ࡛ ࡁ ࡿ    ᑠ
ࡉ࠸ࠋ
⎔ቃၥ㢟ࡢᵓ㐀ࡣ」㞧࡛ከࡃࡢഃ㠃ࢆᣢࡘࡇࡽࠊᙜ㠃ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ
◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊᐇ㦂ⓗ◊✲ࡶࡑࡢ୍⎔⨨࡙ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡢᐇ㦂ⓗ◊✲ࡣࠊࢇࡢሙྜࢤ࣮࣒≧ἣ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2 ே࡛
⾜ ࢃ ࢀ ࡿ ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࣭ ࢤ ࣮ ࣒ ࡣ ࡑ ࡢ  ᆺ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ࢤ ࣮ ࣒ ࡢ ᐃ ⩏ ࡣ Dawes㸦 1980㸧 
ࡼࡾḟࡢࡼ࠺୍⯡ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྛ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡣ D㸦 㠀 ༠ ຊ 㸧  C㸦 ༠ ຊ 㸧 ࡢ 2 ࡘ ࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࢆ ᣢ ࡘ ࠋ ྛ ࣉ ࣞ  ࣖ
࣮ ࡢ  ᚓ ࡣ ࠊ⮬ ศ ࡢ 㑅 ᢥ   ࡢ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡢ ఱ ே ࡀ C  D ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ   ࡼ ࡗ ࡚
Ỵࡲࡿࠋ
N ே ࢤ ࣮ ࣒  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ⮬ ศ ௨ እ ࡢ m ே ࡢ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡀ C ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ  ࡁ  ⮬ ศ
ࡀ D ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ሙ ྜ ࡢ  ᚓ ࢆ D(m) ࡋ ࠊ ⮬ ศ ࢆ ྵ ࡴ m ே ࡢ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡀ C ࢆ 㑅
ᢥ ࡋ ࡓ  ࡁ ࡢ C 㑅 ᢥ ࡢ  ᚓ ࢆ C(m) ࡍ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ  ࡁ ࠊ ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࣭ ࢤ ࣮ ࣒
ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 ࡘࡢ➼ᘧ࡛≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ձ D(m) 㸼 C(m㸩 1)㸹  0ӌ mӌ N㸫 1
ղ D(0) 㸺 C(N)
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ศ௨እࡢࣉ࣮ࣞࣖࡢఱேࡀ༠ຊࡋࡼ࠺ࡶࠊ⮬ศࡣ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼࡾ㠀
༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ᪉ࡀᚓࡀࡁ࠸ࡀࠊဨࡀ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࡢ᪉ࡀဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅
ᢥࡍࡿሙྜࡼࡾࡶ⮬ศࡢᚓࡀࡁ࠸ࠋ
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ࡇࡢ࣮ࣝࣝᚑ࠸ࠊ༠ຊ⪅ࡢேᩘᛂࡌࡓ༠ຊ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥࡼࡿ┈ࢆᅗ 1 ࡢࡼ࠺
ᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᚓᵓ㐀ࢆࡶࡘࢤ࣮࣒ࢆࠊ2 ேᅃேࡢࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮
࣒ࡢᣑᙇࡋ࡚ࠊ
ࠕ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒ ࠖ  ࢇ ࡛ ࠸ ࡿ ࠋᅗ 1 ࡛ ࡣ ࠊ㠀 ༠ ຊ ⪅ ࡢ 
┈༠ຊ⪅ࡢ┈ࡢᕪࡀࠊ༠ຊ⪅ࡢேᩘࢃࡽࡎ୍ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༠ຊ⪅ࡢேᩘ
ࡼࡗ࡚ᕪࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᅗ 1 ࡢᐃ⩏ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⧞
ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿ N ேᅃேࡢࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ

 ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ ኚ ᙧ  ࡋ ࡚ ࠊDiekmann㸦 1985㸧ࡣࠕ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒ ࠖ
 ࠸ ࠺ ࢤ ࣮ ࣒ ࡢ ࣝ ࣮ ࣝ ࢆ ⤂  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦  ᓥ , 2011ࠊ 2012㸧ࠋ ࡇ ࡢ ࢤ ࣮ ࣒ ࡶ N ே ࡛ ⾜ ࢃ ࢀ ࠊ
ᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢࣉ࣮ࣞࣖࡀࢥࢫࢺࢆࡅ࡚༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࢀࡤࠊ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥ⪅ᑐࡋ
࡚ࢥࢫࢺ࡞ࡋ┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡶࡋࡶㄡࡶ༠ຊࢆ㑅ᢥࡋ࡞ࡗࡓሙྜ
ࡣဨࡀఱࡶᚓࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ༠ຊ⪅ࡣࠊࢥࢫࢺࢆࡅ࡚ࣉࣞࣖ
࣮  ဨ  ㈈ ࢆ ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ     ⨨ ࡙ ࡅ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ ┈ ࢆ Uࠊࢥ ࢫ ࢺ ࢆ K ࡛
⾲ ࡍ ࡞ ࡽ ࡤ ࠊ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ ᚓ ࡿ  ┈ ࡣ U㸫 K ࡛ ࠊ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ 1 ே ࡛ ࡶ Ꮡ ᅾ ࡍ ࢀ ࡤ 㠀
༠ຊ㑅ᢥࡢ┈ࡣ U ࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿ┈ࡣ 0 ࡞ࡿࠋ
 N ேᅃேࡢࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒࠾࠸࡚ࡣࠊဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࡀࢼࢵࢩࣗᆒ⾮
࡞ࡿࡀࠊN ே࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࡢሙྜࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊဨࡀ
༠ ຊ ࡋ ࡓ ሙ ྜ ࡢ  ┈ 㸦 U㸫 K㸧 ࡣ  ဨ ࡀ 㠀 ༠ ຊ ࡢ ሙ ྜ ࡢ  ┈ 㸦 0㸧 ࢆ ୖ ᅇ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ࠊ ᚲ ࡎ ࡋ
ࡶࡑࢀࡀ᭱ࡶຠ⋡ⓗࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡶࡋࡶဨ࡛ヰࡋྜ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛࠶ࢀࡤࠊࡃ
ࡌ࡛㑅ࡤࢀࡓ 1 ேࡔࡅࡀ༠ຊࢆ㑅ᢥࡋࠊࡢဨࡀ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑ ࡢ ሙ ྜ ࡢ  ┈ ࡢ ᮇ ᚅ ್ ࡣ U㸫 K㸭 N ࡛ ࠶ ࡿ 㸦 Diekmann, 1985㸧ࠋ ࡋ  ࡋ ࠊ ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᶵ 
ࡀ࠼ࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ☜⋡ⓗ㑅ᢥࢆỴࡵࡿΰྜᡓ␎ࢆྲྀࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
 ┈ ࡢ ᮇ ᚅ ್ ࡀ ᭱   ࡞ ࡿ ᑐ ⛠ ΰ ྜ ᡓ ␎ ࡢ ᆒ ⾮ Ⅼ ࢆ ồ ࡵ ࡿ  ࠊ㠀 ༠ ຊ ࡢ 㑅 ᢥ ⋡ ࢆ 㹯  ࡋ ࡚ ࠊ

 ࡞ ࡾ ࠊ  ┈ ࡢ ᮇ ᚅ ್ ࡣ U㸫 K  ࡞ ࡿ 㸦 Diekmann, 1985㸧ࠋ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᡓ ␎ ࡢ ࡶ  ࡛ ࠊ ᑡ ࡞
ࡃࡶ 1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ P ࢆồࡵࡿࠊ
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࡞ࡿࠋP ࡣ N ᑐࡍࡿῶᑡ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࣉ࣮ࣞࣖࡢேᩘࡀከ࠸࣎ࣛࣥࢸ
  ࡢ ฟ ⌧ ࡍ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ప ࡃ ࡞ ࡿ  ࠸ ࠺ ࠊ ຓ ⾜ ື  ࠾ ࡅ ࡿࠕ ഐ ほ ⪅ ຠ ᯝ ࠖ
㸦 Darley & Latane㸪
1968㸧ࡀ ⏕ ࡌ ࡿ ࡇ  ࢆ ண

ࡍ ࡿ ࠋᡓ ␎  㛵 ࡋ ࡚ ࡣ ࠊDiekmann㸦 1985㸧ࡣ ࡉ ࡽ  ࠊ࢝ ࣥ ࢺ ࡢ

ᐃ ゝ  ἲ  ᚑ ࠺ ㉸ ྜ ⌮ ⓗ 㸦 Hofstadter, 1983㸧 ᆒ ⾮  ࡶ ゝ ཬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ሙ ྜ ࡣ ࠊ q ࡣ ࡍ
࡚ࡢࣉ୍࣮࡛ࣞࣖᐃࡢ್ࢆྲྀࡿࡇࡀ௬ᐃࡉࢀࠊ┈ࡢᮇᚅ್ࢆ᭱ࡍࡿ q ࡣࠊ

࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ┈ࡢᮇᚅ್ E ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ P ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀ

࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣࠊP ࡣ N ᑐࡍࡿቑຍ㛵ᩘ࡞ࡿࡢ࡛ࠊഐほ⪅ຠᯝࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ
࡞ࡿࠋ
ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ ࠊ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ ࡢ ࠶ ࡿ N ே ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒ ࡢ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ⤖ ᯝ
ࢆሗ࿌ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡽᚓࡽࢀࡓ༠ຊ⋡ࡸ࣎ࣛࣥࢸฟ⌧⋡ࢆࠊୖグࡢ⌮ㄽⓗண

ẚ㍑

ࡍࡿࠋ
 ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ  ᆺ   ࡋ ࡚ ࠊ Hardin㸦 1968㸧 ࡢ ࠕ ඹ ᭷ ᆅ ࡢ ᝒ  ࠖ ࡀ ࡼ ࡃ ▱ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸
ࡿࠋ∵㣫࠸ࡓࡕࡀඹ᭷ࡢ∾ⲡᆅ∵ࢆᨺ∾ࡍࡿࡁࠊಶࠎࡢ∵㣫࠸ࡗ࡚ࡣࡢ∵㣫࠸
ࡢ⾜ື㛵ಀ࡞ࡃ⮬ศࡢ∵ࡢᩘࢆቑࡸࡍ᪉ࡀ┈ࡀከࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊⓙࡀࡑࡢࡼ࠺⪃࠼࡚
∵ࡢᩘࢆቑࡸࡍ⤖ᯝࠊ∵ࡢᩘࡀከࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡚∾ⲡᆅࡀⲨᗫࡋࠊㄡࡶ∵ࢆ㣫࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺࠸࠺≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊఱࡽࡢ᪉ἲ࡛ಶࠎࡢ∵㣫࠸ࡀ㣫࠼ࡿ∵ࡢᩘࢆไ㝈
ࡍࡿࡇࡀゎỴࡢᡭẁ࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣ∵ࡢᩘࢆ┘どࡋ࡚ࠊ࣮ࣝࣝᚑ
ࢃ ࡞ ࠸ ∵ 㣫 ࠸ ࢆ ⨩ ࡍ ࡿ ไ ᗘ ࢆ ᑟ ධ ࡋ ࡞ ࡅ ࢀ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ 㸦 ⸨  , 2003㸧ࠋ Hardin㸦 1968㸧 ࡣ ࠊ
ࠕ ྜ ព ࡉ ࢀ ࡓ ┦  ᙉ ไ㸦 mutual coercion mutually agreed upon㸧ࠖ ࠸ ࠺ ⨩ ๎ ࡢ ࡋ ࡃ ࡳ ࢆ ᥦ 
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓ᥦ࡞ࡿ┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡣࢥࢫࢺࡀࡿࡇࡽࠊࢥࢫࢺࢆ㈇ᢸ
ࡋࡼ࠺ࡋ࡞࠸ࣇ࣮ࣜࣛࢲ࣮ࡢฟ⌧࠸࠺ḟⓗࢪ࣐ࣞࣥࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
㸦 Yamagishi, 1986㸧ࠋࡑ ࡇ ࡛ ࠊ⮬ ࡽ ࢥ ࢫ ࢺ ࢆ ᡶ ࡗ ࡚ ┘ ど ဨ  ࡞ ࡿ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ⪃
࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᓥ㸦 2011㸧ࡣ ࠊ⧞ ࡾ ㏉ ࡋ ࡢ ࠶ ࡿ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒  ┘ ど ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ
ྵࡵࡓ࣮ࣝࣝࢆసࡾࠊᐇ㦂ⓗ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣࠊ༠ຊ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥຍ
࠼ࠊ༠ຊࡋ࡚┘ど⪅࡞ࡿ࠸࠺㑅ᢥࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ㠀༠ຊ༠ຊࡢ㑅ᢥࡼࡿᚓᵓ㐀
ࡣ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐  ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ㄡ  1 ே ࡛ ࡶ ࠕ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࠖ㸦 ࢥ ࢫ ࢺ ࢆ 
ࡶ࡞࠺༠ຊ㑅ᢥ㸧ࡀᏑᅾࡍࢀࡤࠊ㠀༠ຊ㑅ᢥ⪅ࡢ┈ࡀ 0 ࡞ࡿ࠸࠺ࠕ⨩๎ࠖࡀຍࡉ
ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᐇ 㦂 ࡢ ⤖ ᯝ  ࡽ ࠊ㏻ ᖖ ࡢ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒ ࡛ ࡢ ༠ ຊ 㑅 ᢥ ࡢ  ྜ ࡀ 30㸣

447


⛬ ᗘ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡢ  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ┘ ど ࡢ ࣝ ࣮ ࣝ ࢆ ຍ ࠼ ࡓ ሙ ྜ  ࡣ 80㸣 ๓ ᚋ  ࠸ ࠺ 㧗 ࠸ ್ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ
ࡓ ࠋ୍ ᪉ ࡛ ࠊ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ 㑅 ᢥ ⋡ ࡣ ప ࡃ ࠊ
ࠕ ㄡ  ࡀ ┘ ど ⪅  ࡞ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠖ ⪃ ࠼ ࡿ ࣇ
࣮ࣜࣛࢻࡢ⾜ືഴྥࠊ
ࠕ 1 ே ࡃ ࡽ ࠸ ࡣ ┘ ど ⪅ ࡀ ࠸ ࡿ  ࡶ ࡋ ࢀ ࡞ ࠸ ࠖ ࠸ ࠺ 㜵 ⾨ ⓗ ⾜ ື ഴ
ྥ ࡢ ୧ ⪅ ࡢ Ꮡ ᅾ ࡀ ♧ ၀ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡇ ࡢ ᐇ 㦂  㢮 ఝ ࡋ ࡓ ≧ ἣ  ࡋ ࡚ ࠊ   㸦 1997㸧 ࡣ ࠕ ᗫ Რ ≀
ฎ⌮ࢤ࣮࣒ࠖ࠸࠺ࢺࣛࣥࣉࢆ⏝࠸ࡓࢤ࣮࣒ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊ᭷ᐖᗫᲠ
≀ࢆᏳฎ⌮ࡍࡿ࠸࠺ࠕ༠ຊ⾜ືࠖࠊἲᢞᲠࡍࡿ࠸࠺ࠕ㠀༠ຊ⾜ືࠖࡀ㑅ᢥ࡛ࡁ
ࡿࡶࠊἲᢞᲠ࡛ࡣ࡞࠸ࠕࢲ࢘ࢺࠖࢆࡅࡿ┘ど⾜ືࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠕ ࢲ ࢘ ࢺ ࠖ ࡣ ࢥ ࢫ ࢺ ࡀ   ࡿ ࡀ ࠊࡑ ࢀ  ࡼ ࡗ ࡚ 㠀 ༠ ຊ ⾜ ື  ⨩ ࢆ  ࠼ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ
 ࠸ ࠺ Ⅼ ࡛ ࠊྠ ᵝ ࡢ ᵓ 㐀  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡓ ࡔ ࡋ ࠊ
ࠕ ࢲ ࢘ ࢺ ࠖࡢ 㑅 ᢥ ࡣ ᗫ Რ ≀ ฎ ⌮ ࡢ 㑅 ᢥ  ࡣ
ู⾜ࢃࢀࠊࡲࡓἲᢞᲠࢆぢ㏨ࡋࡓሙྜࡣဨࢥࢫࢺࡀࡿ࡞ࠊ࣮ࣝࣝࡀࡸࡸ
」㞧࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞ ࠾ ࠊ  ᓥ 㸦 2011㸧 ࡢ ᐇ 㦂  ࠾ ࡅ ࡿ  ᚓ ᵓ 㐀 ࡛ ࡣ ࠊ 1 ே ࡀ ┘ ど ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡚ ࠊ  ࡢ ࣉ ࣞ 
࣮ࣖࡀࡍ࡚㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࠊ㠀༠ຊ⪅ࡢᚓⅬࡀ 0 ࡞ࡿࡶ┘ど⪅ࡢᚓⅬ
ࡶ 0 ࡞ࡿ࠸࠺ࠕ㐨㐃ࢀࠖⓗ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞せᅉࡢᙳ㡪ࢆ㑊ࡅ
ࡿࡓࡵࠊᮏㄽᩥ࡛ሗ࿌ࡍࡿᐇ㦂࡛ࡣ┘ど⪅ࡢᚓⅬࡀ 0 ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ಟṇࡋࡓࠋ

㸰㸬ᐇ㦂᪉ἲ
(1)  ⨨
௨ ୗ  ሗ ࿌ ࡍ ࡿ ᐇ 㦂 ࡣ ࡍ  ࡚ ࠊᮾ ὒ  Ꮫ ⓑ ᒣ ࢟ ࣕ ࣥ ࣃ ࢫ ෆ ࡢ PC ᩍ ᐊ ࡛ ⾜ ࢃ ࢀ ࡓ ࠋPC ࡣ
Windows ⎔ ቃ ࡢ ࢹ ࢫ ࢡ ࢺ ࢵ ࣉ ᆺ ࡛ ࠊ ᭷ ⥺ LAN ࡛ ᥋ ⥆ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ PC ࡢ ୰  ࡽ 6 ྎ ࢆ ࢧ ࣮
ࣂ ࣮   ࡾ ᙜ ࡚ ࠊz-Tree ࢯ ࣇ ࢺ ࢘ ࢙ 㸦 Fischbacher, 2007㸧 ࡼ ࡾ స ᡂ ࡉ ࢀ ࡓ ࣉ ࣟ ࢢ ࣛ ࣒ ࢆ
㉳ ື ࡋ ࡓ ࠋ ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ࡢ  ⏝ ࡍ ࡿ PC ࡛ ࡣ ࠊ z-Tree ࡢ ࢡ ࣛ   ࣥ ࢺ ࢯ ࣇ ࢺ ࡛ ࠶ ࡿ z-Leaf ࢆ
㉳ືࡋࠊᐇ㦂ࡈᣦᐃࡢࢧ࣮ࣂ࣮᥋⥆ࡋ࡚ᐇ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ
(2) ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅
 ᮾ ὒ  Ꮫ ࡢ Ꮫ ⏕ ࡛ ࠊࠕ ♫  ᚰ ⌮ Ꮫ ᐇ 㦂 ₇ ⩦ ࠖ ࢆ ཷ ㅮ ࡍ ࡿ 3ࠊ 4 ᖺ ⏕ ࡀ ཧ ຍ ࡋ ࡓ ࠋ 1 ᅇ ࡢ ᐇ
㦂  ࠾ ࡅ ࡿ ཧ ຍ ⪅ ࡣ 28 ྡ 㹼 38 ྡ ࡛ ࠊே ᩘ  ᛂ ࡌ ࡚ 3 ே 㹼 5 ே㸦 ᑡ ே ᩘ ᮲ ௳ 㸧ࡲ ࡓ ࡣ 7 ே 㹼
10 ே㸦 ከ ே ᩘ ᮲ ௳ 㸧 ࡽ ᡂ ࡿ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  ศ ࡅ ࡽ ࢀ ࠊࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ෆ ࡛ ࢤ ࣮ ࣒ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋࢢ
࣮ࣝࣉࡈ 1 ྎࡢࢧ࣮ࣂ࣮᥋⥆ࡍࡿࡀࠊ᥋⥆ඛࡣẖᅇ↓సⅭỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊཧຍ
⪅ࡣẖᅇࡢᐇ㦂࡛ࠊᩍᐊෆࡢㄡࡀྠࡌࢢ࣮ࣝࣉᒓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡃศࡽ࡞࠸≧ἣ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
(3) ே ᩘ ᮲ ௳
௨ୗሗ࿌ࡍࡿ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂࠾࠸࡚ࡶᑡேᩘ᮲௳ከேᩘ᮲௳ࡀタᐃࡉࢀࠊẖᅇࡢཧ
ຍ⪅ࡢ⣙༙ᩘࡣඛᑡேᩘ᮲௳ࠊᚋከேᩘ᮲௳࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊṧࡾࡢ⣙༙ᩘࡣඛከே
ᩘ᮲௳ࠊᚋᑡேᩘ᮲௳࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊேᩘ᮲௳ࡢ㡰ᗎຠᯝࢆ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣẖᅇ⤌ࡳ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ
ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ タ ᐃ ࡣ ࠊẖ ᅇ ࡢ ᐇ 㦂 ࡢ ཧ ຍ ⪅ ᩘ  ࡼ ࡗ ࡚ ␗ ࡞ ࡾ ࠊࡓ  ࠼ ࡤ 32 ྡ ࡀ ཧ ຍ ࡍ ࢀ ࡤ ࠊ
1 ᅇ ࡢ ᐇ 㦂 ࡛ 4 ே ᮲ ௳ ࡀ 4 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡀ 2 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ ࡁ ࡿ ࡇ   ࡞ ࡿ ࡀ ࠊࡑ ࢀ ௨ እ
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ࡢேᩘࡢሙྜࡣᚲせᛂࡌ࡚ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘࡀㄪᩚࡉࢀࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊேᩘ᮲௳ࡢຠ
ᯝࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊᑡேᩘ᮲௳ࡋ࡚ 4 ே᮲௳ࡢࡳࢆࠊከேᩘ᮲௳ࡋ࡚ 8 ே᮲௳ࡢ
ࡳࢆࢹ࣮ࢱࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
(4) ⦎ ⩦ ヨ ⾜
 ࡍ࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࠊ⨨ࡸᐇ㦂ᡭ⥆ࡁ
័ࢀࡿࡇࠊࢪ࣐ࣞࣥ≧ἣࢆయ㦂ⓗ⌮ゎࡋ

⾲㸬ேᅃேࡢࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ᐇ㦂
ࠉࠉࡢᚓ⾜ิ

࡚࠾ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᐇ㦂ඛ❧ࡗ࡚ 2 ே

┦ᡭ䛾㑅ᢥ

ᅃேࡢࢪ࣐࣭ࣞࣥࢤ࣮࣒ࢆᐇࡋࡓࠋ⾲ 1 ♧

㉥

㟷

㉥

䠄㻠Ⅼ䠈㻠Ⅼ䠅

䠄㻜Ⅼ䠈㻢Ⅼ䠅

㟷

䠄㻢Ⅼ䠈㻜Ⅼ䠅

䠄㻞Ⅼ䠈㻞Ⅼ䠅

ࡍᚓ⾜ิࡋࡓࡀ࠸ࠊ
ࠕ⏬㠃⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ㄝ᫂ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛ࠊ⮬ศࡢⅬᩘࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅከ
ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࢤ࣮࣒ࢆ㐍ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺

⮬ศ䛾
㑅ᢥ

ᩍ ♧ ࡢ ࡶ  ࡛ ࠊ10 ヨ ⾜ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋᐇ 㦂 ࡢ 㐍 ࡵ ᪉
ࡣ ࠊ௨ ୗ  ሗ ࿌ ࡍ ࡿ ᮏ ᐇ 㦂  ྠ ᵝ ࡢ ᡭ 㡰 ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ
ࠕ ㉥ ࠖ ࢟ ࣮ ࣎ ࣮ ࢻ ࡢࠕ 1ࠖࢆ ࠊ
ࠕ 㟷 ࠖ ࢟
࣮ ࣎ ࣮ ࢻ ࡢ ࠕ 2ࠖ ࢆ  ࡾ ᙜ ࡚ ࡓ ࠋ

㸱 㸬 ᐇ 㦂 1㸸 N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐
(1) ᪉ ἲ
 ᐇ㦂㛤ጞࠊ⦎⩦ヨ⾜ྠᵝࠊཧຍ⪅ဨᑐࡋ࡚ࠕ⮬ศࡢⅬᩘࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃ
࡞ࡿࡼ࠺ࠖ࠸࠺ᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡓ࠼ࡤ 4 ே᮲௳ࡢཧຍ⪅ࡢ⏬㠃ࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀ⾲♧ࡉࢀࡓࠋ
࠶࡞ࡓࢆྵࡵ࡚ 4 ேࡀࢤ࣮࣒ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
㉥ ࡀ 0 ே  㟷 ࡀ 4 ே  => 㟷  6 Ⅼ
㉥ ࡀ 1 ே  㟷 ࡀ 3 ே  => ㉥  4 Ⅼ  㟷  8 Ⅼ
㉥ ࡀ 2 ே  㟷 ࡀ 2 ே  => ㉥  6 Ⅼ  㟷  10 Ⅼ
㉥ ࡀ 3 ே  㟷 ࡀ 1 ே  => ㉥  8 Ⅼ  㟷  12 Ⅼ
㉥ ࡀ 4 ே  㟷 ࡀ 0 ே  => ㉥  10 Ⅼ
࠶ ࡞ ࡓ ࡢ 㑅 ᢥ (㉥ = 1, 㟷 = 2)
8 ே ᮲ ௳ ࡢ ሙ ྜ  ࡣࠕ ㉥ ࡀ 0 ே  㟷 ࡀ 8 ே ࠖ ࡽࠕ ㉥ ࡀ 8 ே  㟷 ࡀ 0 ே ࠖࡲ ࡛ ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ
ཧ ຍ ⪅ ࡣ ࢟ ࣮ ࣎ ࣮ ࢻ ࡢࠕ 1ࠖࠕ 2ࠖࢆ ᢲ ࡋ ࡚  ࡽ ࠊ⏬ 㠃 ྑ ୗ  ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࡿࠕ OKࠖࡢ ࣎ ࢱ ࣥ
ࢆ࣐࢘ࢫ࡛ࢡࣜࢵࢡࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢဨࡀධຊࢆ⤊࠼ࡿࠊ⏬㠃ୖ
࠶ ࡞ ࡓ ࡢ 㑅 ᢥ (1 = ㉥ , 2 = 㟷 )
㉥ࡢேᩘ
㟷ࡢேᩘ
ᅇࡢ࠶࡞ࡓࡢᚓⅬ
࠶࡞ࡓࡢ⥲ྜᚓⅬ
࠸࠺ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ⾲♧ࡉࢀࠊ⮬ศࡢ㑅ᢥࢢ࣮ࣝࣉయࡢ㉥࣭㟷㑅ᢥࡢேᩘࠊ࠾ࡼ
ࡧ ⮬ ศ ࡢ ᚓ Ⅼ ࢆ ▱ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ ࠋࣇ  ࣮ ࢻ ࣂ ࢵ ࢡ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ ࡽ ࠊ⏬ 㠃 ྑ ୗ ࡢࠕ OKࠖ࣎ ࢱ
ࣥࢆࢡࣜࢵࢡࡋࠊဨࡀ☜ㄆࢆ⤊࠼ࡓࡽࡧㄝ᫂ࡢ⏬㠃ࡀဨ⾲♧ࡉࢀ࡚ࠊḟࡢヨ⾜
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 㐍 ࡴ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ヨ ⾜ ᩘ ࡣ 15 ᅇ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ
 ࡇ ࡢ ᐇ 㦂 ࡛ ࡣ ࠊ㉥ ࡢ 㑅 ᢥ ࡀࠕ ༠ ຊ ࠖࠊ㟷 ࡢ 㑅 ᢥ ࡀࠕ 㠀 ༠ ຊ ࠖ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᅗ 2  ࠊࡑ ࢀ
ࡒࢀࡢேᩘ᮲௳ࡢ༠ຊ࣭㠀༠ຊࡢ㑅ᢥࡶ࡞࠺ᚓࢆࠊᅗ 1 ྠᵝᶓ㍈ࢆ༠ຊ⪅ࡢே
ᩘࠊ⦪㍈ࢆᚓⅬ㸦┈㸧ࡍࡿࢢࣛࣇ࡛♧ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡢ᮲௳ࡢሙྜࡶࠊ㠀༠ຊ⪅ࡢᚓⅬ
༠ຊ⪅ࡢᚓⅬࡢᕪࡣ୍ᐃࡢ 4 Ⅼタᐃࡉࢀࡓࠋ
 ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ᩘ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡣ 40 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 160 ྡ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡣ 13 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 104 ྡ ࡛ ࠶
ࡗࡓࠋ

13
12

12
11
10

8

10

ᚓⅬ

ᚓⅬ

10
8

10

9

9

8

8

7
6

6

7

6

6
5

4

4

༠ຊ

0

1

2
3
༠ຊ⪅䛾ேᩘ

3

㠀༠ຊ

4

0

(a) 4 ே ᮲ ௳

1

༠ຊ

2

3
4
5
༠ຊ⪅䛾ேᩘ

㠀༠ຊ

6

7

8

(b) 8 ே ᮲ ௳

ᅗ 2㸬 N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࣭ ࢤ ࣮ ࣒ ᐇ 㦂  ࠾ ࡅ ࡿ  ᚓ ᵓ 㐀
(2) ⤖ ᯝ
 ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ   ࡍ  ࡚ ࡢ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡢ ࢹ ࣮ ࢱ ࢆ ⤫ ྜ ࡋ ࡚ ࠊಶ ே ࡈ  ࡢ 㠀 ༠ ຊ ⋡㸦 㟷 㑅 ᢥ ⋡ 㸧
ࢆ ศ ᯒ ᑐ ㇟  ࡋ ࡓ ࠋࡲ ࡓ ࠊ15 ヨ ⾜ ࢆ ๓ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊ୰ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊᚋ ᮇ 5 ヨ ⾜  ศ  ࡋ ࠊ ᮇ
ࡢせᅉ㸦⿕㦂⪅ෆせᅉ㸧ேᩘ᮲௳㸦⿕㦂⪅㛫せᅉ㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ2 せᅉΰྜィ⏬ࡢ
ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊ ᮇ ࡢ せ ᅉ㸦 F(2, 524) = 29.014, p<.001㸧 ே ᩘ ᮲ ௳㸦 F(1, 262)
= 4.807, p<.05㸧 ࡀ  ࡶ  ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ  ᮇ ࡢ せ ᅉ  ࡘ ࠸ ࡚ ከ 㔜 ẚ ㍑ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ  ࡇ ࢁ ࠊ ๓
ᮇ㸺୰ᮇ㸺ᚋᮇ࡞ࡾࠊヨ⾜ࢆ⥆ࡅࡿࡘࢀ࡚㠀༠ຊ⋡ࡀቑຍࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ4 ே᮲௳ࡼࡾ 8 ே᮲௳ࡢ᪉࡛㠀༠ຊ⋡ࡀ㧗ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊస⏝ࡣ
᭷ ព ࡛ ࡣ ࡞  ࡗ ࡓ 㸦 F(2, 524) = 0.977, n.s.㸧ࠋ ᅗ 3  ࠊ ⤖ ᯝ ࡢ ࢢ ࣛ ࣇ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ
 ࡇࡢࢤ࣮࣒ࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣࠊ4 ே᮲௳ 8 ே᮲௳ࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶࠊࡍ࡚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
ࡀ ࡍ  ࡚ ࡢ ヨ ⾜ ࡛ ㉥ 㸦 ༠ ຊ 㸧 ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ሙ ྜ  ࡣ ࠊ  ဨ ࡢ ᚓ Ⅼ ࡀ ᭱ ⤊ ⓗ  150 Ⅼ  ࡞ ࡿ ࠋ
ࡑ ࡇ ࡛ ࠊ ྛ ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ ࡢ ᭱ ⤊ ⓗ ࡞ ᚓ Ⅼ ࡢ ᖹ ᆒ ࢆ ぢ ࡚ ࡳ ࡿ  ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡣ 108.48 Ⅼ ࠊ 8 ே ᮲
௳ ࡛ ࡣ 103.62 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊࡍ  ࡚ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ሙ ྜ ࡼ ࡾ ࡶ  ࡞ ࡾ ప ࠸ ᚓ Ⅼ    ࡲ ࡗ ࡚ ࠸
ࡓ ࠋ 1 ᅇ ࡢ ヨ ⾜ ࡛ ࡢ ᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ ࡣ ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 7.23 Ⅼ ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 6.91 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ༠ ຊ ⪅ ࡢ
ே ᩘ   ⟬ ࡍ ࡿ  ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ 1 ヨ ⾜ ࡢ ༠ ຊ ⪅ ᩘ ࡀ 1.23 ே ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ 1.82 ே ࡢ  ࡁ ࡢ ᖹ
ᆒᚓⅬ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ᮲௳㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ4 ே᮲௳ࡢ᪉ࡀ 8 ே᮲௳ࡼࡾࡶ᭷ពᖹᆒ
ᚓ Ⅼ ࡀ 㧗  ࡗ ࡓ 㸦 t (262) = 2.192, p<.05㸧ࠋ
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4ே

8ே

㠀༠ຊ⋡

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
๓ᮇ (1-5)

୰ᮇ (6-10)

ᚋᮇ (11-15)

ᅗ 3㸬 ᐇ 㦂 1㸦 N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ
(3) ⪃ ᐹ
 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.62ࠊ୰ ᮇ 0.69ࠊᚋ ᮇ 0.77ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.73ࠊ୰ ᮇ 0.77ࠊ
ᚋ ᮇ 0.83 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋヨ ⾜ ࢆ ⧞ ࡾ ㏉ ࡍ  㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡀ ୖ ࡀ ࡿ  ࠸ ࠺ ഴ ྥ ࡀ ⏕ ࡌ ࡓ ࡢ ࡣ ࠊ య 
㠀༠ຊ⋡ࡀ㧗࠸≧ἣ࡛ࡣࠊ༠ຊ㑅ᢥࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀప࠸ㄆ▱ࡉࢀࠊ᭱ึࡣ༠ຊࢆᚿ
ྥࡋࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸᥎

ࡉࢀࡿࠋࡲ

ࡓ ࠊከ ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ ᪉ ࡛ 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡀ 㧗 ࠸ ࡢ ࡣ ࠊ
ࠕ  ဨ ࡀ ༠ ຊ ࡍ ࡿ ࠖ≧ ἣ ࡢ ᐇ ⌧ ࡀ ࡼ ࡾ ᅔ 㞴  ㄆ
▱ࡉࢀࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⦎⩦ヨ⾜࡛ࡶయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡢ
࡛ࠊࢤ࣮࣒ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠕ㠀༠ຊ⪅ࡀከ࠸ࡓࡵⅬᩘࡀఙࡧ࡞࠸ࠖࡇࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠࡌᏛ⛉ࡢᏛ⏕࠺ࡋ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ࠸▱ࡾྜ࠺㛵ಀ
࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡎࠊẖᅇࡢ༠ຊ࣭㠀༠ຊࡢேᩘࡋ♧
ࡉ ࢀ ࡞ ࠸ ≧ ἣ ࡛ ࡣ ࠊ㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡀ 60㸣 㹼 80㸣  ࠸ ࠺ 㧗 ࠸ ⤖ ᯝ  ࡞ ࡗ ࡓ ࡇ  ࡣ ࠊ♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ
࣐ ⌧ ㇟ ࡢ 㡹  ᛶ ࢆ ♧ ࡍ ࡶ ࡢ  ࠸ ࠼ ࡼ ࠺ ࠋᐇ 㦂 ᚋ ࡢ ឤ  ࡛ ࡶ ࠊ
ࠕ࡞ࡐ㠀༠ຊ⪅ࡀከ࠸ࡢࢃ
ࡽ ࡞  ࡗ ࡓ ࠖ  ࠊ
ࠕ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡚ ࡶ  ࡢ ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ ࡢ 㠀 ༠ ຊ ࡀ ከ ࠸ ࡢ ࡛ ࠊࡸ ࡴ ࢆ ᚓ ࡎ 㠀 ༠
ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡞ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀぢࡽࢀࡓࠋ
Dawes㸦 1980㸧 ࡣ ࠊ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࣭ ࢤ ࣮ ࣒  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ 㛫 ࡛ ༢   ヰ ࢆ 
ࢃࡍ⛬ᗘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣ༠ຊ⋡ࡣྥୖࡏࡎࠊࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙ ࣥ ࡢ ࡞ ࠸ ≧ ἣ  ྠ ᵝ  30㸣 ⛬ ᗘ ࡢ ༠ ຊ ⋡ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡇ  ࢆ ሗ ࿌ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡲ ࡓ ࠊே ᩘ ᮲ ௳
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢ◊✲ࣞࣅ࣮ࣗࡽࠊேᩘࡀከ࠸༠ຊ⋡ࡀୗࡀࡿഴྥ࠶ࡿࡇࡶ
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᐇ㦂࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ㏣ㄆࡉࢀࡓࠋ

㸲 㸬 ᐇ 㦂 2㸸 N ே ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࣭ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐
(1) ᪉ ἲ
 ᐇ 㦂 1  ྠ ᵝ  ࠊᐇ 㦂 㛤 ጞ   ཧ ຍ ⪅  ဨ  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ
ࠕ⮬ศࡢⅬᩘࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃ࡞ࡿ
ࡼ࠺ࠖ࠸࠺ᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏬㠃ࡢ⾲♧ࡣᐇ㦂 1 ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᚓⅬࡢࡳࡀ␗࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ㉥ࡀ 0 ேࡢࡁࡣ㟷 0 Ⅼࠊࡑࢀ௨እࡢሙྜࡣࡍ࡚㉥ 4 Ⅼࠊ㟷 8 Ⅼࡀ࠼ࡽ
ࢀࡿࡇࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㉥ࡢ㑅ᢥࡀ࣎ࣛࣥࢸ࡛࠶ࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸࡀ 1 ே
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࡛ࡶ࠸ࢀࡤ㠀༠ຊ㸦㟷㸧ࡢ㑅ᢥࡼࡿᚓⅬࡀ 8 Ⅼ࡞ࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢࢥࢫࢺࡀ 4 Ⅼ࡛
࠶ ࡿ ࡼ ࠺  タ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋࢤ ࣮ ࣒ ࡢ 㐍 ࡵ ᪉ ࡸ ࣇ  ࣮ ࢻ ࣂ ࢵ ࢡ ⏬ 㠃 ࡶ ᐇ 㦂 1  ྠ ᵝ ࡛ ࠊ15 ᅇ ࡢ
⧞ࡾ㏉ࡋヨ⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ᩘ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡣ 35 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 140 ྡ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡣ 14 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 112 ྡ ࡛ ࠶
ࡗࡓࠋ
(2) ⤖ ᯝ
ᐇ㦂 1 ྠᵝࠊேᩘ᮲௳ࡈࡍ࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡋ࡚ࠊಶேࡈࡢ࣎ࣛ
ࣥ ࢸ   ⋡㸦 ㉥ 㑅 ᢥ ⋡ 㸧ࢆ ศ ᯒ ᑐ ㇟  ࡋ ࡓ ࠋࡲ ࡓ ࠊ15 ヨ ⾜ ࢆ ๓ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊ୰ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊᚋ
ᮇ 5 ヨ⾜ศࡋࠊᮇࡢせᅉ㸦⿕㦂⪅ෆせᅉ㸧ேᩘ᮲௳㸦⿕㦂⪅㛫せᅉ㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ ࡚ ࠊ2 せ ᅉ ΰ ྜ ィ ⏬ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊே ᩘ ᮲ ௳㸦 F(1, 250) = 15.833, p<.001㸧
ࡀ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡢ ᪉ ࡀ 4 ே ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ ప ࠸ ࡇ  ࡀ ᫂ ࡽ   ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ
 ᮇ ࡢ せ ᅉ㸦 F(2, 500) = 2.061, n.s.㸧   స ⏝㸦 F(2, 500) = 1.288, n.s.㸧ࡣ  ࡶ  ᭷ ព ࡛ ࡣ
࡞ࡗࡓࠋᅗ 4 ࠊ⤖ᯝࡢࢢࣛࣇࢆ♧ࡍࠋ
4ே

8ே

吳呀呉吝叺叹⋡

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
๓ᮇ (1-5)

୰ᮇ (6-10)

ᚋᮇ (11-15)

ᅗ 4㸬 ᐇ 㦂 2㸦 N ே ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࣭ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ
 ே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ  ࡢ ᖹ ᆒ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࢆ ࠊDiekmann㸦 1985㸧ࡀ ᣦ  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ΰ ྜ ᡓ ␎ ࢼ ࢵ
ࢩࣗᆒ⾮ࡢᑐ⛠ゎ㸦ண

್㸧ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 2 ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂್ࡣண

್ ࡼ ࡾ ࡶ 0.1 㧗

ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸࢆ㑅ᢥࡍࡿྜࡀࠊ⌮ㄽⓗᚓⅬࡢᮇᚅ್ࢆ᭱ࡍࡿྜ
ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡘ
࠸࡚ࠊ⌮ㄽⓗண
ᐇ

್ࠊᐇ㦂⤖ᯝࡢ࣎ࣛࣥࢸ⋡ࡽィ⟬ࡉࢀࡿண

್ ࢆ ẚ ㍑ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡀ ⾲ 3 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᐇ 㦂 ࢹ ࣮ ࢱ  ࡽ ࡢ ண

8 ே᮲௳ࡢ᪉ࡀ 4 ே᮲௳ࡼࡾࡶ☜⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊண
ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡽࡢண

್ᐇ

್ࠊ࠾ࡼࡧᐇ㦂࡛ࡢ

್࠾ࡼࡧᐇ㦂࡛ࡢᐇ

್ࡶࠊ

ࡉࢀࡿࠕഐほ⪅ຠᯝࠖࡣほᐹ

್ࡣࡰ➼ࡋࡃࠊ⌮ㄽⓗண

ࡶ࡞ࡾ㧗࠸್࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣎ࣛࣥࢸ⋡ࡢ⌮ㄽⓗண

್ࡼࡾ

್ࡽᚓࡽࢀࡿᚓࡢ

ᮇ ᚅ ್ ࡣ 4 Ⅼ㸦 8 Ⅼ 㸫 4 Ⅼ 㸧࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊᐇ 㦂 ⤖ ᯝ  ࡽ ᚓ ࡽ ࢀ ࡓ ẖ ヨ ⾜ ࡢ ᚓ Ⅼ ᖹ ᆒ ࡣ ࠊ4 ே ᮲
௳ ࡛ 4.97 Ⅼ ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 5.55 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ண

್ ࡼ ࡾ ࡶ  ࡞ ࡾ 㧗 ࡃ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡲ ࡓ ࠊ 8 ே

᮲ ௳ ࡢ ᪉ ࡀ 4 ே ᮲ ௳ ࡼ ࡾ ᭷ ព  ᚓ Ⅼ ࡀ 㧗 ࠸ 㸦 t (250)=4.187, p<.001㸧ࠋ
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䚷⾲㸬࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐ࣞࣥᐇ㦂࠾ࡅࡿ
ࠉࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸ⋡ࡢண ್ᐇ㦂್
ண

್

ᐇ㦂್

㻠ே᮲௳

㻜㻚㻞㻜㻢

㻜㻚㻟㻜㻡

㻤ே᮲௳

㻜㻚㻜㻥㻠

㻜㻚㻝㻥㻞

ࠉ⾲㸬ᑡ࡞ࡃࡶேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡
⌮ㄽⓗண

್

ᐇ㦂䝕䞊䝍䛛䜙䛾
ண ್

ᐇ㦂䛷䛾ᐇ

್

㻠ே᮲௳

㻜㻚㻢㻜㻟

㻜㻚㻣㻢㻢

㻜㻚㻣㻣㻟

㻤ே᮲௳

㻜㻚㻡㻠㻣

㻜㻚㻤㻝㻥

㻜㻚㻣㻥㻝

(3) ⪃ ᐹ
 ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   㑅 ᢥ ⋡ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.34ࠊ୰ ᮇ 0.29ࠊᚋ ᮇ 0.28ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.20ࠊ
୰ ᮇ 0.19ࠊ ᚋ ᮇ 0.19 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ே ᩘ ࡀ ከ ࠸   ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ ప ୗ ࡍ ࡿ  ࠸ ࠺ ⤖ ᯝ ࡣ ࠊ
ᚑ ᮶ ࡢ ᐇ 㦂 ◊ ✲ ࡛ ࡶ ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦 Franzen, 1995ࠊ Murnighan, Kim, & Metzger, 1993ࠊ 
ᓥ , 2012㸧ࠋᮏ ᐇ 㦂 ࡢ ⤖ ᯝ ࡶ ྠ ᵝ ࡛ ࠊDiekmann㸦 1985㸧ࡀ ᣦ  ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ࠕ ㈐ ௵ ࡢ ศ ᩓ ࠖࡀ
⏕ࡌ࡚ࠊேᩘࡀከ࠸ሙྜ⮬ศ௨እࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀ 1 ே࡛ࡶฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡃぢ✚
ࡶࡗࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡘ࠸࡚
ࡣࠊேᩘࡀከ࠸పୗࡍࡿ࠸࠺⌮ㄽⓗண

ࡋࠊࡴࡋࢁቑຍࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ

ࡀࠊࡇࢀࡶᚑ᮶ࡢᐇ㦂◊✲ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᐇ㦂⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⌮ㄽⓗண
ࣛࣥࢸ⋡࡛࠶ࡾࠊࡋࡶᚓⅬᖹᆒࡶண

್ࡼࡾࡶ㧗࠸࣎

್ࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋ௬ࠊࡍ࡚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࡍ

࡚ࡢヨ⾜࡛࣎ࣛࣥࢸࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡶࠊᚓⅬᖹᆒࡣ 4 Ⅼ࡞ࡿࡇࡽࠊヨ⾜ࡢ
ࡼࡾఱࡽࡢ㞟ᅋⓗྜ⌮ᛶࡀാ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
 Diekmann㸦 1985㸧ࡣ ࠊΰ ྜ ᡓ ␎ ࢼ ࢵ ࢩ ࣗ ᆒ ⾮ ࡢ ᑐ ⛠ ゎ ௨ እ  ࠊ ࡘ ࡢ ゎ  ࡘ ࠸ ࡚ ゝ ཬ ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵヰࡋྜ࠺ࡇࡼࡾẖᅇࡢ࣎ࣛࣥࢸࢆ 1 ேࡔࡅỴࡵࡿ
 ࠸ ࠺ ᪉ ἲ ࡛ ࠊ ࡇ ࡢ ሙ ྜ ࡣ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ 1㸭 N ࡛ ࠊ ᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ 1 ே ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ
ฟ⌧ࡍࡿ☜⋡ࡀ 1 ࡞ࡾࠊ⌮ㄽⓗ᭱ࡢᚓⅬࡀᚓࡽࢀࡿࠋᮏᐇ㦂ࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣࠊ4 ே᮲
௳ ࡛ ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ 0.25 ࡛ ᚓ Ⅼ ࡢ ᮇ ᚅ ್ ࡀ 7 Ⅼ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ 0.125
࡛ ᚓ Ⅼ ࡢ ᮇ ᚅ ್ ࡀ 7.5 Ⅼ  ࡞ ࡿ ࠋ ࡶ ࠺ ୍ ࡘ ࡣ ࠊ  ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࡀ ୍ ᐃ ࡛ ࠶ ࡿ
 ௬ ᐃ ࡍ ࡿࠕ ㉸ ྜ ⌮ ⓗ ᆒ ⾮ ࠖࡢ ሙ ྜ ࡛ ࠊࡇ ࡢ ሙ ྜ ࡢ ᭱ 㐺 ࡞ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ⋡ ࢆ ィ ⟬ ࡍ ࡿ  ࠊ4
ே ᮲ ௳ ࡛ 0.500ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.327  ࡞ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ࠊ ᚓ Ⅼ ࡢ ᮇ ᚅ ್  ࠊ ᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ 1 ே ࡢ ࣎ ࣛ
ࣥ ࢸ   ࡀ ฟ ⌧ ࡍ ࡿ ☜ ⋡ ࡣ ࠊࡑ ࢀ ࡒ ࢀ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 5.5 Ⅼ  0.938ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ 6.36 Ⅼ  0.958
࡞ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊ㠀⌧ᐇⓗ࡞௬ᐃ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢪ࣐ࣞࣥࡢゎỴࢆど㔝࠸ࢀࡓሙྜࡢ┠
Ᏻ್ࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸳 㸬 ᐇ 㦂 3㸸 ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ ྵ ࡴ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐
(1) ᪉ ἲ
 ᐇ 㦂 1ࠊ 2  ྠ ᵝ  ࠊ ᐇ 㦂 㛤 ጞ   ཧ ຍ ⪅  ဨ  ᑐ ࡋ ࡚ ࠊࠕ ⮬ ศ ࡢ Ⅼ ᩘ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࡔ ࡅ ከ ࡃ
࡞ࡿࡼ࠺ࠖ࠸࠺ᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡓ࠼ࡤ 4 ே᮲௳ࡢཧຍ⪅ࡢ⏬㠃ࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀ⾲♧ࡉࢀࡓࠋ
࠶࡞ࡓࢆྵࡵ࡚ 4 ேࡀࢤ࣮࣒ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
㉥ ࡀ 0 ே  㟷 ࡀ 4 ே  => 㟷  6 Ⅼ
㉥ ࡀ 1 ே  㟷 ࡀ 3 ே  => ㉥  4 Ⅼ  㟷  8 Ⅼ
㉥ ࡀ 2 ே  㟷 ࡀ 2 ே  => ㉥  6 Ⅼ  㟷  10 Ⅼ
㉥ ࡀ 3 ே  㟷 ࡀ 1 ே  => ㉥  8 Ⅼ  㟷  12 Ⅼ
㉥ ࡀ 4 ே  㟷 ࡀ 0 ே  => ㉥  10 Ⅼ
㉥ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡚ ┘ ど ⪅  ࡞ ࡿ  => ┘ ど ⪅ ࡢ ᚓ Ⅼ ࡀ 2 Ⅼ ῶ Ⅼ ࠊ 㟷  0 Ⅼ
㸦┘ど⪅ࡀ 1 ே௨ୖ࠸ࢀࡤࠊ㟷ࢆ㑅ᢥࡋࡓဨ 0 Ⅼ㸧
࠶ ࡞ ࡓ ࡢ 㑅 ᢥ (㉥ = 1, 㟷 = 2, ㉥ ࡛ ┘ ど ⪅ = 3)
8 ே ᮲ ௳ ࡢ ሙ ྜ  ࡣࠕ ㉥ ࡀ 0 ே  㟷 ࡀ 8 ே ࠖ ࡽࠕ ㉥ ࡀ 8 ே  㟷 ࡀ 0 ே ࠖࡲ ࡛ ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ
㉥ࡢ㑅ᢥ㟷ࡢ㑅ᢥࡢᚓᵓ㐀ࡣᐇ㦂 1 ࡃྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ ┘ ど ⪅ ࠖࡢ 㑅 ᢥ ⫥ ࡀ ຍ ࢃ ࡾ ࠊ
┘ど⪅ࡢᚓⅬࡣ㉥ࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡽ 2 ⅬῶⅬࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ┘ど⪅ࡀ 1 ே࡛ࡶ࠸ࢀࡤ㟷
ࡢ㑅ᢥ⪅ࡢᚓⅬࡀ 0 Ⅼ࡞ࡿࠋ
ࠕ 3ࠖࡢ ࠸ ࡎ ࢀ  ࢆ ᢲ ࡋ ࡚  ࡽ ࠊ⏬ 㠃 ྑ ୗ  ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࡿ
ཧ ຍ ⪅ ࡣ ࢟ ࣮ ࣎ ࣮ ࢻ ࡢࠕ 1ࠖࠊ
ࠕ 2ࠖࠊ
ࠕ OKࠖ ࡢ ࣎ ࢱ ࣥ ࢆ ࣐ ࢘ ࢫ ࡛ ࢡ ࣜ ࢵ ࢡ ࡋ ࡓ ࠋ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡢ  ဨ ࡀ ධ ຊ ࢆ ⤊ ࠼ ࡿ  ࠊ ⏬ 㠃 ୖ 
࠶ ࡞ ࡓ ࡢ 㑅 ᢥ (1 = ㉥ , 2 = 㟷 , 3 = ㉥ ࡛ ┘ ど ⪅ )
㉥ࡢேᩘ
㟷ࡢேᩘ
┘ど⪅ࡢேᩘ
ᅇࡢ࠶࡞ࡓࡢᚓⅬ
࠶࡞ࡓࡢ⥲ྜᚓⅬ
 ࠸ ࠺ ࣇ  ࣮ ࢻ ࣂ ࢵ ࢡ ࡀ ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࠊ⮬ ศ ࡢ 㑅 ᢥ  ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  య ࡢ ㉥࣭㟷࣭
ࠕ ┘ ど ⪅ ࠖ㑅 ᢥ ࡢ
ேᩘࠊ࠾ࡼࡧ⮬ศࡢᚓⅬࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢࠕ㉥ࡢேᩘࠖࡣ┘ど⪅ࡢேᩘࡶ
ྵ ࡲ ࢀ ࡿ ࠋࣇ  ࣮ ࢻ ࣂ ࢵ ࢡ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ ࡽ ࠊ⏬ 㠃 ྑ ୗ ࡢࠕ OKࠖ࣎ ࢱ ࣥ ࢆ ࢡ ࣜ ࢵ ࢡ ࡋ ࠊ ဨ ࡀ
☜ ㄆ ࢆ ⤊ ࠼ ࡓ ࡽ  ࡧ ㄝ ᫂ ࡢ ⏬ 㠃 ࡀ  ဨ  ⾲ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠊḟ ࡢ ヨ ⾜   㐍 ࡴ ࡼ ࠺  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ
ヨ ⾜ ᩘ ࡣ 15 ᅇ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ
 ᐇ 㦂 ཧ ຍ ⪅ ᩘ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡣ 26 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 104 ྡ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡣ 8 ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡛ 64 ྡ ࡛ ࠶ ࡗ
ࡓࠋ
(2) ⤖ ᯝ
 ᐇ 㦂 1ࠊ2  ྠ ᵝ ࠊே ᩘ ᮲ ௳ ࡈ   ࡍ  ࡚ ࡢ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ ࡢ ࢹ ࣮ ࢱ ࢆ ⤫ ྜ ࡋ ࡚ ࠊࡲ ࡎ ಶ ே ࡈ 
ࡢ 㠀 ༠ ຊ ⋡㸦 㟷 㑅 ᢥ ⋡ 㸧ࢆ ศ ᯒ ᑐ ㇟  ࡋ ࡓ ࠋ15 ヨ ⾜ ࢆ ๓ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊ୰ ᮇ 5 ヨ ⾜ ࠊᚋ ᮇ 5 ヨ
⾜  ศ  ࡋ ࠊ ᮇ ࡢ せ ᅉ㸦 ⿕ 㦂 ⪅ ෆ せ ᅉ 㸧 ே ᩘ ᮲ ௳㸦 ⿕ 㦂 ⪅ 㛫 せ ᅉ 㸧ࢆ ⤌ ࡳ ྜ ࢃ ࡏ ࡚ ࠊ2
せ ᅉ ΰ ྜ ィ ⏬ ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊ  ᮇ ࡢ せ ᅉ 㸦 F(2, 332) = 6.510, p<.01㸧  ே
ᩘ ᮲ ௳ 㸦 F(1, 166) = 4.519, p<.05㸧 ࡀ  ࡶ  ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ  ᮇ ࡢ せ ᅉ  ࡘ ࠸ ࡚ ከ 㔜 ẚ ㍑ ࢆ
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⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ๓ᮇࡼࡾࡶ୰ᮇᚋᮇ࡛㠀༠ຊ⋡ࡀపୗࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ4 ே᮲௳ࡼࡾ 8 ே᮲௳ࡢ᪉࡛㠀༠ຊ⋡ࡀపࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊస⏝ࡣ᭷ព࡛
ࡣ ࡞  ࡗ ࡓ 㸦 F(2, 332) = 0.461, n.s.㸧ࠋ ᅗ 5  ࠊ ⤖ ᯝ ࡢ ࢢ ࣛ ࣇ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ
4ே

8ே

㠀༠ຊ⋡

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
๓ᮇ (1-5)

୰ᮇ (6-10)

ᚋᮇ (11-15)

ᅗ 5㸬 ᐇ 㦂 3㸦 ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ ྵ ࡴ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ
̿ (1) 㠀 ༠ ຊ ⋡ ̿
ḟ  ࠊ┘ ど ⪅ ࡢ 㑅 ᢥ ⋡ ࢆ ศ ᯒ ᑐ ㇟  ࡋ ࡚ ࠊ ᮇ  ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ 2 せ ᅉ ΰ ྜ ィ ⏬ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜
ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊ ᮇ ࡢ せ ᅉ㸦 F(2, 332) = 0.152, n.s.㸧 ே ᩘ ᮲ ௳ ࡢ せ ᅉ㸦 F(1, 166) = 0.428,
n.s.㸧ࡣ  ࡶ  ᭷ ព ᕪ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ ࡞  ࡗ ࡓ ࠋࡲ ࡓ ࠊ  స ⏝ ࡣ ᭷ ព ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ㸦 F(2, 332) = 3.880,
p<.05㸧ࠋ ᅗ 6  ࠊ ⤖ ᯝ ࡢ ࢢ ࣛ ࣇ ࢆ ♧ ࡍ ࠋ
4ே

8ே

┘ど㑅ᢥ⋡

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
๓ᮇ (1-5)

୰ᮇ (6-10)

ᚋᮇ (11-15)

ᅗ 6㸬 ᐇ 㦂 3㸦 ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ ྵ ࡴ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ
̿ (2) ┘ ど 㑅 ᢥ ⋡ ̿
 ࡇࡢࢤ࣮࣒ࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣࠊᐇ㦂 1 ྠᵝࠊ4 ே᮲௳ 8 ே᮲௳ࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࡍ࡚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࡍ࡚ࡢヨ⾜࡛㉥㸦༠ຊ㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊဨࡢᚓⅬࡀ᭱⤊ⓗ
 150 Ⅼ  ࡞ ࡿ ࠋ ࡑ ࡇ ࡛ ࠊ ྛ ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ ࡢ ᭱ ⤊ ⓗ ࡞ ᚓ Ⅼ ࡢ ᖹ ᆒ ࢆ ぢ ࡚ ࡳ ࡿ  ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡣ
121.31 Ⅼ ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ ࡣ 123.20 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ1 ᅇ ࡢ ヨ ⾜ ࡛ ࡢ ᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ 8.09 Ⅼ ࠊ
8 ே ᮲ ௳ ࡛ 8.21 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡇ ࡢ ᚓ Ⅼ  ࡣ ࠊே ᩘ ᮲ ௳ 㛫 ࡛ ᭷ ព ࡞ ᕪ ࡣ ࡞  ࡗ ࡓ㸦 t (166)=0.798,
n.s.㸧ࠋ ᭱ ⤊ ᚓ Ⅼ  ࡣ ࠊ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ሙ ྜ ࡢ ῶ Ⅼ ࡸ ࠊ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ ฟ
⌧ࡼࡾ㠀༠ຊ㑅ᢥࡢᚓⅬࡀ 0 ࡞ࡗࡓヨ⾜ࡶᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ヨ⾜ࡢ୰࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡋࡓヨ⾜ࡢྜࢆぢࡿࠊ4
ே ᮲ ௳ ࡛ 0.459ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 0.658 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ヨ ⾜ ࡢ ࠺ ࡕ ࠊ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ ฟ
⌧ࡋࡓࡓࡵ㠀༠ຊ㑅ᢥ࡛ᚓⅬࡀ 0 ࡞ࡿ㸦௨ᚋࠊ⨩ヨ⾜ࡪ㸧ࣉ࣮ࣞࣖࡀᑡ࡞ࡃ
ࡶ 1 ே ࠸ ࡓ ヨ ⾜ ࡣ ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 50.3㸣 ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 57.0㸣 ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋ ࡲ ࡓ ࠊ ⨩ ヨ ⾜ ࢆ ᑡ ࡞
ࡃ  ࡶ 1 ᗘ ࡣ ⤒ 㦂 ࡋ ࡓ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ 64 ྡ㸦 61.5㸣 㸧ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ 41 ྡ㸦 64.1㸣 㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ⨩ヨ⾜ࡢ⤒㦂ࢆࠊࢤ࣮࣒୰ఱᗘࡋ࡚࠸ࡿࡢぢࡿࡓࡵࠊ⨩ヨ⾜ࡢᅇᩘࡈ
ࡢேᩘศᕸࢆぢࡓࡢࡀᅗ 7 ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢேᩘศᕸࡘ࠸࡚ࡣࠊ4 ே᮲௳ 8 ே᮲௳ࡢ㛫
ᕪ ࡣ ぢ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸ 㸦 Ȯ 2 (7) = 2.729, n.s.㸧ࠋ

ேᩘ叏ྜ

4ே

8ே

40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3
4
5
⨩ヨ⾜⤒㦂ᅇᩘ

6

7

ᅗ 7㸬 ᐇ 㦂 3㸦 ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࢆ ྵ ࡴ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ 㸧 ࡢ ⤖ ᯝ
̿ (3) ⨩ ヨ ⾜ ࡢ ⤒ 㦂 ᅇ ᩘ ̿
(3) ⪃ ᐹ
 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡣ ࠊ4 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.23ࠊ୰ ᮇ 0.19ࠊᚋ ᮇ 0.16ࠊ8 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.18ࠊ୰ ᮇ 0.11ࠊ
ᚋ ᮇ 0.12 ࡛ ࠊᐇ 㦂 1 ࡛ ࡣ 0.6㹼 0.8 ࡔ ࡗ ࡓ ࡢ  ẚ  ࡚ 㠀 ᖖ  ప  ࡗ ࡓ ࠋࡋ  ࡶ ࠊᐇ 㦂 1 ࡛ ࡣ
ᮇࡀᚋ࡞ࡿ㠀༠ຊ⋡ࡀୖ᪼ࡋࡓࡢᑐࡋࠊᐇ㦂 3 ࡛ࡣ㏫పୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ┘ど࣎
ࣛࣥࢸࡢ࣮ࣝࣝࡢᙳ㡪࡛ࠊ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥࡀᖜῶᑡࡋࡓࡇࡀࢃࡿࠋ
୍ ᪉ ࠊ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ 㑅 ᢥ ⋡ ࡣ ࠊ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.12ࠊ ୰ ᮇ 0.17ࠊ ᚋ ᮇ 0.14ࠊ 8 ே
᮲ ௳ ࡛ ๓ ᮇ 0.16ࠊ୰ ᮇ 0.11ࠊᚋ ᮇ 0.12 ࡛ ࠶ ࡾ ࠊᐇ 㦂 2 ࡛ ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   㑅 ᢥ ⋡ ࡀ 0.2㹼 0.35
࡛࠶ࡗࡓࡢẚ㍑ࡋ࡚࡞ࡾప࠸ࠋࡉࡽࠊᑡ࡞ࡃࡶ 1 ேࡢ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡋ
ࡓヨ⾜ࡢ࠺ࡕࠊ㠀༠ຊ㑅ᢥ⪅⨩ࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣ⣙༙ᩘ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⨩
ヨ ⾜ ࡢ 㠀 ⤒ 㦂 ⪅ ࡀ 4 ே ᮲ ௳ ࡛ 38.5㸣 ࠊ 8 ே ᮲ ௳ ࡛ 35.9㸣 ࡶ ࠶ ࡾ ࠊ ୍ ᪉ ࡛ ⨩ ヨ ⾜ ࢆ 2 ᅇ ௨ ୖ
⤒ 㦂 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡶ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ ᮲ ௳ ࡛ 30㸣 ⛬ ᗘ ࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊᚲ ࡎ ࡋ ࡶ ⨩ ヨ ⾜ ࢆ ⤒
㦂ࡋࡓࡇࡀ㠀༠ຊ㑅ᢥࢆᢚไࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸ
ࡢฟ⌧ࢆணᮇࡋࡓ㜵⾨ⓗ⾜ືࡋ࡚ࠊ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡀ⏕ࡌࡓゎ㔘ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ
࡞ ࠾ ࠊ  ᓥ 㸦 2001㸧 ࡢ ⤖ ᯝ ࡛ ࡣ ࠊ 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡀ 0.169ࠊ ┘ ど ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡢ 㑅 ᢥ ⋡ ࡀ 0.14
࡛࠶ࡾࠊᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝᩚྜࡍࡿࠋ
㸴㸬యⓗ⪃ᐹ
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 ᐇ 㦂 1 ࡢ ⤖ ᯝ ࡣ ࠊ㏻ ᖖ ࡢ N ே ᅃ ே ࡢ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐࣭ࢤ ࣮ ࣒   ᆺ ⓗ ࡞ ࡶ ࡢ  ࠸ ࠼ ࡿ ࠋே ᩘ ᮲
௳   ヨ ⾜ ࢆ ⥲ ྜ ࡋ ࡓ ᖹ ᆒ 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡣ 72.4㸣 ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ᭱ ⤊ ᚓ Ⅼ ࡢ ᖹ ᆒ ࡣ 106.6 Ⅼ ࠊ 1 ヨ ⾜
ࡢ ᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ ࡣ 7.10 Ⅼ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࠋࡍ  ࡚ ࡢ ࣉ ࣞ  ࣖ ࣮ ࡀ ࡍ  ࡚ ࡢ ヨ ⾜ ࡛ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡋ ࡓ ሙ ྜ
 ࡣ ࠊ1 ヨ ⾜ ࡛ 10 Ⅼ ࡎ ࡘ ᚓ Ⅼ ࡋ ࠊ᭱ ⤊ ⓗ   ဨ ࡢ ᚓ Ⅼ ࡀ 150 Ⅼ  ࡞ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊࣉ ࣞ  ࣖ
࣮ࡢከࡃࡀಶேࡢᚓⅬࢆඃඛࡋࡓ⤖ᯝࡢࢪ࣐ࣞࣥࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᐇ㦂 3 ࡛ࡣࠊ㠀༠
ຊ㑅ᢥ⪅ࡢᚓⅬࢆ 0 ࡍࡿ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢ㑅ᢥࢆ࣮ࣝࣝ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ⤖ᯝࠊయࡢᖹ
ᆒ 㠀 ༠ ຊ ⋡ ࡣ 17.1㸣  ࡲ ࡛  ࡁ ࡃ ప ୗ ࡋ ࠊ ᭱ ⤊ ᚓ Ⅼ ࡢ ᖹ ᆒ ࡣ 122.0 Ⅼ ࠊ 1 ヨ ⾜ ࡢ ᖹ ᆒ ᚓ Ⅼ
ࡣ 8.14 Ⅼ ࡲ ࡛ ୖ ᪼ ࡋ ࡓ ࠋ ࡓ ࡔ ࡋ ࠊ
ࡇࡢᚓⅬࡣ┘ど࣎ࣛࣥࢸ㑅
ࡼࡾ㠀༠ຊ㑅ᢥࡀ 0 Ⅼ࡞
ࡗࡓሙྜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ1 ヨ⾜
ࡢᖹᆒᚓⅬࢆᐇ㦂 1 ᐇ㦂 3 ࠾ࡼ
ࡧேᩘ᮲௳ࡈẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡀ

ᖹᆒᚓⅬ

ᢥࡢ 2 ⅬῶⅬࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸ

4ே
8
6
4

ᅗ 8 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ 2㸦 ᐇ 㦂 㸧 2㸦 ே ᩘ

2

᮲ ௳ 㸧ࡢ ศ ᩓ ศ ᯒ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ  ࡇ ࢁ ࠊ

0
ᐇ㦂1

ᐇ㦂ࡢ✀㢮᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀ
㸦 F(1,428) = 92.546, p<.001)ࠊே ᩘ

8ே

10

ᐇ㦂3

ᅗ8㸬ᐇ㦂1ᐇ㦂3ࡢ1ヨ⾜࠶ࡓࡾᖹᆒᚓⅬࡢẚ㍑

᮲௳ࡣ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓ
㸦 F((1,428) = 0.774, n.s.)ࠋ
 ᐇ㦂 3 ࡛ࡣࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡋࡓሙྜ㠀༠ຊ㑅ᢥࡢᚓⅬࡀ 0 ࡞ࡿࡓࡵࠊ㠀
༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࡣ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢฟ⌧☜⋡ࡢண

ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋᐇ㦂

2 ࡢ ⤖ ᯝ ࡀ ♧ ࡍ ࡼ ࠺  ࠊᑡ ࡞ ࡃ  ࡶ 1 ே ࡢ ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   ࡀ ฟ ⌧ ࡍ ࢀ ࡤ ࡼ ࠸  ࠸ ࠺ ≧ ἣ ࡛ ࡣ ࠊ
ேᩘࡀከ࠸ฟ⌧ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡃぢ✚ࡶࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋᐇ㦂 1 ࡛ࡣ 8 ே᮲௳ࡢ᪉ࡀ 4 ே᮲
௳ࡼࡾ㠀༠ຊ㑅ᢥ⋡ࡀ㧗ࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊᐇ㦂 3 ࡛ࡣ㏫ 8 ே᮲௳ࡢ᪉ࡀ 4 ே᮲௳ࡼࡾ
㠀༠ຊ㑅ᢥ⋡ࡀపࡗࡓࡇࡣࠊࡇࡢࡇࢆࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢ
㑅 ᢥ ⋡  ே ᩘ ᮲ ௳  ࡼ ࡿ ᕪ ࡣ ぢ ࡽ ࢀ ࡞  ࡗ ࡓ ࠋᐇ 㦂 2 ࡢ N ே ࣎ ࣛ ࣥ ࢸ  ࣭ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡛ ࡣ ࠊ
ㄡࡀ࣎ࣛࣥࢸࢆ㑅ᢥࡋ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ဨࡀᚓⅬࢆᚓࡽࢀ࡞࠸࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ
ࡸࡴࢆᚓࡎ࣎ࣛࣥࢸࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠸࠺ᾘᴟⓗ⾜ື࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀᑐࡋ
࡚ࠊᐇ㦂 3 ࡛ࡢ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢᙺࡣࠊ㠀༠ຊ⪅⨩ࢆࡶࡓࡽࡍ࠸࠺✚ᴟⓗ࡞㑅ᢥ
࡛࠶ࡾࠊᚓⅬࢆᚓࡿࡇࡼࡾࡶ࠶ࡿ✀ࡢබṇࡉࢆồࡵࡿ⾜ືࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡢព࡛ࠊN ே࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢪ࣐ࣞࣥ࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ㑅ᢥࡀ≧ἣ౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡿࡢ
ᑐࡋ࡚ࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢ㑅ᢥࡣಶேࡢ≉ᛶ౫Ꮡࡍࡿ⾜ື⪃࠼ࡽࢀࠊேᩘ᮲௳ࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡗࡓࡢࡶࡑࡢࡓࡵゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㠀༠ຊ㑅ᢥ࠾࠸࡚ࡣࠊ≧ἣⓗせᅉಶேⓗせᅉࡀࡢࡼ࠺ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࡛
࠶ ࢁ ࠺  ࠋᐇ 㦂 1 ࡛ ࡣ ࠊࢼ ࢵ ࢩ ࣗ ᆒ ⾮ ࢆ ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ ࡢ ࡣ  ဨ ࡀ 㠀 ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ
ࡑ ࡢ ព  ࡛ ࡣ 㠀 ༠ ຊ 㑅 ᢥ ࡣ ≧ ἣ ౫ Ꮡ ⓗ  ࠸ ࠼ ࡿ ࠋࡑ ࡋ ࡚ ࠊࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ≧ ἣ ࡛ ࡶ 30㸣 ㏆ ࠸ ༠
ຊ㑅ᢥ⋡ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣࠊಶேࡢ≉ᛶࡀ༠ຊ㑅ᢥࢆᑟ࠸ࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㦂 2 ࡛ࡣࠊ༠ຊ㸦࣎ࣛࣥࢸ㸧㑅ᢥ⋡ࡣ⌮ㄽⓗ࡞ࢼࢵࢩࣗᆒ⾮Ⅼࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊࡋࡶ
⌮ㄽⓗ࡞ᚓⅬࡢᮇᚅ್ࡼࡾࡶ㧗࠸ᚓⅬࡀᚓࡽࢀࡓࠋேᩘࡀከ࠸㠀༠ຊ㑅ᢥࡀከࡗࡓ
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ࡢࡣ≧ἣⓗせᅉࡼࡿ࠸࠼ࡿࡀࠊಶேࡢ≉ᛶࡀ༠ຊ㑅ᢥ⋡ࢆᢲࡋୖࡆࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌮ㄽⓗ࡞ᚓⅬࡢᮇᚅ್ࡣࠊಶேࡢ㠀༠ຊ㑅ᢥ☜⋡ࡢ⌮ㄽⓗண

ᇶ࡙࠸࡚ồࡵࡽࢀ

࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᚓⅬࡀᮇᚅ್ࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊࡋࡶከேᩘ᮲௳ࡢ᪉ࡀ㧗ࡗࡓཎᅉࡋ࡚ࡣࠊ
࣎ࣛࣥࢸࡢฟ⌧ࡸேᩘ㛵ࡍࡿఱࡽࡢ㞟ᅋⓗせᅉࡀാ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍
᪉ࠊᐇ㦂 3 ࡛ࡣࠊࡶࡋࡶᚲࡎ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡀฟ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㠀༠ຊ㑅ᢥࡣ᫂ࡽ
㠀ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢฟ⌧☜⋡ࢆࡢ⛬ᗘぢ㎸ࡴࡼࡗ࡚ࠊ㠀
༠ຊࡢ㑅ᢥ㢖ᗘࡀ␗࡞ࡿணࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ┘どࡢ᭷↓㛵ࡏࡎ୍㈏ࡋ࡚༠ຊࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ⾜ືࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡑࢀࡽࡢሙྜࡣࠊಶேࡢ≉ᛶࡀᫎࡋࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ㠀༠ຊࡢ㑅
ᢥ ≧ ἣ ࢆ ᐇ 㦂 㛫 ࡛ ẚ ㍑ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ  ࠊྛ ᐇ 㦂  ࠾ ࡅ ࡿ 㠀 ༠ ຊ 㑅 ᢥ ᩘ㸦 0㹼 15㸧ࡈ  ࡢ ࣉ ࣞ  ࣖ
࣮ࡢேᩘྜࡢศᕸࢆࢢࣛࣇࡋࡓࡢࡀᅗ 9 ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂 1 ᐇ㦂 2 ࡢศᕸࡣẚ㍑ⓗ㢮ఝ
ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊᐇ 㦂 3 ࡛ ࡣ  ࡰ ᑐ ⛠  ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᐇ 㦂 1 ࡛ ࡶ ༠ ຊ ࢆ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ഴ ྥ ࡢ ࠶ ࡿ ே ࠊ
ᐇ㦂 3 ࡛ࡶ㠀༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡢ࠶ࡿேࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢྜ࡛Ꮡᅾࡍࡿࡇࡀㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊಶேࡢ≉ᛶࡢᫎࡽ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᐇ㦂1

ᐇ㦂2

ᐇ㦂3

ேᩘ叏ྜ
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㠀༠ຊ㑅ᢥᩘ
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ᅗ 9㸬 ྛ ᐇ 㦂  ࠾ ࡅ ࡿ 㠀 ༠ ຊ 㑅 ᢥ ᩘ ࡢ ே ᩘ ศ ᕸ ࡢ ẚ ㍑
 ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࡋ࡚ࠊ┘ど࣎ࣛࣥࢸࡢࡋࡃࡳࢆᑟධࡋࡓሙྜࡢ
ຠᯝࢆㄪࡿࡓࡵࢤ࣮࣒ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ㠀༠ຊ⾜ືࢆῶᑡࡉࡏࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ᭷ຠ࡛
࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ≉ࠊேᩘࡀከ࠸ࡢ᪉ࡀ࣎ࣛࣥࢸฟ⌧ࡢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡃぢ✚ࡶࡿࡓ
ࡵࠊ㠀༠ຊ⾜ືࡀࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺⤖ᯝࡣࠊ⌧ᐇ♫ࡢᛂ⏝࠸࠺ほⅬࡽࡶ⯆
῝ ࠸ ࠋ ᆅ ᇦ ♫   ࠾ ࡅ ࡿ ⎔ ቃ 㓄 ៖ ⾜ ື ࡢ ᥎ 㐍  ࠶ ࡓ ࡗ ࡚ ࠊ ௬  Hardin㸦 1968㸧 ࡀ ᥦ  ࡍ ࡿ
ࡼ࠺࡞ࠕྜពࡉࢀࡓ┦ᙉไࠖࡼࡿ⨩๎ࡀᶵ⬟ࡍࡿ≧ἣࡀ☜❧࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤࠊ┘ど࣎ࣛ
ࣥࢸࡢᑟධࡣពࢆᣢࡘࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ┘ど⪅ࡀᖖฟ⌧ࡍࡿࡣ㝈ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
ࠕㄡࡀ┘どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ண

ࡀ㠀༠ຊ⾜ືࢆᢚไࡍࡿຠᯝࢆᣢࡘࡽ

࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㦂⤖ᯝࡽࡣࠊ༠ຊ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥࡀࠊ≧ἣせᅉࡢࡳ࡛࡞ࡃಶேࡢせᅉࡢᙳ㡪ࡶཷࡅ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㑅ᢥ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡢሗࡀ㞟ᅋⓗ࡞ྜ⌮ᛶࢆ⏕ࡳฟࡍ
ྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊಶேᕪ≉ᛶࢆ

ᐃࡋ࡚༠ຊࡸ㠀༠ຊࡢ㑅ᢥ

ࡢ㛵ಀࢆㄪࡿࡇࡸࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡሗࡀ㞟ᅋ㐣⛬ࡋ࡚ࡢ㑅ᢥ⾜ືཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ
᳨ウࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶㄆ▱ᅔ㞴ᗘࡢ㛵ಀ

ஂಖ ᬸಇ㸦TIEPh㸧
࣭ᮾᇉ ⤮㔛㤶㸦TIEPh㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ⾜ືࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝឤࠊᖹᆒ௨ୖຠᯝ

⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆಶேࡢ⾜ືࡋ࡚⪃࠼ࡿࠊ⾜ືࡢㄏᅉᵓ㐀ࡼࡗ࡚ศᯒࡢỈ‽ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ⾜ືࡀᆅ⌫つᶍࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡿ࠶ࡿಶேࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿሙྜ
ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ື࡛┤᥋㔠㖹ࡀཷࡅྲྀࢀࡿሙྜࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿࠋࡕࡽࡶࠊᙜヱࡢಶே┈࡞
ࡿࡀࠊ⾜ືࡢㄏᅉࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀࡿᚰ⌮♫ⓗ࡞ᵓ㐀ࡣ␗࡞ࡿࠋࡇࡢࡔࠊ๓⪅ࡀಶேࢆྵࡴ♫ࣞ
࣋ࣝࡢ┈ㄏᅉࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣಶேࣞ࣋ࣝࡢ┈ㄏᅉࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸
ࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢㄏᅉࡣࠊࡑࡢಶேࡀᐃࡍࡿࠊಶே♫ࡢ㛵ಀࢆᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊ
࣐ࢡࣟࡽ࣐ࢡࣟࡲ࡛ࡢ」ᒙⓗ࡞ศᯒࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦✄ᇉ, 2007㸧
ࠋ
ㄏᅉࡢỈ‽ࡀ」ᒙⓗ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣉ࣮ࣟࢳࡶࡉࡲࡊࡲ࡞Ỉ‽
࡛タᐃ࡛ࡁࡿࡇࢆពࡍࡿࠋࡋࡋࠊᐇ㝿⾜ືࢆ⏕㉳ࡍࡿ㝿㔜せ࡞ࡿࡢࡣࠊ⾜ືࡢពᅗࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ⾜ືࡀᐇ㝿ᐇ⾜࡛ࡁࡿ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡣࠊ≀⌮ⓗ࡞
ไ⣙㸦ࡓ࠼ࡤ㈨㔠ࡸ㛫࡞㸧ࢆཷࡅࡿྠࠊㄆ▱ࠊឤࠊືᶵ࡙ࡅ࡞ࡢᚰ⌮ⓗ࡞ไ⣙ࡶཷ
ࡅࡿࠋ
⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾ࡅࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶᙳ㡪ࡍࡿᚰ⌮Ꮫⓗせᅉࢆ᳨ウࡋࡓஂಖ㸦2013㸧ࡣࠊᖹᆒ௨ୖ
ຠᯝࡢㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢほⅬࡽࠊḟࡢࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢ
ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊࡑ࠺࡛࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࠊ⮬ᕫᖹᆒ⪅ࡢሗࡢࢃࢀ᪉㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡇࡀᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢㄆ▱ᙳ㡪ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃ
ぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆᖹᆒ⪅ࡼࡾࡶ㧗ࡃぢ✚ࡶࡾ㸦ᖹᆒ௨ୖຠᯝ㸧ࠊ
⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⾜ື࡛ࡣࠊᖹᆒ⪅ࡼࡾࡶపࡃぢ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᖹᆒ௨ୗຠᯝ㸧ࠋࡉ
ࡽࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊᖹᆒ⪅ホᐃࡀᢚไኚᩘࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊ⮬ᕫᖹᆒ⪅ࡢᚰ⌮ᏛⓗᏑᅾᇶ࡙ࡃ⣔⤫ⓗ࡞ࣂ
ࢫࡀ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶㄆ▱㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊஂಖ㸦2013㸧ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࠊ⮬ᕫ
1 ♫ࣞ࣋ࣝࡢ┈ࡀࡑࡢࡲࡲಶேࣞ࣋ࣝࡢ┈࡞ࡿሙྜࡸࠊࡑࡢᑐࠊࡑࢀࡽࡢ┈ࡀࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇ࡞
ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡢព࡛ࠊㄏᅉᵓ㐀ࡢࠕ࠶ࡾ᪉ࠖࡢ㐪࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕὀ┠ࡍࡿࡇࢁࠖࡢ
㐪࠸ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ♫ࣞ࣋ࣝಶேࣞ࣋ࣝࡢ┈ࡀ㱈㱒ࢆࡁࡓࡍሙྜ㸦ࡓ࠼ࡤ♫ⓗࢪࣞࣥ
࣐≧ἣ㸧࡛࠶ࢀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࢀࠊ◊✲⪅ࡀ╔┠ࡍࡿỈ‽ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ
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࡙ࡅࡀఱࡽࡢᙧ࡛㛵ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Allison, Messick, & Goethals, 1989; Dunning, Meyerowitz, & Holzberg,
1989; Guenther, & Alicke, 2010㸧ࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
ㄆ▱࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡿㄝ᫂ࠊືᶵ࡙ࡅࡼࡿㄝ᫂ࡣ┦⫼࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡢ♫ⓗẚ㍑⮬ᕫ
㧗ᥭࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊㄆ▱ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࡀࡢࡼ࠺㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ
ヲ⣽᳨ウࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ㸦Beer, Chester, & Hughes, 2013㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊஂಖ㸦2013㸧࡛
ᐃࡋࡓ⮬ᑛឤຍ࠼࡚ᅔ㞴ᗘࡢㄆ▱ࢆ

ᐃࡋࡓࠋஂಖ㸦2013㸧࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ㡯┠

ࡣࠊ⪅ࡢ⾜ືࡢほᐹྍ⬟ᛶࡼࡗ࡚༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊஂಖ㸦2013㸧ࡢணഛㄪᰝ࡛ࠊ⪅
ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ⮬ᕫࡗ࡚ࡶᐇ⾜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿホᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡢ༊ศᅔ㞴ᗘࡢせᅉࡀ⤡ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊᅔ㞴ᗘࡢ
፹ຠᯝࡀ⮬ᑛឤࡢຠᯝࡼࡾࡶࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀࡣ㛫᥋
ⓗ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⮬ᑛឤᅔ㞴
ᗘࡢ㛵ಀࡀ๓ᥦࡋ࡚࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ⮬ᕫホ౯㛫ࡢ㛵ಀࡘ࡞ࡀࡿ࠸࠺ゎ㔘ࡢጇᙜᛶࡀቑࡍࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀᑐࡋࠊືᶵ࡙ࡅࡢㄝ᫂ࢆ༢యࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࡿࡣࠊ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯㛫ࡢ┤᥋ⓗ࡞㛵
ಀࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊྛ㡯┠ࡢᅔ㞴ᗘࢆ

ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⮬ᕫホ౯⮬ᑛឤ

ࡢ㛵ಀࡀ⣧⢋ືᶵ࡙ࡅࡼࡿㄝ᫂ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ἲ
ㄪᰝཧຍ⪅ ᅄᖺไᏛࡢᏛ⏕ 206 ྡ㸦⏨ᛶ 112 ྡࠊዪᛶ 93 ྡࠊ᫂ 1 ྡ㸧
ࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋
ࡣ 19.74 ṓ㸦SD=1.54㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ஂಖ㸦2013㸧ྠᵝࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝࠸ࡓࠋ᭱ึࠊRosenberg ࡢ⮬ᑛឤᑻᗘ㸦ᒣᮏ࣭ᯇ
࣭ᒣᡂ, 1982㸧ࢆ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ 2ࠋ
ḟࠊ⎔ቃ㓄៖ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿᩍ♧ࡋ࡚ࠊ㉁ၥ⣬ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ“⎔ቃ
㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸧”ࡢᐃ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ᩍ♧ࡋࡓࠋࡇࡢᩍ♧ࡢ┠ⓗࡣࠊែᗘ
ࢆ࣏ࢪࢸࣈ᪉ྥᅛᐃࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊែᗘせᅉࡢಶேᕪศᩓࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࡑࢀࡒࢀ 5 㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ“࠶࡞
ࡓࡣࡢࡃࡽ࠸ᐇ⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦⮬ᕫホ౯㸧”ࠊ“ྠᖺ㱋ࠊྠᛶࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡣࡢࡃࡽ࠸ᐇ
⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦ᖹᆒ⪅ホ౯㸧”ࠊ“ྠᖺ㱋ࠊྠᛶࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ẚ࡚࠶࡞ࡓࡣࡢࡃࡽ࠸
ᐇ⾜࡛ࡁࡿᛮ࠺㸦┦ᑐ⮬ᕫホ౯㸧”ࡢ 3 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㉁ၥᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ
2 ࡉࡽࠊಶேᕪኚᩘࡋ࡚ࠊ㌟యឤᑻᗘ㸦Miller, Murphy, & Buss, 1981㸧ࢆ㑥ヂࡋࡓ㡯┠ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊᅇࡢศᯒ࡛ࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀ௨ୖࡢゝཬࡣࡋ࡞࠸ࠋ
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⪅ホ౯࡛ࡣࠊ“࡞ࡾᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ࡽ“ࡲࡗࡓࡃᐇ⾜࡛ࡁ࡞࠸”࡙ࣛ࣋ࣝࡅࡉࢀࡓ 7 ௳ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ
┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛ࡣࠊ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡼࡾᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ࡽ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ࡼࡾᐇ⾜࡛ࡁ࡞࠸”ࣛ࣋
࡙ࣝࡅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ኸࡣ“ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ”࡙ࣛ࣋ࣝࡅࡉࢀࡓ 7 ௳ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࠊ
ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢホᐃ㡰ᗎࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࢆࡗࡓࠋࡉࡽࠊᅇ᪂ࡓ㏣ຍࡉࢀࡓホᐃࡋ࡚
ᅔ㞴ᗘࡢ

ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ“࡚ࡶ⡆༢”ࡽ“࡚ࡶ㞴ࡋ࠸”࡙ࣛ࣋ࣝࡅࡉࢀࡓ 7 ௳

ἲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅔ㞴ᗘࡢ

ᐃࡣࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ┤ᚋࠊࡍ࡞ࢃࡕ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ

┤๓⾜ࡗࡓࠋ
 ㄪᰝࡣㅮ⩏㛫ෆ୍ᩧ㓄ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋㄪᰝせࡋࡓ㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 15 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ
 ࡍ࡚ࡢ㡯┠ᅇ⟅ࡋࡓ 196 ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒ⏝࠸ࡓࠋࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧࠊぢ
ࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣࠊ“ᐇ⾜࡛ࡁࡿ”ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ࠊ⮬
ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡈྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀྍ⬟⠊ᅖࡣ 5㹼25㸧ࠋ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡣࠊᑻ
ᗘࡢ୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊྜィ್ࢆ㡯┠ᩘ࡛ࡗࡓᩘ್ࢆᣦᶆ
ࡋࡓ㸦ྍ⬟⠊ᅖࡣ 1㹼7㸧
ࠋᅔ㞴ᗘࡣࠊࡼࡾᐇ⾜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿ㧗ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್
ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࡑࢀࡒ
ࢀ࡛ྍ⬟⠊ᅖࡣ 5㹼25㸧ࠋ⮬ᑛឤᑻᗘࡣࠊ㧗࠸⫯ᐃⓗ࡞ࡿࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ྜィ
್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦Į=.85, ྍ⬟⠊ᅖࡣ 10㹼50㸧
ࠋ
⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪ࠾ࡅࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝ ⯡ⓗᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ⌧ฟࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠺ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢྜィ
್ࢆ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡈ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢ್ᑐࡋࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ
ࡇࢁࠊᖹᆒ⪅ホ౯㸦M=39.60, SD=10.80㸧ẚ࡚⮬ᕫホ౯㸦M=43.11, SD=10.24㸧ࡀ᭷ព㧗
ࡗࡓ㸦t(195)=4.26, p<.01, Cohen's d=0.33㸧
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⯡ⓗࡣᖹᆒ௨ୖຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡈ࡛ᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜
ࡗࡓࡇࢁࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊᖹᆒ⪅ホ౯㸦M=24.09, SD=6.73㸧ࡼࡾࡶ⮬ᕫホ౯
㸦M=27.09, SD=5.81㸧ࡀ᭷ព㧗ࡗࡓ㸦t(195)=6.13, p<.01, Cohen's d=0.48㸧
ࠋ୍᪉ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ
㓄៖⾜ື࡛ࡣࠊ⮬ᕫホ౯㸦M=16.03, SD=6.52㸧ᖹᆒ⪅ホ౯㸦M=15.51, SD=5.93㸧࡛᭷ព࡞ᕪࡣ࡞
ࡗࡓ㸦t(195)=1.13, ns, Cohen's d=0.08㸧
ࠋ
 ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࠾ࡅࡿᖹᆒ௨ୖຠᯝ ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢྜ
⟬ࡋࡓᩘ್ᑐࡋࠊ୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ 0 ࡍࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ┦
ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ್ 4.50㸦SD=0.99㸧ࡣ᭷ព㧗ࡗࡓ㸦t(195)=7.07, p<.01, Cohen's d=0.72㸧ࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡈ࡛୰ኸ್㸦4㸸ᖹᆒⓗ࡞
Ꮫ⏕ྠࡌ㸧ࢆ 0 ࡍࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝ
㸦M=5.32, SD=1.13, t(195)=16.38, p<.01, Cohen's d=1.65㸧ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୗຠᯝ
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㸦M=3.68, SD=1.27, t(195)=3.52, p<.01, Cohen's d=0.36㸧ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ┦ᑐ⮬ᕫホ౯⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀ ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡢ್ࢆ Table 1ࠊ2 ♧ࡍࠋ┦
ᑐ⮬ᕫホ౯ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊஂಖ࣭ୗ⏣㸦2012㸧
ྠᵝࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࢆ┠ⓗኚᩘࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࢆㄝ᫂ኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣ㔜ᅇᖐᘧࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ㸦R2adj=.40, F㸦2, 193㸧
=65.13, p<.01㸧
ࠊ⮬ᕫホ౯ࡢṇࡢᙳ㡪㸦ȕ=.68, t=11.08, p<.01㸧
ࠊ࠾ࡼࡧᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽ
ࢀࡓ㸦ȕ=-.13, t=2.09, p<.05㸧
ࠋぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡶ㔜ᅇᖐᘧࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦R2adj=.36, F㸦2, 193㸧
=54.87, p<.01㸧
ࠋࡋࡋࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡣ␗࡞ࡾࠊ⮬ᕫホ౯࡛ṇࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀ
㸦ȕ=.64, t=9.81, p<.01㸧
ࠊᖹᆒ⪅ホ౯࡛ࡣᙳ㡪ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㸦ȕ=-.10, t=1.50, ns㸧
ࠋ

Table 1
ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ㸦ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື㸧


ϩ
.41

Ϩ. ⮬ᕫ
ϩ. ᖹᆒ⪅

Ϫ
**

㸫

.62

**

.15

*

Ϫ. ┦ᑐ⮬ᕫ
† p<.10,

㸫

* p<.05, ** p<.01

Table 2
ྛホ౯㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ㸦ぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື㸧


ϩ

Ϩ. ⮬ᕫ

.48

ϩ. ᖹᆒ⪅

㸫

Ϫ. ┦ᑐ⮬ᕫ
† p<.10,

Ϫ
**

.60

**

.21

**
㸫

* p<.05, ** p<.01

 ⎔ቃ㓄៖⾜ືᅔ㞴ᗘࡢ㛵ಀ ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᅔ㞴ᗘ
ᑐࡋࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᅔ㞴ᗘ㸦M=10.08, SD=4.88㸧
ẚࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᅔ㞴ᗘ㸦M=20.60, SD=6.42㸧ࡀ᭷ព㧗ࡗࡓ㸦t(195)=22.22, p<.01,
Cohen's d=1.85㸧
ࠋ
ᅔ㞴ᗘ⮬ᑛឤࡢ㛵ಀ ⮬ᑛឤᚓⅬࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᅔ㞴ᗘࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞
࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᅔ㞴ᗘࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࡇࢁࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣ┦㛵ࡀ☜ㄆ
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ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢᑐࡋ㸦r=-.01, ns㸧
ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡣᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦r=-.18,
p<05㸧
ࠋ
⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀ ⮬ᑛឤᚓⅬ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛┦㛵ಀᩘࢆ
⟬ฟࡋࡓࡇࢁࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫホ౯┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛ᙅ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓ㸦Table 3㸧
ࠋࡇࡢ⮬ᑛឤࡢ፹ຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ᕫホ౯┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀᑐࡋࠊ
⮬ᑛឤࢆ⤫ไࡋࡓ೫┦㛵ศᯒࢆぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ㡯┠࡛⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊぢࡅ࡞࠸⎔
ቃ㓄៖⾜ື࡛☜ㄆࡉࢀࡓ⮬ᕫホ౯┦ᑐ⮬ᕫホ౯ࡢ┦㛵㸦r=.60㸧ࡣࠊ⮬ᑛឤࢆ⤫ไࡋ࡚ࡶࢇ
ኚࡀ↓ࡗࡓ㸦⮬ᑛឤࢆ⤫ไࡋࡓ r=.59, p<.01㸧
ࠋ

Table 3
ྛホ౯⮬ᑛឤࡢ┦㛵ಀᩘ


⮬ᕫ

ࡼࡃぢࡅࡿ

.10

ぢࡅ࡞࠸

.12

† p<.10,

†

ᖹᆒ⪅

┦ᑐ⮬ᕫ

.06

.10

.00

.12

†

* p<.05, ** p<.01

ᅔ㞴ᗘ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀ ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢᅔ㞴ᗘᚓⅬࠊᑐᛂࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯࡛┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࡇࢁࠊࡍ
࡚ࡢホ౯࡛᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦Table 4㸧ࠋ⮬ᑛឤࡢศᯒྠᵝࠊᅔ㞴ᗘࢆ⤫ไࡋࡓ
೫┦㛵ศᯒࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ࠾ࡼࡧぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ᪉࡛⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ r=.46㸦ᅔ㞴ᗘ⤫ไ๓ࡢ್ࡣ r=.62㸧
ࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛
r=.32㸦ᅔ㞴ᗘ⤫ไ๓ࡢ್ࡣ r=.60㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ps<.01㸧
ࠋ

Table 4
ྛホ౯ᅔ㞴ᗘࡢ┦㛵ಀᩘ


⮬ᕫ

ᖹᆒ⪅

┦ᑐ⮬ᕫ

ࡼࡃぢࡅࡿ㡯┠ࡢᅔ㞴ᗘ

-.55

**

-.22

**

-.56

**

ぢࡅ࡞࠸㡯┠ࡢᅔ㞴ᗘ

-.57

**

-.34

**

-.72

**

** p<.01

⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊஂಖ㸦2013㸧ࡢ⤖ᯝྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ▱ぢࡢ㡹ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ⪅
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ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୖຠᯝࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᖹᆒ௨ୗຠ
ᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆศᯒࡋࡓࡇࢁࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ
㓄៖⾜ື࡛⮬ᕫホ౯ᖹᆒ⪅ホ౯ᕪࡣ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ┦ᑐ⮬ᕫホ౯⮬ᕫホ౯ࠊᖹᆒ⪅ホ
౯ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡀᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶ㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࢀᑐࡋࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࠊᖹᆒ⪅ホ౯ࡢ㛵ಀࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
 ⮬ᑛឤ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀࡣࠊぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ࡢࡳ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊஂಖ
㸦2013㸧ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㛵ಀࡣࡉࡽᙅࡗࡓࠋࡑࢀᑐࡋࠊᅔ㞴ᗘ⮬ᕫホ౯ࡢ㛵ಀࡣ⮬ᑛ
ឤࡢ㛵ಀẚ࡚ᙉࡗࡓࠋ೫┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡽࠊ⮬ᕫホ౯㛫ࡢ㛵㐃ᑐࡋࠊ⮬ᑛឤࡢ፹
ຠᯝࡼࡾࡶᅔ㞴ᗘࡢ፹ຠᯝࡢ᪉ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ⮬ᑛឤ࡞ࡢືᶵ࡙ࡅᐦ᥋ࢃ
ࡿせᅉࡼࡾࡶᅔ㞴ᗘࡢㄆ▱ࡀ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊࡼࡃぢࡅࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ື
ぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛ᅔ㞴ᗘࡢㄆ▱㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣࠊ“㸦࠶ࡿ⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆ㸧⪅ࡀ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡿ࠺”࠸࠺ほᐹᐜ᫆ᛶࡢㄆ▱ࡀ⮬ᕫࡢᐇ⾜ࡢᅔ㞴ᗘྠᵝ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㛵ಀࡣぢࡅ࡞࠸⎔ቃ㓄៖⾜ື࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊᅔ㞴ᗘࡢㄆ▱
ࡢຠᯝࡀ㡿ᇦ≉Ṧᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
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ᖹ ᡂ 26 ᖺ ᗘ ห ⾜ ◊ ✲ ᖺ ሗ

ࠗࠕ ࢚ࢥ ࣭ ࣇ ࣟ ࢯ ࣇ ࠖ ◊✲ ࠘ ➨ 9 ྕ ᡤ ㄽ ᩥ
ϩ   ―TIEPh ➨ 2 ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ  ౯ ್ ほ ࣭ ⾜ ື ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ―

ே 㛫 ࡢ ⾜ ື ࡀ ⎔ ቃ ࡢ ኚ  ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡋ ࠊࡑ ࡢ ኚ  ࡀ ே 㛫 ⮬ ㌟ ࡢ ⏕ Ꮡ ࢆ ⬣  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
 ࠸ ࠺ ࡢ ࡀ ⌧ ᅾ ࡢ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ୍ ഃ 㠃 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋᆅ ⌫ つ ᶍ ࡛ ⏕ ࡌ ࡚ ࠸ ࡿ ⎔ ቃ ࡢ ᝏ  ࡣ ே 㛫
ࡢ ⾜ ື  ㉳ ᅉ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࡣ ࡑ ࢀ ࢆ ไ ᚚ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡋ ࠊ୍ ᪉ ࡛ ⎔
ቃ ၥ 㢟 ࢆ ㄆ ㆑ ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ 㐣 ⛬ ࡶ Ꮡ ᅾ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࡢ ゎ Ỵ ࡢ ࡓ ࡵ  ࡣ ᚰ ⌮
Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ࡢ ᳨ ウ ࡀ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡛ ⎔ ቃ ࡢ
ၥ 㢟 ࢆ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ 㝿  ࡣ ࠊ࿘ ᅖ ࡢ ⎔ ቃ ࡀ ே 㛫 ࡢ ⾜ ື   ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡍ   ࠸
ࡗ ࡓ ᯟ ⤌ ࡳ ࡀ ୰ ᚰ ࡛ ࠊ⮬ ↛ ⎔ ቃ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞  つ ᶍ ࡞ ⎔ ቃ ࡢ ഃ 㠃 ࡸ ࠊ⾜ ື ࡀ ⎔ ቃ  ᙳ 㡪 ࢆ
 ࠼ ࡿ  ࠸ ࠺ ࡼ ࠺ ࡞ ၥ 㢟 ࡀ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ  ࡣ ᑡ ࡞  ࡗ ࡓ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࠊࠕ ࢚ ࢥ ࣭
ࣇ  ࣟ ࢯ ࣇ  ࠖࡢ ᵓ ⠏  ᒎ 㛤 ࢆ ┠ ᣦ ࡍ ᮏ ◊ ✲  ࢽ ࢩ  ࢸ  ࣈ  ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊᚑ ᮶ ࡢ ᚰ ⌮
Ꮫ ࡢ ◊ ✲ ᪉ ἲ ࡸ ᡂ ᯝ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࡘ ࡘ ࡶ ࠊ᪂ ࡓ ࡞ ど Ⅼ ࢆ ᑟ ධ ࡋ ࡓ ◊ ✲ ศ 㔝 ࡢ ☜ ❧ ࡀ ᚲ せ 
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ ࡇ ࡛ ࠊࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡢ ◊ ✲ ࣘ ࢽ ࢵ ࢺ ࡛ ࡣ ࠊࡲ ࡎ ⎔ ቃ  ᑐ ࡍ ࡿ ே 㛫 ࡢ ౯ ್ ほ ࡢ ഃ 㠃  ࡽ
ࡇ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ᳨ ウ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡋ ࡓ ࠋᚰ ⌮ Ꮫ ⓗ ࡞ ❧ ሙ  ࡽ ⎔ ቃ ၥ 㢟    ࢃ ࡿ ⾜ ື ࢆ ᳨ ウ
ࡍ ࡿ  ࡣ ࠊࡑ ࡢ ⾜ ື ࡢ ⫼ ᚋ  ࠶ ࡿ ಶ ே ࡢ ែ ᗘ ࢆ ᫂ ࡽ   ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋែ ᗘ ࡣ ࠊಶ
ே ࡈ   ẚ ㍑ ⓗ Ᏻ ᐃ ࡋ ࡓ ഴ ྥ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ♫  ⓗ ࡞ ⎔ ቃ  ࡼ ࡾ ኚ  ࡍ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚
࠸ ࡿ ࡇ   ࡽ ࠊே ࠎ ࡀ ⎔ ቃ ၥ 㢟 ࡢ ᨵ ၿ  ྥ ࡅ ࡓ ែ ᗘ ࢆ ᙧ ᡂ ࡋ ࠊ⾜ ື ࡍ ࡿ ࡼ ࠺  ࡞ ࡿ ࡇ
 ࡀ ၥ 㢟 ゎ Ỵ ࡢ ᡭ ࡀ  ࡾ  ࡞ ࡿ  ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋࡋ  ࡋ ࠊែ ᗘ ኚ  ࢆ ࡶ ࡓ ࡽ ࡍ せ ᅉ ࡣ ༢
⣧ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊಶ ே ࡈ  ࡢ ౯ ್ ほ  ౫ Ꮡ ࡍ ࡿ 㠃 ࡀ  ࡁ ࠸ ࠋ౯ ್ ほ ࡣ ࠊಶ ே ࡢ ⤒ 㦂 ࡔ ࡅ ࡛
࡞ ࡃ ࠊᩥ  ࡸ Ẹ ᪘ ࠊᅜ ᐙ ࠊ᐀ ᩍ ࠊୡ ௦ ࠊᛶ ู ࡞   ࡼ ࡗ ࡚ ࡶ つ ᐃ ࡉ ࢀ ࠊ୍ ⯡  ከ ᵝ ᛶ
ࢆ๓ᥦࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ౯್ほࡶከᵝ࡛࠶ࡾࠊ
ࡴࡋࢁࡉࡲࡊࡲ࡞౯್ほࡢᏑᅾ⮬యࡀ⌧௦ࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ഃ
㠃 ࡶ ࠶ ࡿ  ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋࡑ ࡇ ࡛ ࠊࡲ ࡎ ࡣ ከ ᵝ ࡞ ౯ ್ ほ ࡢ ෆ ᐜ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡇ   ࡽ ጞ ࡵ ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑ ࡋ ࡚ ࠊ⎔ ቃ 㓄 ៖ ⾜ ື ࢆ ᑟ ࡃ せ ᅉ ࢆ ㏣ ✲ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ  ࠊ♫  ⓗ ࡞  ᐖ ᵓ 㐀  ╔ ┠ ࡋ ࡓ
♫  ⓗ ࢪ ࣞ ࣥ ࣐ ࡢ ◊ ✲ ࠊࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢸ   ࠾ ࡅ ࡿ つ ⠊ ࡸ ಙ 㢗 ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ᢅ ࠺ ♫  㛵 ಀ ㈨ ᮏ
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ࡢ ◊ ✲ ࠊࡉ ࡽ  ࡣ ᖾ ⚟ ឤ ࡸ well-being  ࡢ 㛵 ಀ  ὀ ┠ ࡍ ࡿ ࣏ ࢪ ࢸ  ࣈ ᚰ ⌮ Ꮫ ࡢ ❧ ሙ 
ࡽࡢ◊✲࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

468

ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸほⓗ well-being ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚
㸫web ㄪᰝࡼࡿศᯒ⤖ᯝ㸫
ᇼẟ ୍ஓ㸦♫Ꮫ㒊㸧
ᓥ ᑦ㸦♫Ꮫ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸sustainability, subjective well-being, web research

㸯㸬ၥ㢟◊✲┠ⓗ
㸯㸧sustainability ࡢᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳ
Sustainability㸦ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸧ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ┠ᶆࡍࡿ sustainable ࡞ᩍ⫱㸦ESD㸧
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡢᇶᮏࡣࠊsustainability 㛵㐃ࡍࡿಶࠎேࡢᚰᛶࡢゎ᫂ࡸࠊsustainable ࡞⾜ື
ࡢືᶵ࡙ࡅࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ⓎࡀྍḞ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓព࡛ࠊ
sustainability ◊✲ࡣࠊᚰ⌮Ꮫⓗࣉ࣮ࣟࢳࡀ㔜せ࡞ពࢆࡶࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᚰ⌮Ꮫ⪅ࡀࡇ࠺
ࡋࡓၥ㢟㛵ᚰࢆྥࡅጞࡵࡓࡢࡣࡈࡃ᭱㏆ࡢࡇ࡛࠶ࡿ㸦ᇼẟ,2012㸧
ࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊKazdin(2009)ࡣࠊ
ࠕ⎔ቃⓗ࡞ sustainable ⾜ືࡢಁ㐍ࠖࢆ wicked problem(ᅔ㞴ㄢ㢟㸧
ࡋ࡚⨨࡙ࡅࠊẼೃኚືࠊ་⒪ࡢᥦ౪ࠊ≢⨥ࠊ㯞⸆ᐦࠊேཱྀ㐣ࠊHIV ࡢὶ⾜࡞ྠᵝ῝้࡞
ၥ㢟࡛࠶ࡿㄽࡌࠊゎỴࡢࡓࡵࡣከᵝ࡞ㅖ⛉Ꮫࡢ༠ຊయไࡀྍḞᣦࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᚰ⌮Ꮫࡀㅖ
⛉Ꮫࢆࡘ࡞ࡄࣁࣈࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡁᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊGifford(2007)ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⎔
ቃᚰ⌮Ꮫⓗᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ⎔ቃᚰ⌮Ꮫࡀ sustainability ࢆ◊✲ࡍࡿ⛉Ꮫᣑᙇࢆࡆࠊ⎔ቃ
ၥ㢟ࢆࡼࡾᗈ⠊ࡽ࠼ࡿどⅬࢆ᭷ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊேࠎࡢ⮬↛ᑐࡍࡿㄆ
▱࣭ឤ࣭⾜ືᛂࢆ⤫ྜⓗ⌮ゎࡋࠊே㛫⮬↛ࡢ sustainable ࡞㛵ಀᛶࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥈ࢁ࠺
ࡍࡿࠕಖㆤᚰ⌮Ꮫ㸦conservation psychology㸧ࠖࡼࡤࢀࡿ᪂ࡓ࡞ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦࡢタ❧ࡶᥦၐࡉࢀ
㸦Clayton & Myers,2009㸧ࠊᮏ◊✲ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡶࠊ୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡋࡓ Clayton ᩍᤵࢆᣍ⪸ࡋࠊᇶ
ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊᚰ⌮Ꮫࡀ sustainable ࡞♫ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡉ࠸
㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
Corral-Verdugo, et.al.(2010) ࡣࠊsustainability 㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗḟඖࡢゎㄝࡸࠊᆅ⌫

ᬮၥ㢟

ࡢᚰ⌮Ꮫࡢ㛵ࢃࡾ㛵ࡍࡿゎㄝࠊỈᾘ㈝ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⠇⣙ࠊ⏕≀ከᵝᛶ࡞ࡢ⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿᚰ⌮
Ꮫⓗಶேᕪࢆ

ᐃࡍࡿᑻᗘࡢ⤂࡞ࠊ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ୍㐃ࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸

ࡿ ࠋ ࡑ ࡢ ୰ ࡛ ࠊ Corral-Verdugo, et al.(2010) ࡣ ࠊࠕ sustainability  㛵 㐃 ࡍ ࡿ ᚰ ⌮ ⓗ ࡞ ḟ ඖ
㸦psychological dimensions of sustainability)ࠖࡋ࡚ࠊ㸯㸧ྥ⎔ቃⓗ࡞ᚰᛶኚᩘ㸸ಶேࢆྥ♫ⓗ࣭
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ྥ⎔ቃⓗ⾜ືࡉࡏࡿㄆ▱ࠊែᗘࠊືᶵࠊಙᛕࠊつ⠊ࠊ౯್ࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࢆྵࡴಶேⓗ≉ᚩࡸ㐺ᛶࠊ
㸰㸧sustainable ࡞⾜ື㸸ᆅ⌫ୖࡢ♫㸫≀⌮ⓗ㈨※యࢆಖㆤࡍࡿ┠ⓗࢆࡶࡗࡓ⾜ື࡛ࠊྥ⎔ቃⓗࠊ
ឡⓗࠊ⠇⣙ⓗ࡛බṇ࡞⾜ືࠊࡍ࡞ࢃࡕ sustainable ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࢆᵓᡂࡍࡿ⾜ືࠊ㸱㸧ᩥ⬦ⓗ
せᅉ㸸Ẽೃࠊᢏ⾡ࠊ㈨※ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࠊ㈨※ࡢ᭷↓࡞ࡢ≀⌮ⓗせᅉࠊ♫つ⠊ࠊἲᚊࠊ㞟ᅋⓗ౯್ࠊ
᐀ᩍࠊ⩦័࡞ࡢ♫ⓗせᅉࠊ㸲㸧⤖ᯝኚᩘ㸸ྥ⎔ቃⓗ⾜ືࡢᖐ⤖ࡋ࡚⏕ࡌࡿ⏕ែⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫
ⓗࠊ⤌⧊ⓗ࡞࣏ࢪࢸࣈຠᯝࡸᖾ⚟ឤࠊᚰ⌮ⓗᅇ࡞ࡢᡂᯝ࠸࠺㸲Ⅼࡢ㔜せᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᇼẟ(2012)࡛ࡣࠊࡇࡢᣦࢆཷࡅ࡚ࠊsustainable ࡞ᚰᛶࡸ⾜ືࢆ

ᐃࡍࡿᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡋࠊほⓗ

well-being ࡢ㛵㐃ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊᮾᆅ༊ࡢᏛ⏕ 216 ྡࡑࡢ୧ぶ࣭▱ᕫ
146 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࢆᅉᏊศᯒࡅࡓ⤖ᯝࠊᚰᛶᑻᗘࡣ㸲ᅉᏊࠊ⾜ືᑻᗘࡣ㸱ᅉᏊ
ࡲࡲࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸯㸧ࠋࡲࡓᛶูୡ௦ࢆ⊂❧ኚᩘࡋࡓศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊᚰᛶᑻᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
⏨ᏊᏛ⏕ࡢᚓⅬࡢపࡉࡀ㢧ⴭ࡞ࡇࠊ⾜ືᑻᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡼࡾࡶぶୡ௦ࠊ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ
࠺ࡀࠊ⎔ቃၨⓎ⾜ືࡸ㈨※⠇⣙⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊᚰᛶ⾜ືࡢ㛫ࡣẚ㍑
ⓗ⊂❧ࡋࡓ㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᚰᛶࡀࠊಶู⾜ືࡢつᐃᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ᭱ᚋࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⏝࠸࡚ࠊほⓗ well-being ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊᚰᛶࡽ⾜ືࡢ
ࣃࢫࡶࠊᚰᛶ well-being ࡣ᭷ព࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⾜ື well-being ࡣ㛵㐃ࡀ࡞࠸ࡇ
ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ

㸰㸧ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ඛࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝࡣࠊᮾᆅ༊ࡢ≉ᐃࡢᏛࡢぶᏊࢆᑐ㇟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ
ࡣ▱ぢࢆࡼࡾ୍⯡ࡍࡿࡓࡵ web ㄪᰝࡼࡾࢹ࣮ࢱ㞟ࢆ⾜࠸ࠊsustainable ᚰᛶࠊ⾜ືほⓗ
well-being ࡢ㛵㐃ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋㄪᰝࡢไ⣙ࡢ㛵㐃࡛ࠊ㉁ၥ⣬ࡣᖜ࡞ᨵゞ
ࢆຍ࠼ࡓࠋᚰᛶᑻᗘࡣࠊ㡯┠ᩘࢆῶࡽࡍࡶࡋ࡚⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿព㆑㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆຍ࠼
ࡓࠋ⾜ືᑻᗘࡶ㡯┠ᩘࢆῶࡽࡋࠊ㌟㏆࡞᪥ᖖ⏕ά㛵㐃ࡍࡿ⾜ື㝈ᐃࡋࡓࠋほⓗ well-being ࡘ
࠸࡚ࡶࠊ๓ᅇࡢ SWLS ࡸ SHS ኚ࠼࡚ࠊKan, et al.(2009)ࡼࡿ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤ㸦᪥ᮏⓗᖾ⚟
ឤ㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ࡞ࠊ⎔ቃ⾜ື㛵㐃ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸ࡃࡘ
ࡢ㉁ၥࡘ࠸࡚ࡶྠᑜࡡࡓࡀࠊࡑࡢศᯒࡣู✏ㆡࡿࠋ

㸰㸬᪉ἲ
 ㄪᰝཧຍ⪅ࡣᅜࡢ 20 ௦ࡽ 60 ௦ࡢ㸳ୡ௦⏨ዪྛ 50 ྡࠊྜィ 500 ྡࠋㄪᰝࡣ୰ኸㄪᰝ♫౫㢗
ࡋࠊྛୡ௦࣭ᛶᆒ➼ࢧࣥࣉ࡛ࣝḞ

್ࡀ࡞࠸ࡼ࠺㓄⨨ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡢ⫋ᴗࡣࠊົ⫋ 99 ྡ(19.8%)ࠊ

ࣃ࣮ࢺ࣭ࣝࣂࢺ 69 ྡ(13.8%)ࠊປົ⫋ 46 ྡ(9.2%)ࠊᑓᴗ፬ 108 ྡ㸦21.6%㸧,↓⫋ 66 ྡ㸦9.2%㸧
࡞࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ᪤፧⪅ࡣ 294 ྡ㸦58.8%㸧
ࠊ୍ᡞᘓ࡚࣐ࣥࢩࣙࣥࢆ࠶ࢃࡏࡓᣢࡕᐙ⋡ࡣ 71.0%
࡛࠶ࡗࡓࠋᏛṔࡣ༞ࡀ 198 ྡ㸦39.8%㸧
ࠊ㧗༞ࡀ 158 ྡ㸦 31.6㸣㸧࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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 ᅇศᯒ⏝࠸ࡓᑻᗘࡣࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㸯㸧ࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶᑻᗘ㸦ᓥ∧㸧
㸸ᇼẟ(2013)
ࡢᨵゞ∧ࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶᑻᗘ 40 㡯┠ 1ࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝࢆࡶࠊᓥࡀ 18 㡯┠ࢆ㑅ᐃࡋ㸦㡯┠
㸯㹼18㸧
ࠊࡉࡽ᪂つ㡯┠ࢆ㸳ࡘຍ࠼ࠊ23 㡯┠ࡢᑻᗘࢆసᡂ࣭⏝ࡋࡓࠋ㸰㸧ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ⾜ືᑻ
ᗘ㸦ᓥ∧㸧
㸸ྠࡌࡃᇼẟ(2013)ࡢᨵゞ∧ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ⾜ືᑻᗘ 42 㡯┠ࡢෆᐜࢆࡶࠊᓥࡀ⾲
⌧ࢆᕤኵࡋࠊ᪂ࡓ 13 㡯┠ࡋ࡚సᡂࡋࡓࡶࡢࢆ⏝ࡋࡓࠋ㸱㸧ほⓗ well-being ᑻᗘ㸸᪥ᮏⓗ࡞
ᖾ⚟ឤࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊKan,et al.(2009)ࡢ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘ 12 㡯┠ࢆ⏝ࡋࡓࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
㸯㸧sustainable ᚰᛶᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
 ࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࡘ࠸࡚ࠊࢧࣥࣉࣝࢆࡶࡋࡓᅉᏊศᯒ㸦᭱ᑬἲࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ
⾜ࡗࡓࠋsustainabele ᚰᛶᑻᗘࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸯♧ࡍࠋ

⾲㸯㸸ࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶᑻᗘ㸦ᓥ∧㸧ࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
ᅉᏊ
Ϩ

㻠 ⮬↛⎔ቃ䜢ಖㆤ䛩䜛䛣䛸䛜ḟୡ௦䛾⦾ᰤ䛻䛴䛺䛜䜛
㻤 ᳜≀䜔ⲡᮌ䛻ゐ䜜䜛䛸䛂⥳䜢ษ䛻䛃䛸䛔䛖Ẽᣢ䛻䛺䜛
㻢 䛔䜝䛔䜝䛺✀㢮䛾⏕䛝≀䜢ษ䛻䛩䜉䛝䛰
㻟 ᾘ㈝䜢⠇⣙䛩䜛䛣䛸䛜⌧ᅾ䜔ᑗ᮶䛾䜘䛔♫䛾ᣢ⥆䛻䛴䛺䛜䜛
㻡 ⮬ศ䛿䛝䛺⎔ቃ䛾୍㒊䛰䛸䛔䛖ព㆑䜢䛧䜀䛧䜀ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜛
㻞㻜 ⚾⮬㌟䛻䜒䚸⌧ᅾ䛾⎔ቃၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯㈐௵䛾୍➃䛜䛒䜛
㻞 ḟୡ௦䛾䝙䞊䝈䜢༴䛖䛟䛧䛺䛔䛣䛸䜢ᚰ䛜䛡䛺䛜䜙⮬ୡ௦䛾䝙䞊䝈䜢ゎỴ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
㻞㻞 ⤒῭Ⓨᒎ䛿ᖖ䛻⎔ቃ◚ቯ䜢䛸䜒䛺䛖
㻝 ⎔ቃ䜔ᑗ᮶䛾ୡ௦䛻㈇ᢸ䜢䛛䛡䛪䛻ᖾ⚟䜢㏣ồ䛩䜛䛣䛸䛿㔜せ䛰
㻞㻟 ⎔ቃởᰁ䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛺ᶵ㛵䛻ᙉไⓗ䛺ᶒ㝈䜢ᣢ䛯䛫䜛䜉䛝䛰
㻣 ே㛫䛻ᐖ䜢䛺䛩⏕䛝≀䛷䛒䛳䛶䜒✀䛾ಖᏑ䛿ษ䛰
㻝㻝 䛥䜎䛦䜎䛺♫㝵ᒙ䛾ே䛯䛱䛸䛾ὶ䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛜ᑗ᮶䛻䛸䛳䛶㔜せ䛰
㻝㻜 ⮬ศ䛜䛩䜛䛣䛸䛿ᚋ䛾ୡ䛾ே䛻䛸䛳䛶ఱ䜙䛛䛾ព䜢䜒䛴
㻝㻞 ከᵝ䛺᐀ᩍ䜔ᨻⓗᚿྥᛶ䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䜘䛔♫䛻䛴䛺䛜䜛
㻝㻟 ⎔ቃၥ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛻䛿䛭䜜䛮䜜䛾ᙇ䛻ᐶᐜ䛺ጼໃ䜢䜒䛴䛣䛸䛜㔜せ䛰
㻥 ⮬ศ䛾⤒㦂䛧䛶䛝䛯䛣䛸䜢ḟ䛾ୡ௦䛻ఏ䛘䜛䛣䛸䛿㔜せ䛰
㻝㻢 ⎔ቃၥ㢟䛾ゎỴ䛻䛿䛔䜝䛔䜝䛺ศ㔝䛾༠ຊ䛜ᚲせ䛰
㻝㻡 ⎔ቃၥ㢟䜢ゎỴ䛷䛝䜛ᢏ⾡䜢䜒䛳䛸㛤Ⓨ䛩䜉䛝䛰
㻝㻠 ⎔ቃၥ㢟䛻ᑐ䛩䜛ⴱ⸨䜢ゎỴ䛩䜛䛻䛿බṇ䛺どⅬ䛜㔜せ䛰
㻝㻤 ⌧ᅾ䛾⏕ά䜢⪃䛘䜛䛾䛻ᡭ୍ᮼ䛷䚸ḟୡ௦䛾䛣䛸䛺䛹㓄៖䛩䜛䜖䛸䜚䛜䛺䛔
㻝㻥 ⚾䛯䛱䛜⏕ά䜢䛒䜎䜚ኚ䛘䛺䛟䛶䜒䚸⌧௦⛉Ꮫ䛜⎔ቃၥ㢟䜢ゎỴ䛧䛶䛟䜜䜛䛰䜝䛖
㻝㻣 ⎔ቃ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛸⮬ศ䛾䛧䛯䛔䛣䛸䛜ఱ䜒䛷䛝䛺䛟䛺䜛
㻞㻝 ⚾䛰䛡䛜⎔ቃ䛾䛯䜑䛻ఱ䛛䜢䛧䛶䜒䚸䛾ே䜒ྠ䛨䛣䛸䜢䛧䛺䛡䜜䜀䚸䛒䜎䜚ព䛜䛺䛔䛸ᛮ䛖
ᅛ᭷್
⣼✚ᐤ⋡
ᅉᏊ㛫┦㛵䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷㻌䚷䚷㻌䚷㻌㻌䚷䊠
䊡
䊢
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8.12
35.3%

2.49
46.1%

1.78
53.8%

1.20
59.0%










➨㸯ᅉᏊࡣࠊࠕ⮬↛⎔ቃࢆಖㆤࡍࡿࡇࡀḟୡ௦ࡢ⦾ᰤࡘ࡞ࡀࡿࠖࠊࠕ᳜≀ࡸⲡᮌゐࢀࡿࠕ⥳
ᇼẟ(2013)࡛ࡣࠊࡑࢀࡑࢀࡢᑻᗘࡢᨵゞ∧ࡀసᡂࡉࢀࠊᚰᛶ㸷ᅉᏊࠊ⾜ື 12 ᅉᏊࡽᵓᡂࡉࢀࡿᑻᗘࡀ᪂ࡓ
㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ

1
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ࢆษࠖ࠸࠺Ẽᣢ࡞ࡿࠖ࡞ 10 㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠸ࡇࡽࠊ
ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ⫯ᐃⓗែᗘࠖᅉ
Ꮚࡋࡓࠋ➨㸰ᅉᏊࡣࠊ
ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞♫㝵ᒙࡢேࡓࡕࡢὶࢆᴦࡋࡴࡇࡀᑗ᮶ࡗ࡚㔜せࡔࠖ
ࠊ
ࠕ⮬ศࡀࡍࡿࡇࡣᚋࡢୡࡢேࡗ࡚ఱࡽࡢពࢆࡶࡘࠖ࡞㸳㡯┠ࡽ࡞ࡾࠊࠕୡ௦⥅ᢎᛶࠖ
ᅉᏊྡࡋࡓࠋ➨㸱ᅉᏊࡣࠊࠕ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ศ㔝ࡢ༠ຊࡀᚲせࡔࠖࠊࠕ⎔ቃၥ㢟ࢆ
ゎỴ࡛ࡁࡿᢏ⾡ࢆࡶࡗ㛤Ⓨࡍࡁࡔࠖ࡞㸱㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗ࡃࠕ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚿྥࠖᅉᏊࡋࡓࠋ
➨㸲ᅉᏊࡣࠕ⌧ᅾࡢ⏕άࢆ⪃࠼ࡿࡢᡭ୍ᮼ࡛ࠊḟୡ௦ࡢࡇ࡞㓄៖ࡍࡿࡺࡾࡀ࡞࠸ࠖ
ࠊ
ࠕ⚾ࡓࡕ
ࡀ⏕άࢆ࠶ࡲࡾኚ࠼࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⌧௦⛉Ꮫࡀ⎔ቃၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡞ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ែᗘ
㛵ࡍࡿ㸲㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠕ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥࠖᅉᏊࡋࡓࠋ

㸰㸧sustainable ⾜ືᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
 sustainable ⾜ືᑻᗘࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝᅉᏊศᯒ㸦᭱ᑬἲࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨㸯ᅉ
Ꮚࡣࠊࠕ⤥ჾࡽࡢ࠾ࡢࣥࢥ࢚ࠕࠊࠖࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡂࡍ࠸ࢆ

ᗘタᐃẼࢆࡘࡅࡿࠖ࡞㸲

㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗ࡃࠕ᪥ᖖⓗ㈨※⠇⣙⾜ືࠖᅉᏊྡࡅࡓࠋ➨㸰ᅉᏊࡣࠊࠕ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢࣜࢧࢡ
ࣝࠖࠊࠕ㈙࠸≀࡛ࡣࣞࢪ⿄ࢆࡶࡽࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠖ࡞㸱㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀࠊࠕࣜࢧࢡࣝࠖᅉᏊ
ྡࡋࡓࠋ➨㸱ᅉᏊࡣࠊࠕࢸࣞࣅࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࡣ࠸ࡘࡶᾘࡍࠖࠊࠕࡗ࡚࠸࡞࠸㒊ᒇࡢ↷᫂ࢆࡇࡲ
ࡵᾘࡍࠖࡢ㸰㡯┠ࡽ࡞ࡾࠊࠕ⠇㟁⾜ືࠖᅉᏊࡋࡓࠋ➨㸲ᅉᏊࡣṧࡾࡢ㸱㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵࢆ♧
ࡋࡓࡀࠊෆᐜ୍㈏ᛶࡀ࡞ࡃࠊṧవ㡯┠ࡳ࡞ࡋᅉᏊࡋ࡚ࡣᢅࢃ࡞ࡗࡓࠋ

⾲㸰㸸sustainable ⾜ືᑻᗘ㸦ᓥ∧㸧ࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
ᅉᏊ
Ϩ

㻣 ⤥ჾ䛛䜙䛾䛚䜢䛔䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛
㻢 䜶䜰䝁䞁䛾 ᗘタᐃ䛻Ẽ䜢䛴䛡䜛
㻡 ෭ⶶᗜ䛾 ᗘタᐃ䛻Ẽ䜢䛴䛡䜛
㻥 䝅䝱䞁䝥䞊䜔ᡭὙ䛔䛾䛻䛣䜎䜑䛻Ỉ䜢Ṇ䜑䜛
㻟 䜟䛺䛔䛻㟁Ẽჾල䛾䝁䞁䝉䞁䝖䜢ᢤ䛟
㻝 䝨䝑䝖䝪䝖䝹䛾䝸䝃䜲䜽䝹
㻤 ㈙䛔≀䛷䛿䝺䝆⿄䜢䜒䜙䜟䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛
㻝㻜 䝅䝱䞁䝥䞊䜔Ὑ䛺䛹䛿ワ䜑᭰䛘䛾䜒䛾䜢䛖
㻠 䝔䝺䝡䜢ぢ䛶䛔䛺䛔䛻䛿䛔䛴䜒ᾘ䛩
㻞 䛳䛶䛔䛺䛔㒊ᒇ䛾↷᫂䜢䛣䜎䜑䛻ᾘ䛩
㻝㻟 ᐙ᪘䜔ே䛸⎔ቃၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛾ヰ䜢䛩䜛
㻝㻞 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛿䜟䛪䛻㝵ẁ䛷⛣ື䛩䜛䜘䛖䛻ດ䜑䜛
㻝㻝 ⮬ᐙ⏝㌴䜔䝍䜽䝅䞊䛻䜙䛪䛻බඹ㏻ᶵ㛵䜢⏝䛩䜛
ᅛ᭷್
⣼✚ᐤ⋡
ᅉᏊ㛫┦㛵䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䊠
䊡
䊢

ϩ

Ϫ
ϫ㸦ṧవ㸧























































4.41
33.9%

1.27
43.7%

1.09
52.1%

0.92
59.2%










㸱㸧࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
 ほⓗ well-being ᑻᗘ㸦࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘ㸧ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢᅉᏊศᯒ㸦᭱ᑬἲࣉ࣐ࣟࢵࢡ
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ࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸱♧ࡍࠋ⤖ᯝࡋ࡚㸲ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ➨㸯ᅉᏊࡣࠊ
ࠕ⮬ศࡀ⏕ࡁ࡚
࠸ࡿࡇឤㅰࡢᛕࢆぬ࠼ࡿࠖࠊࠕ⮬ศࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇឤㅰࡍࡿࠖࠊ࡞ឤㅰ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠ࡢ
㈇Ⲵࡀ㧗ࡗࡓࡢ࡛ࠕឤㅰࠖᅉᏊࡋࡓࠋ➨㸰ᅉᏊࡣࠊࠕ⚾ࡣࡦࡁࡦࡁ‶㊊ឤࢆឤࡌ࡚࠸
ࡿࠖࠊࠕ⚾ࡣࡶࡢࡈࢆ࠶ࡿࡀࡲࡲཷࡅṆࡵࡿࠖ࡞㸱㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗ࡃࠊࠕ࠶ࡿࡀࡲࡲࠖᅉᏊࡋ
ࡓࠋ➨㸱ᅉᏊࡣࠊ
ࠕࡢࢇࡧࡾࡍࡿࡇࡣᚰᆅࡼ࠸ࡇࡔࠖ
ࠊ
ࠕ࠾ࡔࡸ㐣ࡈࡏࡿࡇࡀ୍␒ࡔࠖ
ࠊ࡞
㸱㡯┠ࡀ㈇Ⲵࡋࠊ
ࠕᖹ✜ࠖᅉᏊྡࡅࡓࠋ➨㸲ᅉᏊࡣࠊ
ࠕࡲࢃࡾࡢேࡓࡕ࠾࡞ࡌࡃࡽ࠸ᖾࡏࡔᛮ
࠺ࠖ
ࠊ
ࠕ㌟㏆࡞ேࡓࡕ୪ࡳࡢᖾࡏࢆᡭࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠖ
ࠊ࠸࠺㸰㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀࡳࡽࢀࠊ
ࠕே୪ࡳࠖᅉ
Ꮚࡋࡓࠋ

⾲㸱㸸࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ

㻝
㻟
㻝㻜
㻣
㻢
㻡
㻤
㻞
㻥
㻠
㻝㻝
㻝㻞

⮬ศ䛜⏕䛝䛶䛔䜛䛣䛸䛻ឤㅰ䛾ᛕ䜢ぬ䛘䜛
⮬ศ䛜⏕䜎䜜䛶䛝䛯䛣䛸䛻ឤㅰ䛩䜛
䛩䜉䛶䛾䜒䛾䛻ឤㅰ䛾ᛕ䜢ぬ䛘䜛
⚾䛿䜂䛸䛸䛝䜂䛸䛸䛝䛻‶㊊ឤ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛
⚾䛿䜒䛾䛤䛸䜢䛒䜛䛜䜎䜎䛻ཷ䛡Ṇ䜑䜛
䛣䛣䛻䛔䜛䛣䛸䛰䛡䛷⚾䛻䛿ព䛜䛒䜛
┠ⓗ䜒ᣢ䛯䛪䛻୍ே䛷䜆䜙䜆䜙Ṍ䛟䛾䛜ዲ䛝䛰
䛾䜣䜃䜚䛩䜛䛣䛸䛿ᚰᆅ䜘䛔䛣䛸䛰
䛚䛰䜔䛛䛻㐣䛤䛫䜛䛣䛸䛜୍␒䛰
ఱ䜒䛧䛺䛔䛷㐣䛤䛩䛣䛸䛿ᚰᆅ䜘䛔
䜎䜟䜚䛾ே䛯䛱䛸䛚䛺䛨䛟䜙䛔ᖾ䛫䛰䛸ᛮ䛖
㌟㏆䛺ே䛯䛱୪䜏䛾ᖾ䛫䜢ᡭ䛻䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖















ᅉᏊ










































ᅛ᭷್
⣼✚ᐤ⋡

4.96
41.4%

1.97
57.8%

0.95
65.7%

0.89
73.1%












ᅉᏊ㛫┦㛵
䊠
䊡

䊢

㸲㸧ୗᑻᗘࡢグ㏙⤫ィ
 㸱ࡘࡢᑻᗘࡢୗᑻᗘࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠊᛶ࠾ࡼࡧᖺ௦ࢆせᅉࡍࡿ㸰せᅉศᩓศᯒࡼࡾᚓⅬᕪ
ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ⾲㸲㹼⾲㸴♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊsustainable ᚰᛶ㛵ࡍࡿホᐃࡣࠊ㸯㸸࡚ࡶࡑ
࠺ᛮ࠺㹼㸴㸸ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊࡢ㸴ẁ㝵ホᐃࠊsustainable ⾜ື㛵ࡍࡿホᐃࡣࠊ㸯㸸࠸ࡘࡶࡸࡗ
࡚࠸ࡿ㹼㸲㸸ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡢ㸲ẁ㝵ホᐃ࡛ࠊᚓⅬࡀప࠸ࠊsustainable ࡞ᚰᛶࡀ㧗ࡃࠊ⾜ືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤ㛵ࡍࡿホᐃࡶࠊ㸯㸸࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺㹼㸴㸸ࡃ
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠊࡢ㸴ẁ㝵ホᐃ࡛࠶ࡾࠊᚓⅬࡀప࠸ well-being ࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ⤖ᯝࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊsustainable ᚰᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫯ᐃⓗែᗘࠊୡ௦⥅ᢎᛶࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴ
࡛ࡣࠊ㧗ᖺ㱋ୡ௦࡞ࡿࡘࢀ࡚ᚓⅬࡀపୗࡋࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸࣈ࡞ᚰᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇࠊ㏫
ࢿ࢞ࢸࣈ࡞ᚰᛶ࡛࠶ࡿ⪅౫ᏑⓗゎỴ࡛ࡣᚓⅬࡀୖ᪼ࡋࠊࢿ࢞ࢸࣈ࡞ᚰᛶࡀపୗࡍࡿࡇࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᛶᕪ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍㈏ࡋ࡚ዪᛶࡢᚓⅬࡀపࡃࠊዪᛶࡢ࠺ࡀ⎔ቃᑐࡋ࣏ࢪࢸࣈ࡞ᚰ
ᛶࢆࡶࡘࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊᏛ⏕ࡑࡢ୧ぶࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓᇼẟ(2012)ࡢ⤖ᯝ
୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ⱝᖺ௦ࡢ⏨ᛶᑐࡋࠊ⎔ቃၥ㢟㛵ࡍࡿၨⵚάືࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚
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࠸ࡿࠋ⾜ື࡛ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࠊⱝᖺ௦ࡼࡾ㧗ᖺ௦ࡀ sustainable ⾜
ືࢆࡼࡃ⾜࠺ࡇࠊࡲࡓ⯡ᚓⅬࡀ㸰Ⅼ㸦ࡁࡁࡸࡿ㸧ࡼࡾపࡃࠊࡾࢃࡅ㧗ᖺ௦ዪᛶ࡛ࡣࠊࡇ
࠺ࡋࡓ⾜ືࡀ᪥ᖖⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡶᇼẟ(2012)ࡢ▱ぢྠ୍࡛࠶ࡿࠋ
࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘࡢᚓⅬࡶᛶᕪࡸୡ௦ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊࠕᖹ✜ࠖឤࡸࠕே୪ࡳࠖឤ࡞✜ࡸ
࡞ᖾ⚟ឤࡣዪᛶࡢ࠺ࡀ㧗࠸ࡇ㸦ᚓⅬࡀప࠸㸧
ࠊࡲࡓࠊ
ࠕឤㅰࠖࡸࠕ࠶ࡿࡀࡲࡲࠖ
ࠊ
ࠕே୪ࡳࠖ࠸ࡗ
ࡓᖾ⚟ឤࡣࠊୡ௦ࡶ㧗ࡲࡿ㸦ᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡿ㸧ࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸲㸸sustainable ᚰᛶᑻᗘ㸦ᓥ∧㸧ࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ
ᖺ௦
䠎䠌௦
⫯ᐃⓗែᗘ

⏨ᛶ
ዪᛶ
ୡ௦⥅ᢎᛶ ⏨ᛶ
ዪᛶ
⎔ቃၥ㢟ゎỴ ⏨ᛶ
ዪᛶ
⪅౫ᏑゎỴ ⏨ᛶ
ዪᛶ

䠏䠌௦

䠐䠌௦

䠑䠌௦

䠒䠌௦

















































ຠᯝ
స⏝ ከ㔜ẚ㍑
ᛶ䠄㻲್䠅 ୡ௦䠄㻲್䠅 䠄㻲್䠅
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㼜㻚㻨㻚㻜㻡㻝
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㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜

㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜












㼜㻚㻨㻚㻜㻞㻝

㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜

㼚㻚㼟㻚

㼜㻚㻨㻚㻜㻠㻥



㼚㻚㼟㻚


㼚㻚㼟㻚


㼚㻚㼟㻚


㼚㻚㼟㻚

స⏝

⏨ᛶ䠚ዪᛶ



㻞㻜㻪㻠㻜㻘㻢㻜㻌㻌㻌㻟㻜㻪㻢㻜
⏨ᛶ䠚ዪᛶ
!






ዪᛶ㸼⏨ᛶ
!








⾲㸳㸸sustainable ⾜ືᑻᗘ㸦ᓥ∧㸧ࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ

ᖺ௦
䠎䠌௦

䠏䠌௦








᪥ᖖⓗ⠇⣙⾜ື ⏨ᛶ
ዪᛶ
䝸䝃䜲䜽䝹⾜ື ⏨ᛶ
ዪᛶ
⠇㟁⾜ື
⏨ᛶ
ዪᛶ

䠐䠌௦








䠑䠌௦








䠒䠌௦















ຠᯝ
స⏝ ከ㔜ẚ㍑
ᛶ䠄㻲್䠅 ୡ௦䠄㻲್䠅䠄㻲್䠅 ຠᯝ
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㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻞

㼚㻚㼟㻚

㼚㻚㼟㻚

㼚㻚㼟㻚
㼚㻚㼟㻚

స⏝
⏨ᛶ䠚ዪᛶ
㻞㻜㻘㻟㻜㻪㻡㻜
⏨ᛶ䠚ዪᛶ

!!

⏨ᛶ䠚ዪᛶ









⾲㸴㸸࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ

ᖺ௦
䠎䠌௦
ឤㅰ

⏨ᛶ
ዪᛶ
䛒䜛䛜䜎䜎 ⏨ᛶ
ዪᛶ
ᖹ✜
⏨ᛶ
ዪᛶ
ே୪䜏
⏨ᛶ
ዪᛶ

䠏䠌௦

䠐䠌௦

䠑䠌௦

䠒䠌௦
























































ຠᯝ
స⏝ ከ㔜ẚ㍑
ᛶ䠄㻲್䠅 ୡ௦䠄㻲್䠅 䠄㻲್䠅
ຠᯝ








㼚㻚㼟㻚


㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜


㼚㻚㼟㻚 㻞㻜㻘㻟㻜㻘㻠㻜㻘㻡㻜㻪㻢㻜



㼚㻚㼟㻚


㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻞


㼜㻚㻨㻚㻜㻥㻟


㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜


㼚㻚㼟㻚


㼚㻚㼟㻚


㼜㻚㻨㻚㻜㻝㻤

㼜㻚㻨㻚㻜㻜㻜

㻞㻜㻘㻟㻜㻘㻠㻜㻪㻢㻜
⏨ᛶ䠚ዪᛶ

⏨ᛶ䠚ዪᛶ

㼚㻚㼟㻚 㻞㻜㻘㻟㻜㻘㻠㻜㻘㻡㻜㻪㻢㻜

స⏝









㸳㸧ୗᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵
 ḟࠊୗᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵ࢆồࡵࡓࠋSustainable ᚰᛶ⾜ືࡢ┦㛵ࢆ⾲㸵ࠊwell-being ᚰᛶ࣭
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⾜ືࡢ┦㛵ࢆ⾲㸶♧ࡍࠋ

⾲㸵㸸sustainable ᚰᛶᑻᗘ⾜ືᑻᗘࡢ┦㛵

䊻⾜ື
䊼ᚰᛶ
⫯ᐃⓗែᗘ

ୡ௦⥅ᢎᛶ
⎔ቃၥ㢟ゎỴ
⪅౫ᏑゎỴ

᪥ᖖⓗ⠇⣙


ࣜࢧࢡࣝ


⠇㟁













 



⾲㸶㸸࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᑻᗘ sustainable ᚰᛶ࣭⾜ືᑻᗘࡢ┦㛵

䊻⾜ື

䊻ᚰᛶ

䊼well-being ⫯ᐃⓗែᗘ ୡ௦⥅ᢎᛶ ⎔ቃၥ㢟ゎỴ⪅౫ᏑゎỴ ᪥ᖖⓗ⠇⣙ ࣜࢧࢡࣝ



QV


ឤㅰ



QV
 
䛒䜛䛜䜎䜎
 





 
ᖹ✜



QV

ே୪䜏
 

⠇㟁



 

 ⤖ᯝࡣࠊᚰᛶ⾜ືᑻᗘ㛫୰⛬ᗘࡽᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡿࡇࠊ⪅౫ᏑⓗゎỴᚰᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
᭷ព࡞┦㛵࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ⾜ືࡢ㛵㐃ࡣప࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊwell-being ᚰᛶ࣭⾜ື
ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ௦⥅ᢎᛶឤㅰࠊ࠶ࡿࡀࡲࡲࠊே୪ࡳᅉᏊࡢ┦㛵ࡀࡁࢃࡵ࡚㧗࠸ࡇࠊ⫯ᐃ
ⓗែᗘࡸ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚰᛶ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᅉᏊࡢ㛫ࡶ୰⛬ᗘࡽᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ
ࠊࡲࡓࡇࡇ࡛ࡶ⪅౫ᏑⓗゎỴᚰᛶࡣ well-being 㛵㐃ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
sustainable ⾜ື࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࡢ┦㛵ࡣ⯡᭷ព࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢᙅ࠸┦㛵ࡲࡾࠊᇼ
ẟ㸦2012㸧ྠᵝࠊᚰᛶ well-being ࡣᙉ࠸㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⾜ື well-being ࡢ㛵㐃ࡣప࠸࠸
࠺⤖ᯝࡀ⌧ࡉࢀࡓࠋ

㸴㸧ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝ
 ᭱ᚋࠊsustainable ᚰᛶࡽࠊsustainable ⾜ືࢆ⤒࡚ࠊwell-being ࡘ࡞ࡀࡿࣃࢫࠊᚰᛶ
ࡽ┤᥋ well-being ࡘ࡞ࡀࡿࣃࢫࢆ௬ᐃࡋࡓࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡼࡾ㛵㐃ᛶࡢ᳨ウ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣔࢹࣝࢹ࣮ࢱయࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡢࣃࢫಀᩘࢆᅗ㸯♧ࡍࠋ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡶ♧ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺ࠊᚰᛶ well-being ࡢ㛫ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚ᙉ࠸㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓᚰᛶ⾜ືࡢ㛫ࡣ୰⛬
ᗘࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡾࠊ⾜ື well-being ࡢ㛫ࡣ㛵㐃ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊᇼẟ(2012)࡛♧ࡉ
ࢀࡓ⤖ᯝྠ୍࡛࠶ࡾࠊwell-being ࡢᣦᶆࢆኚ࠼࡚ࡶࠊࡑࡢ▱ぢࡀ⌧ࡉࢀࡓ࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࠊᅇ
ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊୡ௦⥅ᢎᛶ㸦ᚰᛶ㸧ே୪ࡳ㸦well-being㸧ࡢ㛫.90 ࠸࠺ࡁࢃࡵ࡚ᙉ࠸┦㛵ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࠊࡇࢀࡀᚰᛶ well-being ࡢ㛵㐃ᙳ㡪ࡋࠊ1.00 ࢆ㉸࠼ࡿ㐺ษ࡞ࣃࢫಀᩘࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
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ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ

⫯ᐃⓗែᗘ

.48**

⎔ቃၥ㢟
ゎỴ

ୡ௦⥅ᢎᛶ

᪥ᖖⓗ⠇⣙

.30**

.99**

.75**
.31**

Sustainable
ᚰᛶ

⠇㟁⾜ື

䝸䝃䜲䜽䝹

.66**

.67**

Sustainable
⾜ື

1.08**

-.05
䝭䝙䝬䝸䝇䝖
ᖾ⚟ឤ

.66**
ឤㅰ

.57**
䛒䜛䛜䜎䜎

.44**

.86**
ᖹ✜

ே୪䜏

ᅗ䠍䠖sustainable ᚰᛶ䚸⾜ື䚸䝭䝙䝬䝸䝇䝖ᖾ⚟ឤ䛾㛵㐃ᛶ

⾲㸷㸸⏨ዪูࡲࡓୡ௦ูࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡼࡿࣃࢫಀᩘࡢ┦㐪

య
⏨ᛶ
ዪᛶ
䠎䠌௦
䠏䠌௦
䠐䠌௦
䠑䠌௦
䠒䠌௦

ᚰᛶ䊼 ᚰᛶ䊼 ⾜ື䊼 ᚰᛶ䊼
⾜ື䊼
㻿㼃㻮䊼
㐺ྜᗘ
⾜ື 㻿㼃㻮 㻿㼃㻮 ⫯ᐃែᗘ ୡ௦⥅ᢎ ⎔ቃゎỴ ᪥ᖖ⠇⣙ 䝸䝃䜲䜽䝹 ⠇㟁 ឤㅰ 䛒䜛䛜䜎䜎 ᖹ✜ ே୪䜏 䃦㻞
㻳㻲㻵 㻾㻹㻿㻱㻭
㻜㻚㻟㻝 㻝㻚㻜㻤 㻙㻜㻚㻜㻡
㻜㻚㻠㻤
㻜㻚㻥㻥
㻜㻚㻟㻜
㻜㻚㻣㻡
㻜㻚㻢㻢
㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻜
㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻠㻠 㻜㻚㻤㻢 㻢㻥㻜㻚㻟㻡㻖㻖 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻞㻜
㻜㻚㻞㻡 㻝㻚㻜㻤 㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻡㻠
㻝㻚㻜㻜
㻜㻚㻟㻞
㻜㻚㻣㻜
㻜㻚㻣㻝
㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻟
㻜㻚㻡㻡 㻜㻚㻟㻥 㻜㻚㻤㻟 㻠㻜㻝㻚㻠㻟㻖㻖 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻟㻜 㻝㻚㻜㻢 㻙㻜㻚㻜㻟
㻜㻚㻠㻜
㻜㻚㻥㻤
㻜㻚㻞㻣
㻜㻚㻤㻝
㻜㻚㻡㻢
㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻥
㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻠㻠 㻜㻚㻤㻥 㻟㻢㻡㻚㻥㻞㻖㻖 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻞㻝
㻜㻚㻟㻣 㻝㻚㻞㻟 㻙㻜㻚㻜㻥
㻜㻚㻡㻞
㻜㻚㻥㻞
㻜㻚㻟㻟
㻜㻚㻤㻝
㻜㻚㻣㻞
㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻠㻝 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻣㻥 㻝㻢㻜㻚㻠㻤㻖㻖 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻞㻜
㻜㻚㻠㻢 㻝㻚㻜㻜 㻙㻜㻚㻜㻤
㻜㻚㻡㻟
㻝㻚㻜㻞
㻜㻚㻠㻞
㻜㻚㻣㻢
㻜㻚㻤㻠
㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻣㻞
㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻝㻤 㻜㻚㻥㻟 㻞㻜㻣㻚㻤㻥㻖㻖 㻜㻚㻣㻞 㻜㻚㻞㻠
㻜㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻣 㻙㻜㻚㻜㻡
㻜㻚㻠㻞
㻝㻚㻜㻤
㻜㻚㻝㻤
㻜㻚㻢㻟
㻜㻚㻠㻣
㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻢㻜
㻜㻚㻡㻝 㻜㻚㻠㻣 㻜㻚㻤㻡 㻝㻡㻣㻚㻠㻞㻖㻖 㻜㻚㻤㻜 㻜㻚㻞㻜
㻜㻚㻡㻜 㻜㻚㻡㻥 㻙㻜㻚㻜㻞
㻜㻚㻤㻣
㻜㻚㻡㻜
㻜㻚㻣㻡
㻜㻚㻥㻜
㻜㻚㻢㻞
㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻤㻜
㻜㻚㻤㻤 㻜㻚㻞㻢 㻜㻚㻣㻡 㻟㻜㻢㻚㻜㻤㻖㻖 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻞㻥
㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻟㻡 㻜㻚㻝㻟
㻜㻚㻤㻢
㻜㻚㻠㻞
㻜㻚㻤㻞
㻜㻚㻢㻢
㻜㻚㻟㻣
㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻤㻠
㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻝㻥 㻜㻚㻣㻟 㻞㻤㻥㻚㻝㻝㻖㻖 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻞㻤

 ⾲㸷ࡣࠊయࡢࠊᛶู࣭ୡ௦ูࡢࣃࢫಀᩘࡢ┦㐪ࢆ♧ࡋࡓࠋ⾲ࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊᛶᕪࡣ
ࢇࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍᪉ୡ௦ᕪࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊᚰᛶЍ⾜ືࡢࣃࢫಀᩘࡣୡ௦ࡶቑຍࡍࡿࡢ
ᑐࡋ㸦ࡓࡔࡋ 40 ௦࡛ࡣእⓗప࠸㸧
ࠊᚰᛶЍSWB ࡢࣃࢫಀᩘࡣୡ௦ࡶపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ື
ࡽ SWB ࡢࣃࢫࡣ୍㈏ࡋ࡚ప࠸ࠋࡲࡓࠊᚰᛶ࡛ࡣ⫯ᐃⓗែᗘࡸ⎔ቃゎỴࡢࣃࢫࡀୡ௦ࡶ
㧗ࡲࡿ୍᪉࡛ࠊୡ௦⥅ᢎᛶࡢࣃࢫࡀపୗࡍࡿഴྥࡶぢࡽࢀࡿࠋ⾜ືࡢࣃࢫಀᩘࡢୡ௦ࡼࡿኚ
ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊࣜࢧࢡࣝࡣୡ௦ࡶపୗࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋSWB ࡛ࡣࠊឤㅰࡢࣃࢫ
ࡀୡ௦ࡶ㧗ࡲࡾࠊᖹ✜ࡢࣃࢫࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋே୪ࡳࡢࣃࢫࡣୡ௦ࢃࡽࡎ㧗࠸ࠋ
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㸲㸬⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊsustainability 㛵㐃ࡍࡿᚰᛶ㸦sustainable ᚰᛶ㸧࠾ࡼࡧ⾜ືഴྥ㸦sustainable ⾜
ື㸧ࡀࠊ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤ㸦Kan,et al.,2009㸧ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࢆࡶࡘࠊつᶍ web ㄪᰝࡼࡾ
᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࡘ࠸࡚ࠊweb ㄪᰝ⏝ෆᐜࢆኚ࠼ࠊ⡆␎∧ࡋ࡚ᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊ
sustainable ᚰᛶࡣࠊ
ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ⫯ᐃⓗែᗘࠖ
ࠊ
ࠕୡ௦⥅ᢎᛶࠖ
ࠊ
ࠕ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚿྥࠖ
ࠊ
ࠕ⪅౫Ꮡ
ⓗゎỴᚿྥࠖࡢ㸲ᅉᏊࡲࡲࡗࡓࠋᇼẟ(2012)࡛ࡣࠊ
ࠕୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࠖ
ࠊ
ࠕ⎔ቃಖㆤ౯್ほࠖ
ࠊ
ࠕ᳜≀
ぶឤࠖ
ࠊ
ࠕබṇ࣭ྜ⌮ᛶࠖࡢ㸲ᅉᏊࡀᚓࡽࢀࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࠕୡ௦⥅ᢎᛶព㆑ࠖࠕ⎔ቃಖㆤⓗ౯್
ほࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀᅇࡢୡ௦⥅ᢎᛶࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ⫯ᐃⓗែᗘࡰྠ୍ࡢෆᐜぢ࡞ࡍࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᇼẟ(2013)ࡢᨵゞ∧࡛ࡣࠊᚰᛶ㸷ᅉᏊࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰ࡶࠕୡ௦⥅ᢎᛶࠖ
ࠕᣢ⥆ⓗ⎔ቃࡢ㛵ᚰࠖ࠸࠺㸰ᅉᏊࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᅉᏊࡣ sustainable ᚰᛶࡢ㡹ᙉ࡞ᵓ
ᡂᅉ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠕ᳜≀ぶឤࠖࡸࠕබṇ࣭ྜ⌮ᛶࠖࡣࠊᅇࡢศᯒ࡛ࡣᅉᏊ
ࡋ࡚ᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ㡯┠㑅ᢥࡢ㝿㛵㐃㡯┠ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡞ࡗࡓࡇࡼࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊᇼẟ(2013)ࡢศᯒ࡛ࡣࠊᅇࡢࠕ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚿྥࠖ࠶ࡓࡿᅉᏊࡀࠕ⎔ቃゎỴࡢ
㛵ᚰࠖᅉᏊࡋ࡚ࠊࡲࡓࠕ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥࠖᅉᏊࡀࠕ⎔ቃၥ㢟ࡢྰᐃⓗែᗘࠖ࠸࠺⊂❧ࡋࡓ
ᅉᏊࡋ࡚ᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
ࠕ᳜≀ぶឤࠖࡣࠕ⎔ቃぶឤࠖ
ࠊ
ࠕබṇ࣭ྜ⌮ᛶࠖࡣࠊ
ࠕุ᩿ࡢྜ⌮
ᛶࠖࡋ࡚㸷ᅉᏊࡢ୰ྵ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ▱ぢࢆࡅ࡚࠸ࡿࠋ
Sustainable ⾜ືࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ᪥ᖖⓗ⠇⣙⾜ືࠖ
ࠕࣜࢧࢡࣝࠖ
ࠕ⠇㟁⾜ືࠖࡢ㸱ᅉᏊࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࠕ᪥ᖖⓗ࢚ࢥάືࠖᅉᏊࡣࠊᇼẟ㸦2012㸧ࡢᨵゞ∧ࡢ᳨ウ࡛ࡶᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕࣜ
ࢧࢡࣝࠖࡸࠕ⠇㟁ࠖࡣࠊᇼẟ(2012)࡛ࡣࡲࡲࡗࡓᅉᏊࢆᵓᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᨵゞ∧ᑻᗘ࡛ࡣ
ࡑࢀࡒࢀྠ୍ࡢᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡸࡣࡾศᯒ⤖ᯝࡢጇᙜᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋṧవ㡯┠࡞ࡗࡓ㸱
㡯┠ࡣࠊᨵゞ∧ᑻᗘ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿᅉᏊࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠࡛࠶ࡾࠊ㡯┠ᩘࢆቑࡸࡏࡤᅉᏊࡋ
࡚ᡂ❧ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊKan, et al.(2009)ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ
ࠕឤㅰࠖࠕᖹⓗ㐟㞳ࠖࡢ㸰
ᅉᏊࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋHorike(2013)ࡢศᯒ࡛ࡣࠊࠕឤㅰࠖࡶࠊࠕᖹⓗ㐟㞳ࠖࡀࠕ࠶ࡿࡀࡲࡲࠖ
ᅉᏊࠕᖹ✜ࠖᅉᏊศࢀࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᅇࡢศᯒ⤖ᯝࡣࠊࡇࡢ▱ぢࢆᨭᣢࡍࡿࡶࠊ
ࡉࡽࠕே୪ࡳࠖᅉᏊࡀ᪂ࡓ࡞ᅉᏊࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠋHitokoto & Uchida(2014)ࡼࡗ࡚᪂ࡓ㛤
Ⓨࡉࢀࡓ┦༠ㄪⓗᖾ⚟ឤᑻᗘ࡛ࡶࠊ᪥ᮏேࡀࡇ࠺ࡋࡓࠕே୪ࡳࠖࡢᖾࡏࢆ㔜どࡍࡿࡇࡀᣦࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊほⓗ well-being ࡢ᪥ᮏⓗ࡞ഃ㠃ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㸲ᅉᏊᵓ㐀ࡀ㔜せ࡞ពࢆࡶࡘࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢୗᑻᗘࡘ࠸࡚ࠊᛶୡ௦ࢆせᅉࡍࡿศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᛶ㛵ࡋ࡚ࡣ⏨ᛶࡼࡾ
ዪᛶࡢ࠺ࡀࠊsustainable ࡞ᚰᛶࡀ㧗ࡃࠊ⾜ືࡶࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊୡ௦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᖺ௦
࡞ࡿࠊᚰᛶࡀ㧗ࡃࠊ⾜ືࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᇼẟ㸦2012㸧࡛ࡣࠊ⏨ᏊᏛ⏕ࡢ
ᚓⅬࡢపࡉࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕ࡼࡾぶୡ௦ࠊ⏨ᛶࡼࡾዪᛶࡢ࠺ࡀ㧗ᚓⅬࢆ♧ࡍ࠸࠺ഴྥ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅇࡶ⤖ᯝࡀ⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡹࡞⤖ᯝ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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 ┦㛵ศᯒ࡛ࡣࠊᚰᛶ⾜ື㛫୰⛬ᗘࡽᙅ࠸㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡶඛ⾜◊✲ࡢ⤖
ᯝ୍⮴ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᚰᛶࢆㄝ᫂ኚᩘࠊ⾜ືࢆᚑᒓኚᩘࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᖖⓗ⠇⣙
⾜ືࣜࢧࢡࣝ⾜ືࡣᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ⫯ᐃⓗែᗘࡢ㧗ࡉࠊ⪅౫Ꮡⓗၥ㢟ゎỴࡢపࡉࡼࡗ࡚ࠊ
ࡲࡓࠊ⠇㟁⾜ືࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚿྥࠊ⪅౫Ꮡⓗၥ㢟ゎỴࠊୡ௦⥅ᢎᛶࡼࡗ࡚ண
♧ࡉࢀࡓࠋᇼẟ(2012)࡛ࡣࠊ⾜ືࡢᅉᏊࡈࠊண

ࡉࢀࡿࡇࡀ

ᙺ❧ࡘᚰᛶࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊᅇ

ࡣࡑ࠺ࡋࡓಶูࡢ㛵㐃ᛶࡣ᫂☜࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㡯┠ࡢ㑅ᢥࡸᅉᏊᩘࡀᑡ࡞ࡃࡲࡲࡗࡓࡇ
ࡼࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ほⓗ well-being ᚰᛶࡢ㛫ࡣࠊ
ࠕ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥࠖࢆ㝖ࡁᙉ࠸㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡾࢃ
ࡅࠊ
ࠕୡ௦⥅ᢎᛶࠖᚰᛶࠊwell-being ࡢࠕே୪ࡳࠖ
ࠕឤㅰࠖ
ࠕ࠶ࡿࡀࡲࡲࠖࡢ㸱ᅉᏊ㛫ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚
ᙉ࠸㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㡯┠ෆᐜࡣ㔜」ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡋࠊᩓᕸᅗ࡛☜ㄆࡋ࡚ࡶࠊ୧⪅ࡢ㛫ࡣ᫂☜
࡞┤⥺ⓗ㛵㐃ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊḟୡ௦ఱࢆṧࡋࡓ࠸࠸࠺ᚰᛶࡀ㧗࠸ࠊே୪ࡳࡢᖾ⚟
ឤࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤぬࡀᙉࡃ࡞ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㛵㐃ᛶࡣࠊᖖ㆑ⓗࡶ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࡘ࡞ࡀࡾࡔࡀࠊᚋࠊᅉᯝ㛵ಀࡸࣉࣟࢭࢫࡢ⌮ゎࡶྵࡵࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉
࡛⾜ື well-being ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣపࡃࠊࡇࢀࡶᇼẟ(2012)ࡢ▱ぢࡢ⌧࡞ࡗࡓࠋ
 ᭱ᚋࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࠊsustainable ᚰᛶ⾜ືࠊsustainable ᚰᛶ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟
ឤࡢ㛫ᙉ࠸㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡶᇼẟ(2012)ྠ୍ࡔࡀࠊᅇࡢศᯒࡣࠊᚰ
ᛶ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࡢ㛵㐃ࡀࡁࢃࡵ࡚ᙉ࠸ࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍㒊㧗࠸┦㛵ࡀ࠶ࡿࡇࡀᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ⯆῝࠸⤖ᯝ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ≉ࠊୡ௦⥅ᢎᛶே୪ࡳࡢᖾ
⚟ឤࡢ㛵㐃ࡀᙉࡃࡳࡽࢀࡓࡇࡣὀ┠್ࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⤖ᯝࢆ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ࡞ࡽࠊ
ඹ㏻ࡢ₯ᅾኚᩘࡽྛᅉᏊࡢಀᩘࡣప࠸㒊ศࡶከࡃࠊᚰᛶ࣭⾜ືࡋ࡚ඹ㏻ࡢせᅉࢆ௬ᐃ࡛ࡁࡿ
ၥ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊsustainable ⾜ືᖾ⚟ឤࡢ㛫ࡣࢇ㛵㐃ࡀぢࡽ
ࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶᇼẟ(2012)ࡢ▱ぢᩚྜࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋSustainable ࡞⾜ືࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊ
᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚࠶ࡿ✀ࡢࢥࢫࢺࢆࡶ࡞࠺ࡇࡀከࡃࠊࡑࢀࡀ well-being ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇࡣ
┤ឤⓗ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡔࡽࡇࡑࠊ⾜ືⓗ࡞ධࡼࡗ࡚ᚰᛶࡢྥୖࡸ well-being ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿ
ᡭ❧࡚ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ60 ௦࡞ࡿࠊᚰᛶ⾜ືࡢ㛵㐃ᛶࡣ㧗ࡲࡾࠊ⾜
ື well-being ࡢ㛵㐃ࡶࡸࡸ㧗ࡲࡿഴྥࡀぢ࡚ࢀࡿࠋ୍᪉࡛ᚰᛶ⾜ືࡢ㛵㐃ࡣపୗࡍࡿࡀࠊグ㏙
⤫ィࡢศᯒ⤖ᯝࡣࠊ50 ௦ࠊ60 ௦ࡢᚰᛶࡸ⾜ືࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢୡ௦࡛ࡣࠊsustainable ࡞ᚰ
ᛶ࣭⾜ືࡢ㔜せᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠸࠸࠼ࢀࡤ᪥ᖖ⾜ືࡢ⤒㦂ⓗ࡞✚ࡼࡗ࡚ᚰᛶࡸ
⾜ືࡢྥୖࡀࡳࡽࢀࡿࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⯡ࠊᅇࡢつᶍ web ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊᇼẟ(2012)ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㏣ㄆࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋࠊ
ධᐇ㦂ࡼࡾࠊsustainable ⾜ືࢆពᅗⓗᐇ⾜ࡍࡿࡀࠊᚰᛶࡸ well-being ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡃࠊ࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮ᏛⓗほⅬࢆࡩࡲ࠼ࠊᐇドⓗ࡞᳨ウࢆ⥆ࡅࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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⎔ቃၥ㢟ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑̿♫㛵ಀ㈨ᮏࡽࡢ᳨ウ̿
ᓥ ᑦ㸦♫Ꮫ㒊㸧
ᇼẟ ୍ஓ㸦♫Ꮫ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⎔ቃၥ㢟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࠊ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊ
ほⓗ well-being

㸯㸬♫㛵ಀ㈨ᮏ⎔ቃၥ㢟
ேࠎࡀࠊಶேࡢྜ⌮ⓗ࡞⾜ືࡋ࡚ᛌ㐺࡛౽࡞⏕άࢆồࡵࡓ⤖ᯝࠊ⎔ቃࡀᝏࡋ࡚ேࠎᦆኻࢆ
ࡶࡓࡽࡍࡇ࡞ࡿ࠸࠺ព࡛ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡣ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡢᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥ
ࡢゎỴࡢᡭࡀࡾࡋ࡚ࠊPutnam㸦2000㸧ࡣ♫㛵ಀ㈨ᮏ㸦ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸧ࡢ㔜せᛶࢆ
ᣦࡋࡓࠋ♫㛵ಀ㈨ᮏࡣࠊࠕேࠎࡢ༠ㄪ⾜ືࢆάⓎࡍࡿࡇࡼࡾ♫ࡢຠ⋡ᛶࢆᨵၿ࡛ࡁࡿࠊ
ಙ㢗ࠊつ⠊ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸ࡗࡓ♫⤌⧊ࡢ≉ᚩࠖ
㸦Putnam, 1993㸧ᐃ⩏ࡉࢀࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢ
㇏࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡛ࡣࠊ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥᑐࡍࡿ⮬Ⓨⓗ࡞༠ຊࡼࡿゎỴࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿᙇࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣓ࣜ࢝ࡢྛᕞࡘ࠸࡚ࠊබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡸࠊᨻᗓᶵ㛵
ࡢⓎ⾲ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡞ᇶ࡙ࡃ 14 ࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᣦᩘࠖࢆồࡵࠊᣦᩘࡢ
㧗࠸ᕞࡣప࠸ᕞẚ࡚ᩍ⫱ࡸᏳࠊᗣ࡞ᕷẸ⏕ά⯡ࡢ㉁ࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡋࡋࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᴫᛕࡣከࡃࡢഃ㠃ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᴫᛕࢆᏛၥⓗ⏝࠸ࡿࡇᑐ
ࡋ࡚ࡣᢈุࡶከ࠸ࠋ✄ⴥࡽ㸦2014㸧ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᢈุࢆࠊ
ࠕᐃ⩏ࠖ
ࠊ
ࠕຍ౯್ࠖ
ࠊ
ࠕ

ᐃࠖ
ࠊ
ࠕᅉᯝ㛵ಀࠖ
ࠊ

ࠕᨻ⟇ᡭẁࠖࡢ 5 ࡘ㛵ࡍࡿࠕ࠶࠸ࡲ࠸ࡉࠖࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ

ᐃࡢ࠶࠸ࡲ࠸ࡉࠖ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᐃ⩏࠶ࡿࠕಙ㢗ࠊつ⠊ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢከ㠃ᛶࡼࡿࡇࢁࡀࡁ
࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋPutnam㸦2000㸧ࡢ 14 ࡢᣦᶆࡢ୰ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᐇែ㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦㸬
ேཱྀ 1000 ே࠶ࡓࡾࡢ NPO ࡢᩘ㸧
ࠊಶேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸάື㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦㸬ཤᖺࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡢᴗ࡛ാ࠸ࡓᅇᩘ㸧ࠊಶேࡢ⚾ⓗ࡞ࡁྜ࠸㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦㸬ཤᖺࠊேࢆᐙᣍᚅࡋࡓࡇࡀ
ఱᅇ࠶ࡿ㸧
ࠊಶேࡢ౯್ほ㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦㸬
ࠕከࡃࡢேࡣಙ㢗࡛ࡁࡿࠖ⪃࠼ࡿேࡢྜ㸧ࡀΰᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋPutnam㸦2000㸧ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᣦᩘ 14 ࡢᣦᶆࡢᚓⅬࡢ㛫㧗࠸┦㛵ࡀ
࠶ࡿࡇࢆጇᙜᛶࡢ᰿ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᐃᑐ㇟ࡢ࠶࠸ࡲ࠸ࡉࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊࡑࢀࡽࡢᣦ
ᶆࡢᇶ‽࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸάືࡸ⏕άࢫࢱࣝࡣࠊᅜࡸᩥࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇࡽࠊ
♫㛵ಀ㈨ᮏ㛵ࡍࡿỗ⏝ࡢ

ᐃᣦᶆࢆᐃࡵࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸦ᓥ㸪2013㸧
ࠋ

 ⎔ቃၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢከᵝ࡞ഃ㠃ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᙳ㡪ࢆᣢࡘࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⎔ቃၥ㢟ࡣࠊఫẸࡀᏳ࡛ᗣ࡞♫⏕άࢆႠࡴୖ࡛ࡢ㌟㏆࡞㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿ
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ྠࠊᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡶࡘ࡞ࡀࡿሙྜࡀከ࠸㸦ຍ⸨㸪2013㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴࡢᡭࡀ
ࡾࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡈࡢ♫㛵ಀ㈨ᮏࢆ

ᐃࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇࡣពࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ

ࡓ࠼ࡤ⎔ቃၥ㢟♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᅜ㝿ẚ㍑ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᅜࡸᩥࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ඹ
㏻ࡢ

ᐃᣦᶆࡀᚲせࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋᓥ࣭∦ᒣ࣭Ᏻ⸨㸦2005㸧ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ᪥⡿ẚ

㍑ࢆ⾜࠺┠ⓗ࡛ࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᚰ⌮ⓗഃ㠃ࢆ

ᐃࡍࡿỗ⏝ᛶࡢ࠶ࡿ㉁ၥ㡯┠ࡢ⟇ᐃࢆヨࡳࡓࠋࡑࡋ

࡚ࠊ⏣୰࣭ᓥ㸦2006㸧ࡣࠕỈᐖ⿕⅏ᆅࡢ⯆ࠖ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆࡑࢀࡽࡢ㡯┠ࢆྵࡵ࡚ᐇࡋࠊࡉࡽ
ࡽ㸦2007㸧ࡣࡑࡢ୰ࡽ 6 㡯┠ࢆᢳฟࡋ࡚ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ᑻᗘࠖࢆసᡂࡋࠊ⯆≧ἣࡢ
㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶಶேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ㛵ࡍࡿព㆑ࢆᑜࡡࡿࡶࡢ࡛ࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢸࡢᐇែࡸಶேࡢάື࡞ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ୍᪉ࠊᓥ㸦2007㸧ࡣ⎔ቃၥ㢟㛵ࡍࡿ౯್ほࡢᅜ㝿ẚ㍑ࢆ⾜࠺┠ⓗ࡛ࠊ㐣ཤᐇࡉࢀࡓྛ✀ࡢ
ᅜ㝿ㄪᰝ࠾ࡅࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆཧ⪃ࠊ45 㡯┠ࡽ࡞ࡿᶆ‽ㄪᰝ⚊㸦ⱥㄒ∧㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑㛵ࡍࡿࡽ㸦2007㸧ࡢ 6 㡯┠ࢆ⢭ᰝࡋࡓୖ࡛ࠊ2 㡯┠ࢆࡢ㉁ၥᕪࡋ᭰࠼࡚
㉁ၥ㡯┠ྵࡵࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢᨵゞ 6 㡯┠ࡢ᪥ᮏㄒ∧ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑㡯┠ࡋ࡚⏝࠸࡚ᅜ
ෆ࡛ࡢ Web ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᚰ⌮ⓗഃ㠃ࡋ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀࠊ⎔ቃၥ㢟㛵ࡍ
ࡿព㆑ࡸ⾜ືࡢࡼ࠺㛵㐃ࡍࡿࡢࢆㄪࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ

㸰㸬᪉ἲ
ㄪᰝࡣࠊ
㸦ᰴ㸧୰ኸㄪᰝ♫ጤクࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ Web ㄪᰝ࡛ᐇࡋࡓࠋ2014 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥
ࡽ 26 ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡛ࠊ20 ௦ࡽ 60 ௦ࡲ࡛ࡢ 5 ࡘࡢᖺ௦ࡢࣔࢽࢱ࣮ࢆᑐ㇟ࠊྛᖺ௦⏨ᛶ 50
ྡࠊዪᛶ 50 ྡࢆࡾᙜ࡚ࠊྜィ 500 ࢧࣥࣉࣝࢆᅇࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊᓥ㸦2008㸧࠾ࡅࡿ⚟ᒸ
ᕷ࡛ࡢㄪᰝࡽ♫㛵ಀ㈨ᮏ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠⎔ቃព㆑㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆᢤࡁฟࡋࠊᇼẟ㸦2013㸧࠾
ࡅࡿࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶᑻᗘ㡯┠ࢧࢫࢸࢼࣈࣝ⾜ືᑻᗘ㡯┠ࡽࡢᢤ⢋ࠊ࠾ࡼࡧ Kan, et al.
㸦2009㸧ࡢ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤᑻᗘ㡯┠࡞ࢆຍ࠼ࡓ 70 㡯┠ࠊࣇ࢙ࢫ㡯┠ 6 㡯┠ࢆຍ࠼ࡓ 76
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
(1) ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
 ⾲ 1 ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑㛵ࡍࡿ 6 㡯┠࠾ࡅࡿᅇ⟅㸦6 ௳ἲ㸧ࡢᗘᩘศᕸࠊᅇ⟅ࡢᩘ್ࢆᚓ
Ⅼࡋࡓᖹᆒ್ᶆ‽೫ᕪࢆ♧ࡍࠋ⾲୰ࡢ(e)(f)ࡢ 2 㡯┠ࡀࠊࡽ㸦2007㸧ࡽᕪࡋ᭰࠼ࡽࢀࡓ
㡯┠࡛࠶ࡿࠋయࠊࡁ࡞ศᕸࡢ೫ࡾࡸኳຠᯝࠊࣇࣟຠᯝ࡞ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ(a)ࡢࠕᅔࡗ࡚
࠸ࡿ㏆ᡤࡢேࡀຓࡅ࡚ࡃࢀࡿᛮ࠺ࠖᑐࡍࡿࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
㸦1㹼3 ࡢྜィ㸧ࡢᅇ⟅ࡀ 43.2㸣࡛
࠶ࡾࠊᓥ㸦2008㸧ࡢ⚟ᒸᕷㄪᰝ㸦4 ௳ἲ㸧࠾ࡅࡿ 63.0㸣ࡼࡾ࡞ࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡢࢪ
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ㅖᅜ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ 78.2㸣ࠊ୰ᅜ 88.7㸣ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ 84.7㸣࡛ࠊ᪥ᮏࡢపࡉࡀ㝿❧
ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
ḟࠊ6 㡯┠ࡢᅇ⟅ࡢᩘ್㸦1㹼6㸧ࢆᚓⅬࡋ࡚ᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸ࠊᅉᏊゎࡽ 1 ᅉᏊࡳ࡞ࡍࡇ
ࡀጇᙜ࠺ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊඹ㏻ᛶࡣ 0.30㹼0.48ࠊᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣ 0.54㹼0.69 ࡞
ࡾࠊᐤ⋡ࡣ 37.5㸣࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊಙ㢗ᛶಀᩘ㸦ෆⓗᩚྜᛶ㸧ࡘ࠸࡚ࡣȘ㸻0.778 ࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡽࠊ⥲ྜⓗぢ࡚ 1 ᅉᏊࡳ࡞ࡏࡿࡶࡢุ᩿ࡋࠊ6 㡯┠ࡢᅇ⟅ࡢᖹᆒ್ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ⛬
ᗘࢆ♧ࡍ SC㸦sense of community㸧ᚓⅬࡋࡓࠋSC ᚓⅬࡣ 1㹼6 ࡢ್࡞ࡾࠊ್ࡀᑠࡉ࠸ࢥ࣑
ࣗࢽࢸព㆑ࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 1㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑㡯┠ࡢᅇ⟅ศᕸ⤫ィ್
1. 䛸䛶䜒 2. 䛛䛺䜚 3. 䛹䛱䜙
䛭䛖ᛮ䛖 䛭䛖ᛮ䛖 䛛䛸䛔䛘
䜀䛭䛖ᛮ
䛖

4. 䛹䛱䜙 5. 䛒䜎䜚 6. 䛟䛭
䛛䛸䛔䛘 䛭䛖ᛮ䜟 䛖ᛮ䜟䛺 ᖹᆒ
䜀䛭䛖ᛮ 䛺䛔
䛔
ᚓⅬ
䜟䛺䛔

ᶆ‽
೫ᕪ

㻔㼍㻕㻌䛒䛺䛯䛜ᅔ䛳䛶䛔䜛䛻䚸㏆ᡤ䛾ே䛿䛒䛺䛯䜢
㻌㻌㻌㻌ຓ䛡䛶䛟䜜䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛

5

18

193

94

101

89

4.07

1.24

㻔㼎㻕㻌⮬ศ䛯䛱䛾ᆅᇦ䜢ᬽ䜙䛧䜔䛩䛟䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸
㻌㻌㻌㻌䛺䛻䜘䜚䜒ఫẸ䛾ດຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛

31

96

276

49

38

10

2.99

1.01

㻔㼏㻕㻌ḟ䛾ୡ௦䛾䛯䜑䛻䚸⮬ศ䛯䛱䛾ఫ䜣䛷䛔䜛䛣䛾
㻌㻌㻌㻌ᆅᇦ䜢Ⰻ䛟䛧䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛

41

105

263

47

29

15

2.93

1.06

㻔㼐㻕㻌⚾䛿䚸▱䜙䛺䛔ே䛜ᅔ䛳䛶䛔䛯䜙䚸Ẽ㍍䛻ᡭຓ
㻌㻌㻌㻌䛡䜢䛩䜛᪉䛰

29

78

216

115

44

18

3.24

1.11

㻔㼑㻕㻌ୡ⏺୰䛾ே䚻䛿䚸Ẹ᪘䜔᐀ᩍ䛾㐪䛔䜢㉸䛘䛶䚸
㻌㻌㻌㻌䛔䛻ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛷ຓ䛡ྜ䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛰

34

79

230

95

34

28

3.20

1.17

(f) ⚾䛿䚸⮬ศ䛾ᏊᏞ䛛䜙ᑛ䜀䜜䛯䛔

20

50

223

116

40

51

3.52

1.21

(2) SC ᚓⅬࡢጇᙜᛶ᳨ド
SC ᚓⅬࡀࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᣦᶆࡳ࡞ࡏࡿ࠺ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊࡢ㉁ၥ㡯┠
ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢ㛵㐃ࢆㄪࡓࠋࡲࡎࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᣦᶆࡋ࡚ࢃࢀࡿࡇࡢከ࠸ࠕ୍⯡ⓗಙ㢗ࠖ
ࡢ㛵ಀࢆぢࡓࡢࡀ⾲ 2 ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ୍⯡ⓗಙ㢗ࠖࡣࠊPutnam㸦2000㸧ࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᣦ
ᩘ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢᅜ㝿ㄪᰝ࡛ࡶඹ㏻ࡘ⥅⥆ⓗ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࡀࠊ⾲⌧ࡸ㑅
ᢥ⫥ࡢᩘࡢ㐪࠸࡞ࡼࡾ⤖ᯝኚືࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦ᓥ㸪2013㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤࡀ
5 ᖺࡈ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏேࡢᅜẸᛶㄪᰝࠖ࠾ࡅࡿ㉁ၥ㑅ᢥ⫥ࢆ⏝࠸ࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊࠕಙ㢗࡛ࡁ
ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡢ᪉ࡀࠊ
ࠕ⏝ᚰࡍࡿࡇࡋࡓࡇࡣ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡼࡾࡶ SC ᚓⅬࡀ᭷ពప
࠸㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀ㧗࠸㸧ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSC ᚓⅬࢆ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᣦᶆࡋ࡚⏝
࠸ࡿࡇጇᙜᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝゝ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕಙ㢗࡛ࡁࡿࠖࡢᅇ⟅⋡ࡣ 31.2㸣࡛࠶
ࡾࠊ
ࠕ᪥ᮏேࡢᅜẸᛶㄪᰝࠖࡢ㞟ィ⤖ᯝ㸦2008 ᖺ㸸30㸣ࠊ2013 ᖺ㸸36㸣㸧ࡰྠ⛬ᗘࡢ್࡛࠶ࡿ
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ࡇࡽࠊㄪᰝࡢಙ㢗ᛶࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⾲ 2㸬ࠕ୍⯡ⓗゝࡗ࡚ࠊே᥋ࡍࡿࡁࡣࠊࡓ࠸࡚࠸ࡢேࡣಙ㢗࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡶࠊ⏝ᚰࡍࡿࡇࡋࡓࡇࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

SCᚓⅬ

ேᩘ

t ᳨ᐃ

1. ಙ㢗䛷䛝䜛

156

2.99

2. ⏝ᚰ䛩䜛䛻䛣䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔

344

3.48

t (498)=6.84, p <.001

ḟࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿ㏆㞄ࡢࡁྜ࠸ࡢ⛬ᗘ SC ᚓⅬࡢ㛵ಀࢆぢࡓࡢࡀ⾲ 3 ࡛࠶ࡿࠋ4 ࡘࡢ
㑅ᢥ⫥࠾ࡅࡿ SC ᚓⅬᑐࡋ࡚ 1 せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊࡉࡽ
ከ㔜ẚ㍑㸦Tukey ࡢ HSD ᳨ᐃ㸧ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅ᩘࡢ㞟ィ࡛ࡣࠕ1ࠖࡢ㑅ᢥᩘࡀ
2.8㸣࡛ࠊᓥ㸦2008㸧ࡢ⚟ᒸᕷㄪᰝ࠾ࡅࡿ 12.3㸣ࡼࡾ࡞ࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ1ࠖࡢ㑅ᢥ⋡ࡢ
ᅜ㝿ẚ㍑࡛ࡣࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ 32.2㸣ࠊ୰ᅜ 45.6㸣ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ 68.7㸣࡛࠶ࡾࠊࢪㅖᅜࡼࡾࡣࡿ
ᑡ࡞ࡃࠊ⚟ᒸᕷㄪᰝ࡛ࡶ᪥ᮏࡢ㏆ᡤࡁྜ࠸ࡢὸࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࡉࡽ㝿❧
ࡘ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ2ࠖࡢ㑅ᢥ⋡ࡶ⚟ᒸᕷㄪᰝࡢ 39.3㸣ᑐࡋ࡚ 24.0㸣ᑡ࡞ࡃࠊ୍᪉࡛ࠕ3ࠖࡢ㑅ᢥ
⋡ࡀ⚟ᒸᕷㄪᰝ࡛ࡣ 38.5㸣࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ 54.2㸣ࠊ
ࠕ4ࠖࡢ㑅ᢥ⋡ࡣྠᵝ 9.8㸣
ᑐࡋ 19.0㸣ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢ Web ㄪᰝ࡛ࡣ࢚ࣜࡢࡾᙜ࡚ࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࣔࢽ
ࢱ࣮ᩘࡢከ࠸㒔ᕷᅪࡢࢧࣥࣉࣝࡀከࡃ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢ㏆ᡤࡁྜ࠸ࡢᐇែࢆ♧ࡍ⯆
῝࠸⤖ᯝゝ࠼ࡼ࠺ࠋศᩓศᯒ࠾ࡼࡧከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡽࠊࠕ1࣭2ࠖࠕ3ࠖࠕ4ࠖࡢ㛫ࡑࢀࡒ
ࢀ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࠊ㏆㞄ࡢࡁྜ࠸ࡀぶᐦ࡞ே᭷ព SC ᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖
ᯝࡶࠊSC ᚓⅬࢆ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᣦᶆࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡢጇᙜᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ

⾲ 3㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊࡈ㏆ᡤࡢࡓࡢࡼ࠺࡞࠾ࡁྜ࠸ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ୰ࡽ࠶࡚ࡣࡲ
ࡿࡶࡢࢆ㸯ࡘࡔࡅ㑅ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

1. ࠸┦ㄯࢆࡋࡓࡾࠊ᪥⏝ရࡢ㈚ࡋࡾࢆ
ࡍࡿ࡞ࠊ⏕ά㠃࡛༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ

SCᚓⅬ

14

2.33

2. ᪥ᖖⓗ❧ࡕヰࢆࡍࡿ⛬ᗘࡢࡁྜ࠸ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ

120

2.81

3. ࠶࠸ࡉࡘ⛬ᗘࡢࡁྜ࠸ࡋࡋ࡚࠸࡞࠸

271

3.39

95

3.93

4. ࡁྜ࠸ࡣࢇࡋ࡚࠸࡞࠸

ศᩓศᯒ

ከ㔜ẚ㍑

F (3, 496)=60.69
p <.001

1<3***
1<4***
2<3***
2<4***
3<4***

***㸸0.1%᭷ព

 ࡲࡓࠊᚋࡶ⌧ᅾࡢᒃఫᆅఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸࠺ࢆᑜࡡࡿ㉁ၥࠊSC ᚓⅬࡢ㛵ಀࢆㄪࡓࡶ
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ࡢࡀ⾲ 4 ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡎࡗࡇࡢᆅᇦఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸ࠖᛮ࠺ேࡢ᪉ࡀࠊ
ࠕ࠸ࡘᘬࡗ㉺ࡑ࠺ࠖᛮ࠺ே
ࡼࡾࡶ SC ᚓⅬࡀ᭷ពప࠸ࠋᐃఫᚿྥࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿ♫㛵ಀ㈨ᮏ㔊ᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏせ
௳⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊࡇࡢ⤖ᯝࡶ SC ᚓⅬࡢጇᙜᛶࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

⾲ 4㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࢀࡽࡶࡎࡗࡇࡢᆅᇦఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠊࡑࢀࡶ࠸ࡘᘬࡗ㉺ࡑ
࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. 䛪䛳䛸䛣䛾ᆅᇦ䛻ఫ䜏⥆䛡䛯䛔䛸ᛮ䛖

322

3.21

2. 䛔䛴䛛ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖

178

3.54

t ᳨ᐃ
t (498)=4.56, p <.001

(3) ᖾ⚟ឤ࠾ࡼࡧ⏕ά‶㊊ᗘࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
ㄪᰝ࡛ࡣࠊேࠎࡢឤࡌ࡚࠸ࡿᖾ⚟ឤࡸ᪥ᖖ⏕άࡢ‶㊊ឤࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ SC
ᚓⅬࡢ㛵㐃ࢆㄪࡓࡢࡀ⾲ 5 ⾲ 6 ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᖾ⚟ឤࠖࡶࠕ⏕ά‶㊊ᗘࠖࡶࠊSC ᚓⅬࡢ┦㛵ࡀ᭷ព
㧗ࡃࠊࡲࡓᅇ⟅ࡢ 1㹼3 ࢆࠕᖾࡏࠖ
ࠕ‶㊊ࠖ
ࠊ4㹼6 ࢆࠕᖾࡏ࡛࡞࠸ࠖ
ࠕ‶ࠖࡋ࡚㞟ィࡋࠊSC ᚓⅬ
ࡢᖹᆒࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕᖾࡏࠖ
ࠕ‶㊊ࠖࡢᅇ⟅⪅ࡢ SC ᚓⅬࡀࠊ
ࠕᖾࡏ࡛࡞࠸ࠖ
ࠕ‶ࠖࡢᅇ⟅⪅ࡢ
SC ᚓⅬࡼࡾ᭷ពపࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ㧗࠸ேࡣࠊప࠸ேࡼࡾࡶᖾ⚟ឤ⏕ά
‶㊊ᗘࡀ㧗࠸࠸࠺㛵ಀࡀぢࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᖾ⚟ឤ⏕ά‶㊊ᗘࡢ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.81 㠀ᖖ㧗
ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠕࡶࡢࡢ㇏ࡉᖾࡏ࡞⏕άࠖࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆᑜࡡࡓ㉁ၥ㡯┠ࡢᅇ⟅ࠊSC ᚓⅬ
ࡢ㛵ಀࢆㄪࡓࡶࡢࡀ⾲ 7 ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡢᅇ⟅⪅ࡢ SC ᚓⅬ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ព㆑ࡢ㧗࠸ேࡣࠊ≀㉁ⓗ࡞ᖾ⚟ࡼࡾࡶ⢭⚄ⓗ࡞ᖾ⚟ࢆࡼࡾ㔜どࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

⾲ 5㸬
ࠕయⓗ࠸ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡣᖾࡏࡔᛮ࠸ࡲࡍࠊࡑࢀࡶࡑ࠺ࡣᛮ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࠖࡢ
ᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. 䛸䛶䜒ᖾ䛫

19

2.76

2. 䛛䛺䜚ᖾ䛫

85

2.99

278

3.27

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ᖾ䛫䛷䛺䛔

50

3.65

5. 䛒䜎䜚ᖾ䛫䛷䛺䛔

40

3.66

6. 䛟ᖾ䛫䛷䛺䛔

28

4.20

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ᖾ䛫

┦㛵

SCᚓⅬ

t ᳨ᐃ

3.18
(N=382)
r =.387
p <.001

t (498)=7.70
p <.001
3.78
(N=118)

⾲ 6㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࡢ⏕άࡢ⛬ᗘ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
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㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. 䛸䛶䜒‶㊊

11

2.56

2. 䛛䛺䜚‶㊊

70

3.08

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀‶㊊

214

3.22

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀‶

113

3.42

5. 䛛䛺䜚‶

54

3.53

6. 䛸䛶䜒‶

38

3.99

┦㛵

SCᚓⅬ

t ᳨ᐃ

3.16
(N=295)
r =.317
p <.001

t (498)=5.68
p <.001
3.56
(N=205)

⾲ 7㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣḟࡢ㸰ࡘࡢពぢࡢ࠺ࡕࠊࡕࡽࡢពぢ㈶ᡂ࡛ࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. ༑ศ䛻䜒䛾䛜䛺䛡䜜䜀ᖾ䛫䛺⏕ά䛿㏦䜜䛺䛔

165

3.57

2. ༑ศ䛻䜒䛾䛜䛺䛟䛶䜒ᖾ䛫䛺⏕ά䛿㏦䜜䜛

335

3.20

t ᳨ᐃ
t (498)=5.00, p <.001

ᖾ⚟ឤࠊ⏕ά‶㊊ᗘࠊ≀㈨౫Ꮡࡋ࡞࠸ᖾ⚟ほࡣࠊ࣏ࢪࢸࣈឤ࡞ࡶほⓗ wellbeing ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Diener, 1984㸧
ࠋほⓗ well-being ࡢᴫᛕࡸ

ᐃᑻᗘ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᇼẟ㸦2012㸧ࡣࡑࢀࡽࢆᴫほࡋࡓୖ࡛ࠊ⎔
ቃၥ㢟ࡢព㆑ࡸ⾜ືࡢ㛵㐃ࢆᐇドⓗ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄪᰝ⤖ᯝࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ほ
ⓗ well-being ࡢ㛫ࡶࠊఱࡽࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

(4) ⎔ቃၥ㢟ࡢែᗘࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
⾲ 8 ⾲ 9 ࡣࠊ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᅇ⟅ࠊ⎔ቃởᰁࡀᗣཬࡰࡍᙳ㡪㛵ࡍࡿ
㉁ၥࡢᅇ⟅ࡀࠊSC ᚓⅬࡢࡼ࠺㛵ಀࡍࡿࢆぢࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ 8 ࡼࡾࠊ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᛶ
ㄆ㆑ SC ᚓⅬࡢ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ 0.48 㧗ࡃࠊ
ࠕ㔜せ࡛࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࠎࡢ SC ᚓⅬࡀ㢧ⴭ㧗
࠸ࡇࡀࢃࡿࠋᅇ⟅ࡢ 1㹼3 ࢆࠕ㔜せࠖ
ࠊ4㹼6 ࢆࠕ㔜せ࡛࡞࠸ࠖࡋ࡚㞟ィࡋࠊSC ᚓⅬࡢᖹᆒࢆẚ
㍑ࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕ㔜せࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡢ SC ᚓⅬࡀ᭷ពపࡗࡓࠋࡲࡓ⾲ 9 ࡼࡾࠊ
ࠕ⎔ቃởᰁࡢᗣ
ࡢᙳ㡪ࠖࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥᑐࡍࡿᅇ⟅࠾࠸࡚ࡶࠊSC ᚓⅬࡢ┦㛵ࡀ᭷ព㧗ࡃࠊ
ࠕᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠖ
ᅇ⟅ࡋࡓேࡢ SC ᚓⅬࡀࠊ
ࠕᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡢ SC ᚓⅬࡼࡾ᭷ពపࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ㧗࠸ேࠎࡢ᪉ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢప࠸ேࠎࡼࡾࡶࠊ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᛶࢆᙉࡃ
ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⎔ቃởᰁࡢᗣࡢᙳ㡪ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡀᙉ࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ୍᪉ࠊ⮬㌟ࡢᒃఫᆅࡢ⮬↛⎔ቃᑐࡍࡿホ౯ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ㛵ಀࢆㄪࡓࡢࡀ⾲ 10 ࡛࠶
ࡿࠋ⎔ቃࡢホ౯ SC ᚓⅬࡢ┦㛵ಀᩘࡣ⣙ 0.3 ᭷ព࡛ࠊ1㹼3 ࢆࠕⰋ࠸ࠖ
ࠊ4㹼6 ࢆࠕᝏ࠸ࠖࡋ࡚㞟
ィࡋࠊSC ᚓⅬࡢᖹᆒࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕⰋ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡢ SC ᚓⅬࡢ᪉ࡀࠕᝏ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓ
ேࡢ SC ᚓⅬࡼࡾ᭷ពప࠸࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊSC ᚓⅬࡢ㧗࠸ேࠎࡣࠊ⮬㌟ࡢᒃఫᆅ
ࡢ⮬↛⎔ቃࢆࠕⰋ࠸ࠖホ౯ࡍࡿഴྥ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
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ព㆑ࡢ㧗࠸ேࡣࠊ⎔ቃಖㆤࢆ㔜せ⪃࠼ࠊ⎔ቃởᰁࡢᗣࡢᙳ㡪༴ᶵឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬㌟ࡢ
ᒃఫᆅᇦࡢ⮬↛⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣⰋ࠸ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡲࡓࠊ⮬㌟ࡢᒃఫᆅࡢ⮬↛⎔ቃ

⾲ 8㸬
ࠕ⎔ቃࡢಖㆤࡣࠊ࠶࡞ࡓࡗ࡚ࡢࡃࡽ࠸㔜せ࡞ၥ㢟࡛ࡍࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

SCᚓⅬ

ேᩘ

1. 䛸䛶䜒㔜せ䛷䛒䜛

52

2.821

2. 䛛䛺䜚㔜せ䛷䛒䜛

114

2.977

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀㔜せ䛷䛒䜛

262

3.361

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀㔜せ䛷䛺䛔

48

3.941

5. 䛒䜎䜚㔜せ䛷䛿䛺䛔

13

4.397

6. 䛟㔜せ䛷䛿䛺䛔

11

4.500

┦㛵

SCᚓⅬ

t ᳨ᐃ

3.19
(N=428)
r =.484
p <.001

t (498)=10.07
p <.001
4.11
(N=72)

⾲ 9㸬
ࠕ⎔ቃởᰁࡣ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢᗣࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠖࡢᅇ⟅ SC
ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

┦㛵

1. 䛸䛶䜒ᙳ㡪䛜䛒䜛

44

3.011

2. 䛛䛺䜚ᙳ㡪䛜䛒䜛

107

3.030

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ᙳ㡪䛜䛒䜛

222

3.354

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ᙳ㡪䛿䛺䛔

90

3.433

5. 䛒䜎䜚ᙳ㡪䛿䛺䛔

25

3.960

6. 䛟ᙳ㡪䛿䛺䛔

12

4.431

SCᚓⅬ

t ᳨ᐃ

3.22
(N=373)
r =.334
p <.001

t (498)=5.24
p <.001
3.63
(N=127)

⾲ 10㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ⮬↛⎔ቃࡢ≧ែࡘ࠸࡚࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

SCᚓⅬ

ேᩘ

1. 䛸䛶䜒Ⰻ䛔

29

3.09

2. 䛛䛺䜚Ⰻ䛔

83

2.97

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀Ⰻ䛔

270

3.29

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ᝏ䛔

103

3.68

5. 䛛䛺䜚ᝏ䛔

13

3.82

6. 䛸䛶䜒ᝏ䛔

2

4.50

┦㛵

SCᚓⅬ

t ᳨ᐃ

3.21
(N=382)
r =.296
p <.001

t (498)=6.31
p <.001
3.71
(N=118)

ᑐࡍࡿホ౯ࠊ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᛶࡢㄆ㆑ࠊ࠾ࡼࡧ⎔ቃởᰁࡢᗣࡢᙳ㡪ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡢ㛫ࡢ┦㛵
ಀᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 0.146  0.147 ࡛ࠊࢃࡎṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋᅇ⟅⪅ࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢ㔜せᛶᑐ
ࡍࡿㄆ㆑ࡸࠊ⎔ቃởᰁࡢᗣࡢᙳ㡪ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡀࠊ⮬㌟ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢᝏࡢㄆ㆑㉳ᅉࡍ

486



ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

(5) ⎔ቃಖㆤࡢ⾜ືពᅗࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
 ෑ㢌㏙ࡓࡼ࠺ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡣ♫ⓗࢪ࣐ࣞࣥࡢᵓ㐀ࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡣࠊಶே
ࡢ┈ࡼࡾࡶ♫ࡢ┈ࢆඃඛࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊಶேࡗ࡚ఱࡽࡢࢥࢫࢺࢆࡶ࡞࠺
ࡇ࡞ࡿࡀࠊ⎔ቃಖㆤࡢࡓࡵࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືពᅗࢆᣢࡘ࠺ࢆᑜࡡࡿ㉁ၥࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸព㆑ࡢ㛵ಀࢆㄪࡓࠋ⾲ 11 ࡣ್ẁࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡶ㉎ධࡍࡿ࠺ࠊ⾲ 12 ࡣ⏕άࡀ౽
࡞ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠊ⾲ 13 ࡣ⤒῭Ⓨᒎࡀ㐜ࢀ࡚ࡶࡼ࠸࠸࠺㉁ၥᑐࡍࡿᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ⾲ 11 ࡼࡾࠊ㉎
㈙ពᅗ SC ᚓⅬࡢ㛫࡞ࡾ㧗࠸┦㛵ࡀぢࡽࢀࠊࡲࡓ್ẁࡢ㧗࠸ရ≀࡛ࡶࠕ㈙࠾࠺ᛮ࠺ࠖேࡢ SC
ᚓⅬࡀࠊ
ࠕ㈙࠸ࡓࡃ࡞࠸ࠖேࡢ SC ᚓⅬࡼࡾࡶ᭷ពప࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 12 ࡛ࡣࠊ
ࠕ⏕άࡀ
౽࡞ࡗ࡚ࡶᆅ⌫⎔ቃࢆᏲࡿດຊࢆࡍࡁࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓேࡢ᪉ࡀࠊࠕ⏕άࢆࡼࡾ౽ࡍࡁࠖࢆ
㑅ᢥࡋࡓேࡼࡾࡶ SC ᚓⅬࡀ᭷ពప࠸ࠋ⾲ 13 ࡛ࡣࠊ
ࠕ⤒῭Ⓨᒎࡀ㐜ࢀ࡚ࡶ⮬↛ࢆṧࡍࡁࠖࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓேࡢ᪉ࡀࠊ
ࠕ⮬↛ࡀከᑡ◚ቯࡉࢀ࡚ࡶ⤒῭ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡁࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓேࡼࡾࡶ SC ᚓⅬࡀ᭷

⾲ 11㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ್ẁࡢ㧗࠸ရ≀࡛ࡶ⎔ቃࢆᏲࡿࡓࡵ࡞ࡽ㈙࠾࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓ
Ⅼ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

1. 䛩䛩䜣䛷㈙䛚䛖䛸ᛮ䛖

㻿㻯ᚓⅬ
5

2.77

59

2.81

3. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀㈙䛚䛖䛸ᛮ䛖

195

3.12

4. 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀㈙䛔䛯䛟䛺䛔

167

3.43

5. 䛒䜎䜚㈙䛔䛯䛟䛺䛔

47

3.89

6. 䛟㈙䛔䛯䛟䛺䛔

27

4.36

2. 䛒䜛⛬ᗘ䛿㈙䛚䛖䛸ᛮ䛖

┦㛵

㻿㻯ᚓⅬ

㼠 ᳨ᐃ

3.05
(N=259)
r =.475
p <.001

t (498)=8.90
p <.001
3.62
(N=241)

⾲ 12㸬
ࠕᆅ⌫⎔ቃ⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠊ㸰ࡘࡢពぢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡢ࠾Ẽᣢࡕࡣ
ࡕࡽ㏆࠸࡛ࡍࠖࡢᅇ⟅ SC ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. ⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䛜䜘䜚౽䛻䛺䛳䛶䜒䚸ᆅ⌫⎔ቃ䜢
Ᏺ䜛䛯䜑䛻䜂䛸䜚䜂䛸䜚䛜ດຊ䛩䜛䜉䛝䛰

352

3.17

2. ⮬ศ䛯䛱䛾⏕ά䜢䚸䜘䜚౽䛻䛩䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜛䜉䛝䛰

148

3.70

t ᳨ᐃ
t (498)=7.36
p <.001

ពపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢ㧗࠸ேࡢ᪉ࡀࠊప࠸ேࡼࡾࡶ⎔ቃಖㆤࡢ
ࡓࡵࢥࢫࢺࢆᡶ࠺࠸࠺⾜ືពᅗࡀᙉ࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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(6) ⎔ቃ㓄៖⾜ືࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
 ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࠊලయⓗࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ㓄៖⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆᑜࡡࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
ࡢ㛵㐃ࢆㄪࡓࠋྲྀࡾୖࡆࡓ⾜ືࡣࠊ⾲ 14 ♧ࡍ 14 㡯┠࡛࠶ࡿࠋ⾲ 13 ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ືࡘ
࠸࡚ࠊ
ࠕ࠸ࡘࡶࡸࡗ࡚࠸ࡿࠖࠊ
ࠕࡁࡁࡸࡿࠖ
ࠊ
ࠕࡓࡲࡋࡸࡽ࡞࠸ࠖ
ࠊ
ࠕࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 4 ௳ἲ࡛
ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ⤖ᯝࡢᗘᩘศᕸࠊ㑅ᢥ⫥ࡈࡢ SC ᚓⅬࡢᖹᆒࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㑅ᢥ⫥ࡢ㛫࡛ SC ᚓⅬᕪࡀ࠶ࡿ࠺ࢆㄪࡿࡓࡵศᩓศᯒࢆ⾜࠸ࠊ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓሙྜ
ࡣ Tukey ࡢ HSD ᳨ᐃࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆぢࡿࠊ
ࠕࢃ࡞࠸㟁Ẽჾලࡢࢥࣥࢭ
ࣥࢺࢆᢤࡃࠖ
ࠊ
ࠕࢸࣞࣅࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࡣ࠸ࡘࡶᾘࡍࠖ
ࠊ
ࠕ⮬ᐙ⏝㌴ࡸࢱࢡࢩ࣮ࡽࡎබඹ㏻ᶵ
㛵ࢆ⏝ࡍࡿࠖࡢ 3 㡯┠࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࠊከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ࡛ 1  4 ࡢ㛫ࡋ
᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓ 2 㡯┠㸦ࠕࡗ࡚࠸࡞࠸㒊ᒇࡢ↷᫂ࢆࡇࡲࡵᾘࡍࠖ
ࠊ
ࠕ㈙࠸≀࡛ࡣࣞࢪ⿄ࢆ
ࡶࡽࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠖ㸧ࢆྜࢃࡏ࡚ࡳࡿࠊ⎔ቃಖㆤࢆ᫂☜ព㆑ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⠇⣙࡞ࡢࡓ
ࡵ⩦័ⓗ⾜࠺⾜ື࡛ࡣࠊSC ᚓⅬࡁ࡞ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠕ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ
ࣜࢧࢡࣝࠖ
ࠊ
ࠕ࢚ࢥࣥࡢ

ᗘタᐃẼࢆࡘࡅࡿࠖ
ࠊ
ࠕࢩࣕࣥࣉ࣮ࡸᡭὙ࠸ࡢࡇࡲࡵỈࢆṆࡵࡿࠖ
ࠊ

ࠕᐙ᪘ࡸே⎔ቃၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢヰࢆࡍࡿࠖ࠸ࡗࡓពᅗⓗ࡞⎔ቃ㓄៖⾜ື࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ⾜ࡋ࡚
࠸ࡿேࡢ SC ᚓⅬࡀప࠸ࡇࡀ᫂☜ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ

(7) ࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖࡢ㛵ಀ
 ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࠊᇼẟ࣭ᓥ㸦2015㸧ࡣࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖࡢᑻ
ᗘࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖࡘ࠸࡚ࡣࠕᣢ⥆ྍ
⬟ᛶࡢ⫯ᐃⓗែᗘࠖ
ࠊ
ࠕୡ௦⥅ᢎᛶࠖ
ࠊ
ࠕ⎔ቃၥ㢟ゎỴᚿྥࠖ
ࠊ
ࠕ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥࠖࡢ 4 ࡘࡢୗᑻ
ᗘࢆࠊ
ࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖࡘ࠸࡚ࡣࠕឤㅰࠖ
ࠊ
ࠕ࠶ࡿࡀࡲࡲࠖ
ࠊ
ࠕᖹ✜ࠖ
ࠊ
ࠕே୪ࡳࠖࡢ 4 ࡘࡢୗ
ᑻᗘࢆぢฟࡋࡓࠋ

⾲ 13㸬
ࠕḟࡢ㸰ࡘࡢពぢࡢ࠺ࡕࠊ࠶࡞ࡓࡢ࠾Ẽᣢࡕࡣࡕࡽࡢពぢ㏆࠸࡛ࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅ SC
ᚓⅬ
㑅ᢥ⫥

ேᩘ

SCᚓⅬ

1. ᏊᏞ䛾䛯䜑䛻䛿䚸⤒῭Ⓨᒎ䛜ከᑡ㐜䜜䛶䜒䚸
䛒䜛⮬↛䜢䛷䛝䜛䛰䛡ṧ䛩䜉䛝䛰

425

3.24

2. ᏊᏞ䛾䛯䜑䛻䛿䚸⮬↛䛜ከᑡ◚ቯ䛥䜜䛶䜒䚸
䛾⤒῭䜢䛷䛝䜛䛰䛡Ⓨᒎ䛥䛫䜛䜉䛝䛰

75

3.81

t ᳨ᐃ

t (498)=5.98
p <.001

 SC ᚓⅬࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖࡢྛୗᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵ࢆ⾲ 15 ♧ࡍࠋSC ᚓⅬࡣࠊ
ࠕ⪅౫Ꮡⓗ
ゎỴᚿྥࠖ௨እࡢୗᑻᗘ㧗࠸ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥᅉᏊࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢ⏕ά
ࢆ⪃࠼ࡿࡢᡭ୍ᮼ࡛ࠊḟୡ௦ࡢࡇ࡞㓄៖ࡍࡿࡺࡾࡀ࡞࠸ࠖࡸࠊ
ࠕ⚾ࡓࡕࡀ⏕άࢆ࠶ࡲࡾኚ࠼
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⾲ 14㸬
ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀࡽࢆࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ⛬ᗘࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖࡢᅇ⟅
SC ᚓⅬ

䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹⾜ື

1. 䛔䛴䜒䜔䛳䛶䛔䜛 2. 䛸䛝䛹䛝䜔䜛 3. 䛯䜎䛻䛧䛛䜔䜙䛺䛔 4. 䜔䛳䛶䛔䛺䛔 ศᩓศᯒ
ேᩘ
SCᚓⅬ ேᩘ SCᚓⅬ ேᩘ
SCᚓⅬ
ேᩘ SCᚓⅬ F (3, 496)

ከ㔜
ẚ㍑

䝨䝑䝖䝪䝖䝹䛾䝸䝃䜲䜽䝹

350

3.22

87

3.37

27

3.55

36

4.01

12.9 1<4***
p <.001 2<4***

䛳䛶䛔䛺䛔㒊ᒇ䛾↷᫂䜢
䛣䜎䜑䛻ᾘ䛩

370

3.26

103

3.48

20

3.52

7

4.07

4.88
p <.01

䜟䛺䛔䛻㟁Ẽჾල䛾
䝁䞁䝉䞁䝖䜢ᢤ䛟

182

3.30

140

3.25

99

3.38

79

3.45

1.26
n.s.

䝔䝺䝡䜢ぢ䛶䛔䛺䛔䛻䛿
䛔䛴䜒ᾘ䛩

299

3.28

140

3.34

39

3.51

22

3.52

1.51
n.s.

෭ⶶᗜ䛾 ᗘタᐃ䛻Ẽ䜢
䛴䛡䜛

190

3.23

166

3.27

82

3.33

62

3.77

1<4***
8.22
2<4***
p <.001
3<4**

䜶䜰䝁䞁䛾 ᗘタᐃ䛻Ẽ䜢
䛴䛡䜛

284

3.24

143

3.28

34

3.88

39

3.62

1<3***
9.18
1<4*
p <.001
2<3***

⤥ჾ䛛䜙䛾䛚䜢䛔
䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛

217

3.26

173

3.24

52

3.53

58

3.63

5.32
p <.01

1<4**
2<4**

㈙䛔≀䛷䛿䝺䝆⿄䜢䜒䜙䜟
䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛

225

3.22

140

3.37

75

3.39

60

3.52

2.85
p <.05

1<4*

1<4*

䝅䝱䞁䝥䞊䜔ᡭὙ䛔䛾䛻
䛣䜎䜑䛻Ỉ䜢Ṇ䜑䜛

260

3.22

127

3.25

75

3.48

38

1<3*
11.87 1<4***
3.96
p <.001 2<4***
3<4*

䝅䝱䞁䝥䞊䜔Ὑ䛺䛹䛿
ワ䜑᭰䛘䛾䜒䛾䜢䛖

374

3.25

85

3.45

27

3.59

14

4.02

⮬ᐙ⏝㌴䜔䝍䜽䝅䞊䛻䜙䛪
䛻බඹ㏻ᶵ㛵䜢⏝䛩䜛

166

3.35

126

3.24

89

3.35

119

3.36

䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛿䜟䛪䛻
㝵ẁ䛷⛣ື䛩䜛䜘䛖䛻ດ䜑䜛

91

3.12

188

3.21

137

3.49

84

ᐙ᪘䜔ே䛸⎔ቃၥ㢟䛻
䛴䛔䛶䛾ヰ䜢䛩䜛

18

3.08

135

3.05

172

3.24

175

6.8
1<4**
p <.001 2<4*
0.69
n.s.

1<3**
7.51 1<4**
3.52
p <.001 2<3**
2<4*
3.65

1<4*
18.46
2<4***
p <.001
3<4***

*㸸5㸣᭷ព **㸸1㸣᭷ព ***㸸0.1%᭷ព

࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⌧௦⛉Ꮫࡀ⎔ቃၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡞ࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴࡢࢿ࢞ࢸࣈ࡞ែᗘ
㛵ಀࡋࡓෆᐜࢆࡶࡘࡶࡢ࡛ࠊࡢୗᑻᗘࡢ┦㛵ࡶపࡃࠊ⊂⮬ࡢḟඖ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⾲ 15㸬SC ᚓⅬࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖࡢୗᑻᗘࡢ㛫ࡢ┦㛵
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ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䜈䛾
⫯ᐃⓗែᗘ
SCᚓⅬ

ୡ௦⥅ᢎᛶ

.513

ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䜈䛾
⫯ᐃⓗែᗘ

⎔ቃၥ㢟ゎỴ
ᚿྥ

⪅౫ᏑⓗゎỴ
ᚿྥ

.628

.338

-.097

.675

.659

.028

.533

-.062

ୡ௦⥅ᢎᛶ
⎔ቃၥ㢟ゎỴ
ᚿྥ

-.006

 ⾲ 16 ࠊSC ᚓⅬࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖࡢྛୗᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡍࠋSC ᚓⅬࡣࠊ
ࠕᖹ✜ࠖ௨
እࡢୗᑻᗘ㧗࠸ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀほⓗ well-being 㛵ಀࡍࡿࡇ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋᖹ✜ᅉᏊࡣࠊࠕࡢࢇࡧࡾࡍࡿࡇࡣᚰᆅࡼ࠸ࡇࡔࠖࠊࠕ࠾ࡔࡸ㐣ࡈࡏࡿࡇࡀ୍
␒ࡔࠖ
ࠊ
ࠕఱࡶࡋ࡞࠸࡛㐣ࡈࡍࡇࡣᚰᆅࡼ࠸ࠖࡢ 3 㡯┠ࡢ㈇Ⲵ㔞ࡀ㧗࠸ᅉᏊ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ⪅
ࡢ㛵ࢃࡾࢆព㆑ࡋ࡞࠸ᖾ⚟ឤゎ㔘࡛ࡁࡿࡇࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡣ⊂❧ࡢせᅉ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹ✜ᅉᏊࡣࡢୗᑻᗘࡢ┦㛵ࡶẚ㍑ⓗప࠸ࠋ

⾲ 16㸬SC ᚓⅬࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖࡢୗᑻᗘࡢ㛫ࡢ┦㛵
ឤㅰ
SCᚓⅬ

䛒䜛䛜䜎䜎
.652

ឤㅰ

ᖹ✜

ே୪䜏

.552

.079

.479

.695

.134

.556

.161

.607

䛒䜛䛜䜎䜎

.139

ᖹ✜

(8) ᛶู࣭ᖺ௦ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
 SC ᚓⅬࡢᖹᆒࢆᛶูᖺ௦ࡈồࡵࠊࡉࡽ 2 せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡀ⾲ 17 ࡛࠶ࡿࠋ
స⏝ࡣ᭷ព࡛࡞ࡃࠊᛶูࡘ࠸࡚ࡶ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᖺ௦ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛ࠊከ
㔜ẚ㍑㸦Tukey ࡢ HSD ᳨ᐃ㸧ࡢ⤖ᯝࡽࠊᖺ௦ࡀ㧗࠸ SC ᚓⅬࡀపࡃࠊ≉ 60 ௦ࡀపࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖺ㱋ࡀ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀ㧗࠸࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᇼẟ࣭
ᓥ㸦2015㸧ࡢᑻᗘࡼࡿ᳨ウ࡛ࡶࠊࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖ࠾ࡅࡿࠕ⪅౫ᏑⓗゎỴᚿྥࠖ௨እ
ࡢᅉᏊࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᖺ㱋ୡ௦᭷ព್ࡀపࡃࠊ⎔ቃᑐࡍࡿ࣏ࢪࢸࣈ࡞ᚰᛶࢆࡶࡘࡇࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖ࠾ࡅࡿࠕᖹ✜ࠖ௨እࡢᅉᏊࡘ࠸࡚ࡶࠊᖺ௦ࡀ㧗࠸
ᖾ⚟ឤࡀ㧗࠸࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 17㸬ᖺ௦࣭ᛶู SC ᚓⅬ
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⏨ᛶ

ዪᛶ

ᖹᆒ

⏨ዪຠᯝ

1. 20௦

3.52

3.62

3.57

2. 30௦

3.52

3.38

3.45

3. 40௦

3.37

3.39

4. 50௦

3.38

3.17

3.38 F (1, 490)=0.91
n.s.
3.27

5. 60௦

3.00

2.91

2.96

ᖹᆒ

3.36

3.29

3.33

స⏝

F (4,490)=0.69
n.s.

ᖺ௦ຠᯝ

F (4, 490)=9.41
p <.001

ከ㔜ẚ㍑
1>4 *
1>5 ***
2>5 ***
3>5 **
4>5 *

*㸸5㸣᭷ព **㸸1㸣᭷ព ***㸸0.1㸣᭷ព

㸲㸬⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴࡢᡭࡀࡾࡋ࡚ࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢᚰ⌮ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿព㆑ࡸ⎔ቃ㓄៖⾜ືࠊほⓗ well-being ࡞ࡢ㛵ಀࢆㄪᰝࡼࡗ࡚
᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡢᣦᶆࡋ࡚ࡣࠊ6 ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ᑐࡍࡿᅇ⟅
ࡽ SC ᚓⅬࢆồࡵ࡚ࠊᩘ㔞ⓗศᯒࢆヨࡳࡓࠋ⾲ 1 ♧ࡍ 6 㡯┠ࡢෆᐜࡣࠊ㏆㞄ࡢಙ㢗㛵ಀࡢព㆑
㸦(a)(b)㸧
ࠊ୍⯡ⓗ࡞㓘ᛶࡢព㆑㸦(d)(e)㸧
ࠊ࠾ࡼࡧୡ௦㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑㸦(c)(f)㸧ࡽᡂࡗ
࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ࠊ♫㛵ಀ㈨ᮏࡣࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࠊ
ࠕಙ㢗ࠖ
ࠊ࠾ࡼࡧࠕ㓘ᛶࡢつ⠊ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࡍࡿ」ྜⓗ࡞ᴫᛕࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಶேࢆᑐ㇟ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊಶேࢆྲྀࡾᕳࡃ࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝ
ࡽ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࡢ♫ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿಙ㢗ࡸ㓘ᛶࢆၥ࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ᮏ
◊✲࡛ࡣࠊಶேࡢࠕព㆑ࠖࡢഃ㠃ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㛵ࢃࡾࢆᣦᶆࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡾࠊࠕୡ௦
㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆྵࡴࡶࡢࡋࡓࠋࠕୡ௦ࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢ♫㛵ಀ㈨ᮏࡢ◊✲࡛ࡣᑐ㇟ࡉࢀࡿࡇࡀ
ᑡ࡞ࡗࡓࡀࠊ≉⎔ቃၥ㢟ࡢࡼ࠺࡞ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᇶ┙ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸦ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ㸧
ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣ㔜せ࡞ഃ㠃ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 SC ᚓⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗಙ㢗ࠊ㏆㞄ࡢࡁྜ࠸ࡢ῝ࡉࠊᐃఫᚿྥࡢ㛵ಀࡽࠊ♫㛵ಀ㈨
ᮏࡢᣦᶆࡋ࡚ࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᖾ⚟ឤࠊ⏕ά‶㊊ᗘࠊ≀㈨౫Ꮡࡋ࡞࠸ᖾ⚟ほ࡞ࠊ
ほⓗ well-being ࡢᵓᡂせ⣲ࡶ㛵ಀࡍࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⎔ቃၥ㢟ࡢព㆑ࡘ࠸࡚ࡣࠊSC ᚓⅬ
ࡀప࠸㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀ㧗࠸㸧ேࠊ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊ⎔ቃởᰁࡢᗣࡢᙳ㡪ࢆ
ᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࠊࡋࡶ⮬㌟ࡢᒃఫᆅࡢ⮬↛⎔ቃࡣⰋ࠸ホ౯ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ
⎔ቃಖㆤࡢព㆑ࡀᒃఫᆅࡢ⎔ቃᝏࡢㄆ㆑┤᥋㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⎔ቃಖㆤ
ࡢࡓࡵࢥࢫࢺࢆᡶ࠺࠸࠺⾜ືពᅗ㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ࡶࠊSC ᚓⅬࡢప࠸ேࡢ᪉ࡀ⾜ືពᅗࡀᙉࡃࠊ
ࡲࡓ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢᐇ⾜㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ࡣࠊᐇ㝿ពᅗⓗ࡞⾜ືࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋᮏㄅู✏ࡢᇼẟ࣭ᓥ㸦2015㸧ࡀ᳨ウࡋࡓࠕࢧࢫࢸࢼࣈࣝᚰᛶࠖࠕ࣑ࢽ࣐ࣜࢫࢺᖾ⚟ឤࠖ
ࡢ㛵㐃࠾࠸࡚ࡶࠊせᅉᏊࡀ SC ᚓⅬ㧗࠸┦㛵ࢆᣢࡘࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋSC ᚓⅬࡣᖺ௦ࡀ㧗࠸
పࡃࠊ㧗ᖺ㱋⪅ࡢ᪉ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸព㆑ࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
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 ♫㛵ಀ㈨ᮏࡣࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡓಶேࡢព㆑ࣞ࣋ࣝࡢഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಶேࡢᣢࡘ♫ⓗࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㔞㉁ࡢഃ㠃ࠊᆅᇦ♫ᐇᅾࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㔞㉁࠾ࡼࡧಶேࡢ㛵ࢃࡾࡢഃ㠃ࠊ
㈨ᮏࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡢഃ㠃ࠊࡉࡽࡣᅉᯝ㛵ಀࡢ≉ᐃࡸᨻ⟇ᥦゝ࠸ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢഃ㠃ࡣࡍ࡚ࠊఱࡽࡢᙧ࡛⎔ቃၥ㢟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊᚋࡶከ㠃ⓗ
࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡑࢀࡽࢆ⤫ྜࡍࡿどⅬࡽࡢ◊✲ࡀᚲせࡉࢀࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢၥ㢟ேࠎࡢ
ほⓗ well-being ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓ୰ᚰⓗࢸ࣮࣐ࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᚋࡶࡉࡽ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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⣖ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣥࢱࣛࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ㸪Vol.3㸪81-88㸬
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⮬ᕫ⫯ᐃឤᰁࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡀ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢែᗘ࠼ࡿᙳ㡪
ஂಖ ᬸಇ㸦ே㛫⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧
ୗ⏣ ಇ㸦ே㛫⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧
ᮾᇉ ⤮㔛㤶㸦TIEPh㸧
బ⸨ 㔜㝯㸦♫Ꮫ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⮬ᕫ⫯ᐃࠊឤᰁࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀

ཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊 (2011) ࡼࡿࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗ရࡣࠊ
ࠗࡢ⏕≀ࡽ᭷⏝
࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘ㑇ఏᏊࢆྲྀࡾฟࡋࠊࡑࡢᛶ㉁ࢆᣢࡓࡏࡓ࠸᳜≀࡞⤌ࡳ㎸ࡴᢏ⾡㸦㑇ఏᏊ⤌࠼ᢏ⾡㸧
ࢆ⏝ࡋ࡚సࡽࢀࡓ㣗ရ࡛࠘࠶ࡿᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࠺ࡶࢁࡇࡋࠊࢪࣕ࢞ࣔ࡞ࡢ㎰
స≀ࡸࠊ࢟ࣔࢩࣥࠊȘ-࣑࣮ࣛࢮ࡞ࡢ㣗ရῧຍ≀࡞࡛ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆྵࢇࡔ㣗ရ
ࡀᕷሙ࡛ྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᑐࡍࡿពぢࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞♫㇟ྠᵝከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ព
ぢ࡛࠶ࢀࠊࡑࡢ᰿ᗏ࠶ࡿၥ㢟ព㆑ࡣẚ㍑ⓗඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᢏ⾡
ࡀேࢆྵࡴᆅ⌫⎔ቃࡢࡼ࠺ᙳ㡪ࡍࡿࡢࠊ≉ࠊࡢࡼ࠺࡞ྰᐃⓗᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᢏ⾡ࡢᏳᛶࢆၥ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡞㣗ࢃࡿ
ࡺ࠼ከࡃࡢேࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋࡋࡋࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᢏ⾡ࢆṇ☜⌮ゎࡍ
ࡿࡓࡵࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ▱㆑ࢆᚓࡿࡲ࡛ࡢ≀⌮ⓗࠊᚰ⌮ⓗࢥࢫࢺࡀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ࡲࡘࢃࡿၥ㢟ࡣࠊ㔜せᗘࡀ㧗࠸ㄆ㆑ࡉࢀࡘࡘࡶࠊࡑࡢၥ㢟ᑐࡋ࡚ಶேุ࡛
᩿ࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࠾࠸࡚ࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ᑐࡋ࡚₍↛ࡋࡓᏳࢆᢪࡃேࡶᑡ࡞ࡽࡎ࠸
ࡿࠋෆ㛶ᗓ (2008) ࡼࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊ
͆㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼స≀࣭㣗ရ͇࠸࠺ゝⴥࡽཷࡅࡿ࣓࣮ࢪ
ࡋ࡚ࠊᏳࡢ࣓࣮ࢪࢆᣢࡘேࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ⏕≀௨እࡢ୰Ꮫࠊ㧗ᰯᩍ
ဨࡢ⣙ 60%ࡀࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼స≀ࠊ㣗ရᑐࡋ࡚͆ࡕࡽ࠸࠼ࡤ༴㝤͇
ࠊ
͆㠀ᖖ༴㝤͇ᅇ⟅
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᢏ⾡ࢆᩍ࠼ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᏳᛶࡢ᰿ᣐࡀࢃࡾࡃ࠸ࠊᐇ♫
࡛ࡢᬑཬࠊ⏝ሗࡀᑡ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊᩍ⫱⌧ሙ࡛ᣦᑟⓗ
ᆅ࠸ࡿᩍဨ࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ᢏ⾡ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ㣗≀ࡢᏳᛶ
Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡇࢆ♧ࡍࠋ
㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢᏳᛶᑐࡍࡿᏳࡣࠊࡑࢀ⮬యࡀែᗘࡢឤせ⣲࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏳ
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ᛶᑐࡍࡿᏳࡣࠊࡑࢀࡽ㣗≀ࡢᅇ㑊ഴྥࢆ⏕ࡳฟࡍែᗘࢆᙧᡂࡍࡿࠋࡑࡢែᗘࡢ㠀ࡣ౯್ุ
᩿࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛ၥ㢟ࡍࡿࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶᚰ⌮Ꮫⓗ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ែᗘ
ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࡢ≉ᐃ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸࠼ࡿࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ᑐࡍࡿែᗘᙳ㡪ࡍࡿᚰ⌮せᅉ
ࡣఱࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⮬ᕫ⫯ᐃ㸦self-affirmation㸧ឤᰁᑐࡍࡿ
ㄆ▱ࡀࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢែᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀
ࡢែᗘࡢ⾲ࢀࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽ㣗≀ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇࡢ㌋㌉㸦hesitation㸧ᙳ㡪ࡍࡿᚰ⌮せᅉࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋࡇࡢ㌋㌉ࡣࠊែᗘࡢㄆ▱ࠊឤࠊ⾜ືせ⣲㸦Breckler, 1984㸧ࡢ୰࡛ࡶ⾜ືせ⣲ࢆከࡃྵࡴᐃ
࡛ࡁࡿࠋࡶࡋࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡀᏳࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᏳ࠸࠺ྰᐃⓗឤᅇ㑊ⓗ
࡞⾜ືഴྥࡣࠊែᗘࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡋ࡚ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋ㣗ࡣ᭱⤊ⓗ㢧ᅾⓗ࡞⾜ື࡛⌧ࢀ
ࡿࡇࡽࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢែᗘࢆ㌋㌉ࡋ࡚

ᐃࡍࡿࡇࡣࠊ㣗ᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫࡢ㛵㐃ࢆ

᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡶࡗࡶ㐺ษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࡢ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇࡢ㌋㌉ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝ
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⮬ᕫ⫯ᐃࡣࠊ⮬ᕫࡢᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸦Sherman & Cohen, 2006㸧
ࠋ⮬ᕫ
ࡢᛶࡣࠊ⮬ᕫࡢ㐺ᛂⓗࠊ㐨ᚨⓗ㐺ษࡉࡢឤぬᐃ⩏ࡉࢀࠊ⮬ᕫࡗ࡚㔜せ࡞౯್ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡞࡛㐩ᡂࡉࢀࡿࠋ⮬ᕫ⫯ᐃ⌮ㄽ㸦Steele, 1988; Sherman & Cohen, 2006㸧ࡼࢀࡤ㸪⮬ᕫ⫯ᐃ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⮬ᕫᑐࡍࡿ⬣ጾࡢ㜵⾨ᛂࡀపῶࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ⮬ศࡢ
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡍࡿពぢᐶᐜ࡞ࡗࡓࡾ㸦Cohen, Aronson, & Steele,2000㸧
ࠊ⮬ศ㒔ྜࡢᝏ࠸ሗ
ࢆཷࡅධࢀࡿഴྥࡀቑࡋࡓࡾࡍࡿ㸦Harris & Napper, 2005; Reed & Aspinwall, 1998㸧
ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⮬ᕫ
⫯ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇࡢ㌋㌉ࡀపῶࡍࡿண

ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞

ࡽࡤࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡀᏳ࠸࠺ឤࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࡀ⮬ᕫࡗ࡚⬣ጾ࡞ࡾᅇ㑊ഴྥ
ࢆྵࡴែᗘࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍᚰ⌮ⓗ࡞ᅇ㑊ഴྥࡀࠊ
๓ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃࡼࡗ࡚ῶࡌࡿண

ࡉࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡉࡽࠊࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉࡋ࡚ࠊឤᰁᑐࡍࡿㄆ▱ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ㐍ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞㆟ㄽ࡛ࡣࠊឤ
ᰁࢆ᎘ᝏࡍࡿᚰ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆேࡣ㐍ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦Curtis, de Barra, & Aunger,
2011㸧ࠋࡇࡢ㆟ㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ㣗≀ࡣࠊࢿࢬ࣑ࡸࣄࣝ࡞ࡢ᎘ᝏឤࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿື≀࡛࠶ࡿࡇ
ࡀከ࠸㸦Ware, Jain, Burgess, & Davey, 1994㸧
ࠋ⫗ࡢ୰ࡸ⾲㠃⣽⳦ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡽࠊឤᰁᑐ
ࡍࡿㄆ▱㛵㐃ࡍࡿࡢࡣ⫗㢮࡛࠶ࡿணࡉࢀࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᑐࡋࠊ࠺ࡶࢁࡇࡋࡸࢪࣕ
࢞ࣔ࡞ࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢከࡃࡣ᳜≀࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊឤᰁࢆ㑊ࡅࡼ࠺ࡍࡿᚰ⌮ࣉ
ࣟࢭࢫࡣࠊ᳜≀࡛ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ࡛
ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿᏳࡀࠊឤᰁࢆ㑊ࡅࡼ࠺ࡍࡿᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫࢆច㉳ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᐈほⓗ࡞ᐇࡣ␗࡞ࡾࠊᚰ⌮ⓗࡣឤᰁࢆ㑊ࡅࡿᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫྠᵝ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢಶேᕪࢆ

ᐃࡋࡓࠋឤᰁ

ᑐࡋ࡚㌟㏆ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿಶேࡣࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ಶேࡼࡾࡶ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ㌋
㌉ࡍࡿண

ࡍࡿࠋ
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᭱ᚋࠊࡇࡢឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢಶேᕪࡣࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࢆㄪᩚࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᐃ
ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿಶே࡛ࡣ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࡾࠊᑐ
ࠊ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿಶே⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
⮬ᕫ⫯ᐃឤᰁᑐࡍࡿㄆ▱ࡢಶேᕪࡢస⏝ຠᯝࡘ࠸࡚ࡣ≉ᐃࡢ௬ㄝࢆタࡅࡎࠊ᥈⣴ⓗ
᳨ウࡍࡿࠋ

᪉ἲ
ᐇ㦂ཧຍ⪅㸸4 ᖺไᏛࡢᏛ⏕ 134 ྡ㸦⏨ᛶ 73 ྡࠊዪᛶ 61 ྡ㸧ࡀᐇ㦂ཧຍࡋࡓࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢᖹ
ᆒᖺ㱋ࡣ 20.54 ṓ࡛࠶ࡗࡓ㸦SD=3.43 ṓ㸧
ࠋ
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣࠊᮏ◊✲௨እࡢㄪᰝ࣭ᐇ㦂ࢆྵࡴㄪᰝ⚊ࡢ୍㒊ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡣࡌࡵࠊᐇ㦂ཧ
ຍ⪅ࡢឤᰁᑐࡍࡿㄆ▱ࡢಶேᕪࢆ

ᐃࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ͆ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ͇ࠊ͆㢼㑧͇ࠊ͆ࣀࣟ࢘

ࣝࢫ͇ᑐࡋ࡚ࠊࢀ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࢆࠊ
͆㌟㏆࡛ࡣ࡞࠸͇ࡽ͆㌟㏆࡛࠶ࡿ͇ࡲ࡛ࡢ㸵
௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢ᧯సࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬ᕫ⫯ᐃ࠶ࡾ⩌࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸࢫ࣏࣮ࢶࠊᏛ
ᴗ࡞ࡢ 12 ࡢ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࠊಶேⓗࢀ㔜せ࡛౯್ࡀ࠶ࡿࡢࢆ㡰࡙ࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⥆࠸
࡚ࠊ1 ࢆࡘࡅࡓ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࠊ࡞ࡐࡑࢀࡀ⮬ศࡗ࡚㔜せ࡛౯್ࡀ࠶ࡿࡢࢆࠊ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆࡩ
ࡲ࠼࡚⮬⏤グ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⮬ᕫ⫯ᐃ࡞ࡋ⩌࡛ࡣࠊ⮬㌟ࡘ࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠୡ௦ࡢ୍⯡ே
ࡗ࡚ࢀ㔜せ࡛౯್ࡀ࠶ࡿࡢࢆ㡰࡙ࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ9 ࢆࡘࡅࡓ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࠊࡑ
ࢀࡀ୍⯡ⓗ࡞ேࡗ࡚ࠊ࡞ࡐ㔜せ࡛౯್ࡀ࠶ࡿࡢࢆ⮬⏤グ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
 ⮬ᕫ⫯ᐃࡢ᧯సࡢᚋࠊ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㣗≀ࡘ࠸࡚ࠊཱྀ
ࡍࡿࡢࢆࢀ㌋㌉࠺ࡢࡘ࠸࡚ࠊ7 ௳ἲ࡛ホᐃࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦͆ࡓࡵࡽࢃ࡞࠸͇㹼͆ࡓࡵࡽ
࠺͇
㸧
ࠋ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸㣗≀ࡣ͆㇋͇ࠊ
͆࠺ࡶࢁࡇࡋ͇
ࠊ
͆ࡌࡷࡀ࠸ࡶ͇࡛࠶ࡾࠊ㑇ఏᏊࢆ
⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㣗≀ࡣ͆㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㇋͇
ࠊ
͆㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ࠺ࡶࢁࡇࡋ͇
ࠊ
͆㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ
᭰࠼ࡓࡌࡷࡀ࠸ࡶ͇࡛࠶ࡗࡓࠋ

⤖ᯝ
ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࠊ㢼㑧ࠊࣀࣟ࢘ࣝࢫᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࢆᑜࡡࡓ 3 㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊᩘ್ࡀ㧗࠸
㌟㏆࡛࠶ࡿᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࠊ
͆ឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱͇ࡢᣦᶆࡋࡓ
㸦Ș=.67㸧
ࠋ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸㣗≀ 3 ✀ࡘ࠸࡚ࠊᩘ್ࡀ㧗࠸ࡑࡢ㣗≀ࢆཱྀࡍࡿࡢࢆ
㌋㌉࠺ࡼ࠺ᩘ್ࢆࡾᙜ࡚ࡓୖ࡛ྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࠊ
͆㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸㣗≀͇ࡢᣦᶆࡋ
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ࡓ㸦Ș=.49㸧 1ࠋ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㣗≀ 3 ✀ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ⟬ฟࡋࠊ
͆㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㣗≀͇
ࡢᣦᶆࡋࡓ㸦Ș=.97㸧
ࠋ

㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ࡢ᭷↓ࡼࡿ㣗ࡿࡇࡢ㌋㌉
 㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼ࡢ᭷↓ࡼࡿ㣗ࡿࡇࡢ㌋㌉ࡀ␗࡞ࡿ࠺ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㑇ఏᏊࢆ⤌
ࡳ࠼ࡓ㣗≀ࠊ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸㣗≀ࡢホᐃ್ᑐࡋᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㑇
ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࡞࠸㣗≀㸦M=3.81, SD=1.91㸧ᑐࡋࠊ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡓ㣗≀㸦M=9.15,
SD=6.19㸧࡛᭷ពᩘ್ࡀ㧗ࡗࡓ㸦t(133)=10.23, p<.001㸧
ࠋ

㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ᑐࡍࡿ⮬ᕫ⫯ᐃ࠾ࡼࡧឤᰁࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢຠᯝ

2

 ᐇ㦂᧯స࠾ࡅࡿ⮬ᕫ⫯ᐃ࠶ࡾ⩌ࢆ+1ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃ࡞ࡋ⩌ࢆ-1 ࡍࡿ࢚ࣇ࢙ࢡࢺ࣭ࢥ࣮ࢹࣥ
ࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࢥ࣮ࢹࣥࢢࡋࡓ⮬ᕫ⫯ᐃࠊࢭࣥࢱࣜࣥࢢࡋࡓឤᰁࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࠊ࠾
ࡼࡧࠊࡑࢀࡽࡢస⏝㡯ࢆ⊂❧ኚᩘࠊ㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ࠼ࡓ㣗≀ࡢホᐃ್ࢆᚑᒓኚᩘࡋࡓ୍⯡⥺
ᙧࣔࢹࣝࡼࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞ࡗࡓࡀ㸦F(1, 130)=.75, p=.39㸧
ࠊឤᰁࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ
▱ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦F(1, 130)=4.99, p<.05㸧
ࠋண

␗࡞ࡾࠊឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿᐇ㦂

ཧຍ⪅ࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ᑐࡍࡿ㌋㌉ࡢホᐃ್ࡣప࠸ഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᶆ‽ࡉࢀࡓș
=-.19㸧
ࠋࡲࡓࠊస⏝ࡣ᭷ពഴྥ㏆ࡗࡓ㸦F(1, 130)=2.62, p=.11㸧
ࠋ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊឤᰁ
ࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢホᐃ್s1SD ࡢᆅⅬࡈୗ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊឤᰁࢆ㌟㏆ㄆ▱ࡋ࡚
࠸ࡿሙྜ㸦㸩1SD㸧
ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡀ᭷ព࡛࡞ࡗࡓ㸦F(1, 130)=.30, p=.59㸧
ࠋࡑࢀᑐࡋࠊឤᰁ
ࢆ㌟㏆ㄆ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸦㸫1SD㸧
ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸦F(1, 130)=3.15,
p=.08㸧
ࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ᐇ㦂ཧຍ⪅࡛ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆཱྀ
ࡍࡿࡇࡢ㌋㌉ࡀ⮬ᕫ⫯ᐃࡼࡾῶࡌࡿࡇࢆ♧ࡍ㸦Figure 1㸧
ࠋ

1 Șࡢ್ࡀప࠸ࡓࡵࠊࡇࡢ 3 㡯┠ࢆྜ⟬ࡍࡿࡇᑐࡋࠊᐇドⓗほⅬ࡛᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ3
ࡘࡢ㣗≀㸦㇋ࠊ࠺ࡶࢁࡇࡋࠊࡌࡷࡀ࠸ࡶ㸧ࡢࡑࢀࡒࢀࢆᘚูࡍࡿ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡢ↓ࡉࠊ࠾ࡼࡧゎ㔘ࡢ༢⣧ࡉࡢ
Ⅼࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣྜィ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
2 㑇ఏᏊࢆ⤌ࡳ᭰࠼࡚࠸࡞࠸㣗≀࡛ࡶྠᵝࡢศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊホᐃ್ࡀ㝈ࡾ࡞ࡃ 0 ㏆࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
ẚ㍑᳨ウࡢࡓࡵࡢศᯒࡣ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋ
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21

⮬ᕫ⫯ᐃ࡞ࡋ⩌

18
⮬ᕫ⫯ᐃ࠶ࡾ⩌

15
12

11.67
9.02

9

7.53

8.35

6
3
ឤᰁࡢ㌟㏆ࡉ-1SD

ឤᰁࡢ㌟㏆ࡉ+1SD

Figure 1. 㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢ㌋㌉ᑐࡍࡿ⮬ᕫ⫯ᐃឤᰁࡢ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢຠᯝ㸦್ࡣ᥎ᐃ್㸧

⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆཱྀࡍࡿࡇࡢ㌋㌉ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢ
ㄆ▱ࡀࡢࡼ࠺ᙳ㡪ࡍࡿࡢࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ๓ࡢண

␗࡞ࡾࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀

ࡢ㌋㌉ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃࡢຠᯝࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊឤᰁᑐࡍࡿㄆ▱ࡢಶேᕪࡢ
ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ㢼㑧ࡸࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ࡞ࡢឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀
ࢆཱྀࡍࡿࡇ㌋㌉ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣண

ࡣ㏫ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⤫

ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡢಶேᕪࡢస⏝ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ
ឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ᐇ㦂ཧຍ⪅࡛ࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㣗≀ࡢ㌋㌉ࡀ⮬ᕫ⫯ᐃࡼࡾపῶࡉ
ࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋ
 ឤᰁᑐࡍࡿ㌟㏆ࡉࡢㄆ▱ࡀண

ࡣ㏫ࡢ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࠊឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿ

ࡇࠊឤᰁᑐࡍࡿᏳࡢ⛬ᗘࡀ༢⣧࡞ṇࡢ┦㛵㛵ಀ࡛࡞࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊឤᰁ
ࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸ࡿಶேࡣࠊẖ᪥ࡢ⏕άࡢ୰࡛ឤᰁᑐࡍࡿண㜵ࡶࡋࡗࡾ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㑇ఏᏊ
⤌ࡳ࠼㣗≀ࢆཱྀࡍࡿሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶᏳࡀႏ㉳ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㌟㏆࡛࠶
ࡿࡽ࠸ࡗ࡚༶ᗙᏳࡀႏ㉳ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊឤᰁࡢᏳࠊ࠾ࡼࡧࡑ
ࡢᚷ㑊ࡢせᅉࢆ͆㌟㏆ࡉ͇࡛
᥋ⓗ

ᐃࡋࡓࡇࡀၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᚋࡣឤᰁᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗᛂࢆࡼࡾ┤

ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

యࡋ࡚⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊឤᰁࢆ㌟㏆ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ே㝈ᐃࡋࡓሙྜࠊ㑇ఏᏊ
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⤌ࡳ࠼㣗≀ᑐࡍࡿ㌋㌉⮬ᕫ⫯ᐃࡀᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌ࡳ
࠼㣗≀ࡢᣄྰᛂࠊ⮬ᕫ⫯ᐃ࠸ࡗࡓ㜵⾨ᛂపῶࡢࣉࣟࢭࢫࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࠋ
ᚋࡣࠊឤᰁᑐࡍࡿㄆ▱ࡢពෆᐜࠊ࠾ࡼࡧ⮬ᕫ⫯ᐃࡢࣉࣟࢭࢫࡢస⏝ࢆヲ⣽᳨ウࡋ
ࡓୖ࡛ࠊ㡹࡞▱ぢࢆぢฟࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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第 3 ユニット
―環境デザインユニット―

500

平成 23 年度刊行研究年報

『「エコ・フィロソフィ」研究』第 6 号 所収論文
Ⅲ

―TIEPh第3ユニット 環境デザインユニット―

環境デザインの課題は、環境設計をアイディアとして企画し、現実の環境問題に対
して、より多くの選択肢を提示していくことである。現在の環境問題への対応は、そ
れほど多くの選択肢の中から選択がなされているわけではない。それらの多くは、現
実の行動を抑制する方向で課題設定されることが多い。一般的な方向性は明確である。
東北の大震災を受けて、一挙に基礎的な条件が変わってしまった。そこには復旧に
かかわる短期的課題と、30年後、40年後を見据えた復興としての長期的課題がある。
この長期的課題に対して、いくつもの方向設定条件があるに違いない。これらをどの
ようにして浮かび上がらせていくかは、環境設定の統制原理となる。また実行可能な
小さな企てを、システムとして立ち上げていくことは、システムの創発にかかわる多
くの事例研究の一つとなる。こうしたシステムの立ち上げの仕組みにも、システムの
基本原理が関与するはずであり、そこにデザインの原理を見出すこともできる。
時間の経過とともに、おそらく選択可能な条件は減っていく。時間的な余裕はあま
りない。そこにはいくつもの経済条件もからんでいる。難しい時期に来ている。貿易
収支が、数十年ぶりに赤字になり、やがて所得収支も赤字になれば、国としての経常
収支も赤字になる。つまり財産や資金が海外へと流出するかたちになる。こうなった
ときにはおそらく予想外に選択肢は減っている。その手前で、経済条件の好転を作り
だすほどの環境デザインは、どのようにして可能なのかという問いに直面してしまう。
困難な時ほど、真価が問われるのは、歴史と社会の鉄則である。
（河本英夫）
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Chaos, Autopoiesis and/or Leonardo da Vinci/Arakawa
Department of Literature

Hideo Kawamoto

In the Arakawa + Gins conception, there are several distinct theoretical footholds: the enhancement of the
dimension with chaos theory, the double operation of action with autopoietic systems theory, and the
introduction of da Vinci’s non-integral dimension.

Key word: Chaos, Autopoiesis, Landing site

I
The first foothold Arakawa is concerned with is the expansion of the possibility.
to us rather improbable, the logical possibility cannot be denied.

Although “not dying” seems

Not only that, but, just as there are many

types of infinities, it is indicated that there are also many types of possibilities.

Even within such a multitude

of possibilities, expanding the possibility of “not dying” would seem to lie at the very margins.

If we view

this expansion of possibilities as a dimensional expansion, Arakawa and Chaos Mechanics become nearly
synonymous.
Ordinarily, we anticipate future events and prepare our reactions to them using a preconceived notion of what is
possible.

We do this due to our past experiences – our personal histories and daily routines; making various

predictions, imagining various interactions, and expecting various inevitabilities.

This phenomenon may be

termed “empirical possibility.” If, however, we redefine the dimensions of possibility, an entirely different
perspective should result –our habits and understandings of our lives, history, the world, etc. would all change.
The dimensions of reality’s possibilities are undefined.

As such, we ourselves should be able to set the

parameter that allow for the expansion of human possibility.
architecture.

This can be achieved through science, art, and

Instead of taking at face value human reality under the conventionally thought of range of

possibilities, we are to make expanding human possibility itself the issue.

Thus, “not dying” subsists in the

setting of the parameters, or in other words, allowing for “the expansion of possibility.”
We can think of the mathematical concept of infinite sets as a metaphor.

Within infinite sets, there are

countably infinite sets and uncountably infinite sets, and within uncountably infinite sets, there are several
types of infinite sets yet – the infinite set of real numbers, which itself contains rational and irrational infinite
sets, and so on and so forth.

Although all these sets are infinite, the degrees of infinity are different in each. In

the same way, the range of possibility is not one-dimensional.
such that this range can be expanded.

We ourselves can reset the boundary conditions

This is what Arakawa + Gins, have attempted through their architecture

in the cities of Nagi, Youro, and Mitaka.
We can find the enhancement of the dimension in chaotic movement, that indicates generally such as detail
differential processes, for ex, in rain dropping as non-regular and non-periodical. Because it is mathematically
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formulated, chaos theory is deterministic.
calculation.
last.

However, the next action born of chaotic behavior resists

Determinism draws a picture of a world in which everything is predicted and determined to the

But again, in chaos theory, prediction is futile.

These two situations seem paradoxical at a glance.

All

chaotic movements are presented in a topological space, that is, in a dimension defined by mathematics.
Within such movements, one movement suddenly disappears into another dimension.
cannot be predicted in topological space.

Such a movement

Chaotic movement formulated within deterministic mathematical

operations contains the possibility for dimension enhancement. Ultimately, chaotic movement includes
something that happens to transcend the dimensions determined by arithmetic calculation.

Such

transcendence is intrinsic to chaos theory.[1] What Arakawa + Gins put into practice included a declaration
(“We have decided not to die,” etc.) that exceeds the dimensions of human languages including their
formulated program.

It is a declaration that draws surprise, but curiously, one that somehow feels real.

II
The second theoretical foothold involves the “landing site.”

The “landing site” is an act of positioning, a

basic activity that organizes the relationship between the world and the self through the identification of said
position.

Any type of quest for environmental information utilizes the “landing site.”

position-specifying precedes the recognition of a specified position.

The act of

The “landing site” has the special

characteristic of simultaneously specifying something’s position while initiating the organization of the relation
between that position and the self.

These two movements, which differ qualitatively but move as one, I have

come to call “Double Operation.” From this standpoint, Arakawa + Gins and autopoiesis become very similar
conceptions.
If we only had to know the positions of objects, then we would only need to arrange them on the coordinate
axis.

However, the act of specifying the location of an object necessarily includes organizing the relationship

of the object to oneself, even before placing it on its coordinates.
object is an act of acknowledging its position.

The intellectual aspect of relating to an

The “landing site” itself is not the concept of recognizing; it is

the concept of the action of positioning. This situation can be phrased in various ways.

The landing site itself

is one type of action, and it fulfills the role of the hinge between the world and oneself, one that organizes the
relation between the two.

Or: the knowledge of a position, included in the action of using the “landing site,”

is itself a clue to the action; as seen from the action, the specified position is an anticipation of said action.
Or: though the “landing site” may already be related to the world through action, it is also the impetus for one’s
personal organization of the relationship between the world and self; here, action and knowledge are
inseparable.

The “landing site” is therefore not the concept of recognition per se; at the very least, it is the

concept of the action of organization of the relation between the self and the world.

The action in which

recognition and action work inseparably will be called cognitive action.
According to this principle, the following situation is inconceivable.

An observer, using the landing site as a

recognition of an object’s position, conducts quests for information according to that recognition, and uses
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what s/he finds to guide his/her actions.
would do such a thing.

This interpretation is impossible.

That is because only a robot

The relationship between life forms and the world is firstly a consequence of action.

The action is already connected to the world, and it is recognition that gives us hints and choices for the
organization of that relationship.
are mistaken.

Most of the arguments of cognitive science, even in ecological psychology,

In such arguments, the relation with the world is formulated first according to recognition, and

from there, gathered information guides the next action.

Such an argument is like a person who first learns

about his relationship to the world from a book, and using the book as guidance, cautiously plans his behaviors.
Or it can be likened to a person who, while looking at the sea, practices swimming first above land.

Even

though the act of swimming is induced by the information one gets from looking at the sea, one can only
imitate swimming on the beach.

In this case, movement and environmental information are interlocked.

However, no one would likely call such a thing “swimming.”

He lacks the action of specifying his position,

and all action subsists in the landing site, not in affordance. [2]
The landing site holds yet another significance.

Above being another person’s nature (or change in that nature

thereof), the position that that person occupies is their most basic characteristic.

By putting that other person

in front of us, the question of where that person is (as opposed to who or what that person is) signifies the
person’s true nature.
position.

Thus, every time that person formulates the self, s/he simultaneously occupies that

Here is a Double Operation at work.

To formulate the self is to occupy the place one is in, and to

occupy said place is essential to the possibility of action (such as moving to another place, etc.)

If we were

unable to occupy a place, we would also be unable even to move to another place. The situation in which a
person becomes something is connected to the possibility of that person’s self-recognition, and occupation of a
place is connected to the possibility of action.

To occupy this place is “the landing site of action.”

If the

possibility of self-recognition and the possibility of one’s actions were the same thing, we would be unable to
act in the world.

The thing that supports that possibility of action is the landing site.

Moreover, when a person perceives the world, it is through a certain perspective – one through which many
things can be seen – and at the same time, that person occupies a space.
occupying “Here” is connected to the possibility of action.
identification of “Here” in the world.
space.

In this case, the function of

Cognizance advances with the personal

When one perceives the world, one is at the same time occupying that

This is “the landing site of cognition,” or “the landing site of perception.” To this point, the concepts

of “being in the world” and “existence” are born.
existing in it”.

Sometimes it is said that “People recognize the world while

However, the occupation of a place in the world functions as [the action of using] the landing

site, as an active relating to the world.
that is open to the world.

That occupation operates at the same time as the cognitive perspective

In both cases of “landing sites,” occupying a place identifies the possibility of the

action that accompanies recognition.
An autopoietic system operates by connecting one process to the next.

The recurrent processes form the “self

of the system,” in other words, the “self of the system” is made up of these continuous processes.
chemistry, catalyst matter reacts with other matter, regulating its reaction velocity.

At the same time, through

a crystallization process, something outside of the recurrent processes is formed.
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In

Maturana and Varela

defined autopoiesis, which includes various forms of double operations, in the following way.
“An autopoietic machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production
(transformation and destruction) of components that produces the components which: (1) through their
interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that
produced them; and (2) constitute it (the machine) as a concrete unity in the space in which they (the
components) exist by specifying to the topological domain of its realization as such a network.”
[3] In this formulation, there are at least four modes of double operation: the formation of the systems
boundaries through continual processes, definition of components through continual processes, the formation
of the “self of the system” through continual processes, and the formation of topological space of the system
through continual processes.[4]
A property of autopoiesis is that Double Operations also occur. This property is included somewhere in the
basic conceptions of both Arakawa and autopoiesis.

In this way, Arakawa’s landing site and autopoiesis share

similar basic features.

III
The third foothold concerns changing the structure of architecture such that the body’s possibilities are
expanded.

Most architecture follows a plan that does not allow for the expansion of possibilities (of life, the

body, etc.) However, in Arakawa’s architecture, this is not the case; rather, architecture is a procedural device to
expand possibilities.

Life forms are not formulated in integral dimensions such as the 3rd or 4th dimensions;

thus the goal of architecture is to create a space appropriate for life and the body, a space in which one is free to
consider expanding possibilities.

In this way, Arakawa and da Vinci are nearly the same.

Things like act like life forms (whether it be humans, animals, plants, etc.) not only specify a place – they
possess a physical body. Where there is a gaze, there must be a body from which that gaze originates.
body itself moves, and thus also establishes its own domain or region.

The

Rather than recognition or occupying a

space, a special trait of the body is that it itself moves. In that situation, the space that connects movement and
the position-specifying landing site becomes insufficient.
movement changes that position.

The landing site occupies the position and

But the body forms its own topological space.

It is then necessary to

introduce a fluid-state space in which mass energy can flow freely.
In this situation, we must set up a system that cultivates regionalization or classification of the environment.
This is where “cleaving,” or cutting and closing, is introduced.
Cleaving provides the basic image of this fluid formation of space, a type of model image.
putting a finger in a container of water.

Take, for example,

In a split second, a division is created, but in the next, the water

closes around your finger and the division is closed.

Or, a swarm of gnats on a riverbank after the rain: you

can split the group into two by cutting your hand through it, but the division is only momentary. They quickly
reform as one group.

This action of simultaneously creating divisions and restoring connections is
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“cleaving.”

Cleaving supports the articulation of both the world and the distribution of landing sites.

It is in this environment that Arakawa’s architecture makes its advent.

Architecture appears as one of the

many methods of formation considered suitable for life’s actions, and is itself a form of life.
as such, as is a bee hive, a snail’s shell, etc.

An ant’s nest is

Thus from the point of this natural architecture, the buildings that

humans produce are exceptions, for they are not built to draw forth life’s possibilities.

To change this at the

most basic level, the destiny-reversal house stands.
In the human case, architecture is usually geometrically formulated.
from special circumstances surrounding production.
too strong for construction.

Humans have unfortunately picked out things that are

While carving a stick, we make predictions like, “If I shave it down a little more

here, it will be even straighter” in the production process.
it completely straight.

However, we should view this as arising

However, physically, it’s nearly impossible to make

Nevertheless, we grasp the concept of “straight.”

example, the concept of “the straight line” is born.

Taking the physical stick as an

This concept can be called an idea, and taking these ideas

and putting them into formulas and equations is “geometry.”

Thus, due to what we have learned in the

construction process, most architecture constructs with physical materials that match this conceptual model.
However, whether or not such construction techniques are suitable for life activities is heavily questionable.
In geometrically assembling the straight line, the plane, and the solid body, integral dimensions such as the 1st,
2nd and 3rd dimensions come into existence.
compatible with life.

Yet there is no guarantee that such integral dimensions are

In the mathematically deterministic techniques of chaos mechanics, the possibility of

non-integral dimensions such as the 3, 12 dimension or the 3, 24 dimension have been identified.[5] Therefore,
the probability that integral dimensions are sufficient for or compatible with life is likely quite low.

We must

create a topography appropriate to nature, one that is intrinsic to life itself.
By creating spaces that take into consideration life’s movements, and from the point/perspective of formulating
personally intrinsic spaces, da Vinci and Arakawa utilize the same techniques.

When space is thought of in

non-integral dimensions, things what we perceive appear as differentiated movements.
been formed according to this differentiation of movement are da Vinci’s space.
according to life’s movements.[6]

Things which have

This is to say, to create space

From the perspective of space formation, da Vinci and Arakawa are

moving in the same direction.
References
1, Tsuda, I., (1990) Chaotic Brain, Tokyo: Saiensu-sha.
2, Kawamoto, H., (2007) A Commentary to Making Dying Illegal, (Trans. In Japanese version) Tokyo:
Shunjyu-sha
3, Maturana H.& Varela F., (1980) Autopoiesis and Cognition, Boston: D. Reidel Publishing Company.
4, Kawamoto, H.,(2006) System-Phenomenology, Tokyo：Shinyou-sha.
5,Kaneko, K.,& Tsuda, I, (1996) Chaotic theory of complex systems, Tokyo: Asakurashoten
6, Kawamoto, H., (2007) Philosophy Exercises of Autopoiesis, Tokyo: Nikkei BP.

506

経験の記述―働きの存在論
ドゥルーズ・ガタリとオートポイエーシスの分岐（1）
文学部 稲垣諭

キーワード：働き、ネットワーク化、アンリ、ドゥルーズ・ガタリ、偶然性、
間接性、現実、境界

1.

働きの存在論
働き/作動(working)、力(force)、操作(operation)、運動(movement)。こられの経験は、対象のように

見ることができず、ただ対象とともに感じ取られている。現実的には経験という語の限界に触れてし
まう境界事例でもある。一切の物性を欠いた運動を思い描いてみる。ゆらゆらと何らかのうごめきを
イメージするかぎり、そこにはすでに物性が関与している。物性を欠いた運動はどのように明示でき
るのか。光は運動しているが、光の運動を経験しようとすると途端に困惑する。光速度は毎秒およそ
30 万 km であることから、
地球上のスケールにとどまるかぎり、
気づいたときにはすでに光は到達し、
充満している。仮に光速度を毎秒 30cm ほどに遅延させる空間媒質があり、そのような媒質に満たさ
れた暗闇の中で電燈のスイッチを入れると何が起こるのか。何かが見えているかぎり、すでに光は到
達しているのだから、まったく見えない段階が持続した後に、光源を中心に同心円状に突如ものが見
え始めるのであろうか。とはいえ観察者がその円の外にいる場合、光はすぐには到達しないのだから
円状に広がる空間を見ることはできない。それに対して観察者が内部にいる場合、その位置に応じて
光の到達配置は変化し、さらに物体に吸収され、あるいは反射する光の散乱も毎秒 30 ㎝の速度で関
与するため、光が一律の円状に広がることもない。また光と同じ速度で並走した場合、光はどのよう
に見えるのか。これはアインシュタインが立てた問いの変形である。ここでの経験は、物が運動する
と同時に、視空間全体が蝋燭の炎のように揺らめく奇妙な空間体験となると予想されるが、光の条件
を変化させることでどうにか触れることができる光の働きの一端でもある。
働きも運動も、ふつうは物性とともに物性に帰着させえないものとして感じ取られている。見られ
たコップではなく、コップを見ている働きは見えず、消化の働きもそれ自体は見ることができない。
胃は蠕動し、消化液を分泌することで内容物を消化する。消化前と消化後の内容物は対照ができ、そ
の内容物の変化を通じて獲得されるエネルギー量と代謝されたエネルギー量の計測、化学成分の差異
から、消化の働きについて理解することもできる。それが一般に「機能性」の特定と呼ばれる。消化、
生殖、呼吸、代謝のそれぞれが生体の固有機能として特定されうる。この機能とは、日本語では訳語
が区別されているが、関数（function）のことに他ならず、初期値と結果との対応性が保証されるも
のの総称である。初期値と結果の間には、多様な働きのプロセスが介在する。たとえば消化において
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も、マクロレヴェルの食物の運動、化学反応、神経系の電位変化、分子レヴェルの運動と揺らぎ、そ
れに応じた熱の移動といった多様な働きが介在するが、それら働きそのものは初期値にも結果にも現
れない。
「消化力」という語を導入しても事態が判明になる訳ではない。
「力」の概念を、質量とのか
かわりで最初に定義づけたのはニュートンであるが、周知のようにそれは、力と質量の相互規定とい
う循環定義においてであり、力そのものを明示することは現代物理学においても困難を極め続けてい
る。以下では、このような見えないものとしての働きと、そのネットワークを最大限に活用する仕方
のポイントをいくつか絞り、それを念頭に置きながら、哲学的議論とともに見えてくる働きの存在論
の基礎固めを行いたいと考えている。とりわけ本稿ではドゥルーズ・ガタリの哲学的試みを参照に、
オートポイエーシスとの接点を浮き彫りにする。

①ネットワークの維持
「供給」という働きについて考えてみる。311 の大震災後まず問題になったのは、サプライチェー
ンの途絶であった。陸路そのものが閉ざされただけではなく、被災地の中小工場の現状把握ができず、
工場復旧の見通しを立てるということが、そもそもどうすれば現実化しうるのかが分からないほどの
凄惨さを極めた。さらには、そうした事態を見越したうえでの代替的な供給のネットワークが確保さ
れていなかったために、製造業者に商品化の遅延にもとづく多大な損益が生まれた。とりわけ車や精
密機器の部品の供給に多くの支障が出た。とはいえ陸路があり、物品が確保されていれば、供給とい
う働きが成立するわけでもない。現にガソリンを輸送するタンク車が被災地に入らないという問題も
一時期生じた。かろうじて陸路は復旧し、ガソリンという支援物質も輸送車両もあるのに、放射能に
まつわる風評のために被災地へ入ろうとする人員がいなくなり、立ち往生したのである。こうした事
例には、働きのネットワークがどのような条件を通じて立ち上がるのかを見通す困難さが示されてい
る。
供給されるべき多くの物品や輸送ルート、輸送手段、人員が、供給という働きそのものを維持して
いるのは確かだが、それらのほとんどは代替可能でもあるのだから、それぞれは逆に「供給という働
き」に巻き込まれるこことで初めて固有の価値を発揮する。そのため、輸送費のコスト削減や、部品
の代替不可能な機能性（技術的ニッチ）を開発しようとする各種企業体の努力は、他同業者と競って
いるように見えて、実際のところ供給のネットワークにとにかく参与し、そのネットの広範で安定し
た活用を望んでいるだけである。大手宅配業者は、たとえばスキー場にスキー一式を送ったり、生も
のや要冷蔵のものまでも宅配のネットワークに乗せてしまうことで、新たな供給のネットワークを生
み出してきた。つまり、これまで誰も送ろうとはしなかったものを宅配の新たな選択肢として組み込
み、需要そのものを作り上げたのである。ということは供給という働きは、そのときそのときのニー
ズに適うものを供給し続けば済むということではなさそうである。むしろ一度確立された供給のネッ
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トワークを作動させつつも、同時にニーズそのものの更新に応じた新たな供給ネットワークの開発が
要求され、それが付帯的にネットワークの自在さと柔軟さを生み出すロバストな仕組みとなることが
分かる。精密機器の末端のたった一つの部品を製作している中小工場の中には、自社で作られる部品
が出荷後どのような製品に組み込まれ、商品化されるのかほとんど理解していないこともあると思わ
れる。さらには、現在必要とされている供給網以外に、今後どのような需要が生じて、自社の部品が
別種の供給ネットワークを構築するのかさえ分からない。その場合、既存の供給ネットワークに参与
するだけではなく、新たな供給網の形成に開かれた商品販売こそが対外的戦略となる。製品にはいつ
でも、多様な活用可能性が見込まれるような余白を残したデザインが要求される。
ミクログリアという免疫細胞の一種は、脳内で中枢神経系のシナプスのネットワークを監視してい
ることが分かってきた。シナプス結合を行っている神経細胞の周囲を徘徊し、時に接触する。そして
障害された結合を消去するだけではなく、健常なシナプスも消去し、その後回復させるようなことも
行われる。外的に見れば、ネットワークの頑健性や柔軟性を試しているとしか思えない。つまり、既
存のネットワークをあえて阻害することで何が起こるのかをシミュレートしている。ということは、
ネットワークのハブになるような回路、つまりそれが消去されることで機能実行に多大な弊害が起き
そうな部位の削除は、シミュレート上では避けられていると思われる。だとすれば、そうしたミクロ
グリアの動向から、機能性の優位なネットワークとその配置が、観察的精度が上がれば今後予測でき
る可能性が高い。

②新規ネットワークの立ち上げ
自然エネルギーの活用法のひとつとして、「浸透膜発電」という方式が確立されつつある。塩分を
通さない半透膜を用いて海水と淡水を仕切ると、濃度差を解消するための水の動きが生じ、その水圧
を用いて発電が可能となる。海水と淡水が自然に混ざりあう河口等では、エントロピー増大の運動が
そのつど起きている。おのずと生じているこのエントロピーの落差を電気エネルギーに変換してしま
うのである。大型の海水淡水化施設では、淡水化に応じて大量の濃縮海水が発生する。その海水を浸
透膜を通して淡水に再度混ぜるさい、浸透圧は最大 60 気圧に達するようである。ただし発電量が最
大になるのは、その半分の 30 気圧であり、それは 300 メートルの高低差を活用する水力発電並みの
効果をもつことが試算されている 1。発電コストも太陽光発電より 40 円ほど安く、風力発電と同程度
であるらしい。さらには風力のように天候に影響されることも少ない。仮にこうした発電システムが
整備されると、国単位でみた場合、河川の多さが国の豊かさの一つの指標となる。この事例では、水

たとえば、
「原発 6 基分の潜在力『浸透圧発電』とは 海水と淡水を使った実証実験に成功」
、
『日
経ビジネス ONLINE』2011 年、9 月 13 日配信記事参照。今後の改善点としては、浸透膜に付着す
る不純物の除去を、電力コストをかけずに行うことが挙げられている。

1
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の混合という働きの発見と活用に応じて、資金や人が巻き込まれる働きのネットワークが順次立ち上
がることになる。もともと淡水化で生じた濃縮海水は、そのままでは生態系に害を与えることから直
接海にも排出できないゴミであった。これまでは海水を再び淡水によって薄めてから海に流していた
のである。この例でも分かるように、それ以前には活用できなかったものを、どうすれば社会的に有
効な機能性を発揮する新たな働きのネットワークとして抽出し、立ち上げることができるかが、その
後の事業展開につながる分岐ポイントとなる。目下、大量の放射性瓦礫がゴミの最たるものであるの
は確かである。現在ではどこに輸送し、貯蔵し、リスク管理するかが問題になっており、その活用法
が見出されるような段階にはない。

③ネットワークとそこへと介在する自在さ（ケイパビリティ）
タンザニアにあるヴィクトリア湖ではナイルパーチ漁業が盛んである 2。その魚の白身は EU や日
本といった先進各国に高値で売れるため、ヴィクトリア湖周辺はこの漁業が街の活性化に一役買って
いる。とはいえ、そこの住民はナイルパーチを食べて生活しているわけではない。彼らの大半が食す
るのは、加工後の魚の骨や皮といった残飯である。したがって豊富な資源があれば、裕福であるとい
う訳でもない。アフリカはレアメタルやレアアースの多くが眠る資源大国でもある。にもかかわらず、
南北問題として取り上げられる最貧国の多くがアフリカにある。たとえ資源があったとしても、それ
ら資源を必要とする文化的水準に達しておらず、それら資源を採掘し、精錬し、加工するための技術
がない場合、当事国にとっては資源という言葉そのものが空転し、気づくことのないまま搾取が継続
される。センのケイパビリティ（潜在能力）は、資源や資金の豊かさによって人々の生活水準をとら
えるのではなく、「健康であること(Health Promotion)」や「学校に通うこと」といった社会的機能の
ネットワークを自分で選択し、組織化するという選択肢の多様さの指標である。そのため場合によっ
ては、健康をあえて損ねることや、持っているお金を道端に捨てられるかといったことまでもが、当
人の自由度や豊かさを測る指標となりうる。最貧国と呼ばれる国における労働にまつわる働きのネッ
トワークの多くは、先進国から外挿され、固定化されたネットワークに他ならず、当事国の国民がそ
のネットワークへの参与を選択できるようにはなっていない可能性が高い。あるいは最低限の生活か、
死かという強制された選択の二極化にすぎず、自国の生活水準の発展可能性へと柔軟に拡張される働
きのネットワークとして機能しているようには思えない。

④ネットワークの複合連動化

2

DVD 作品『ダーウィンの悪夢』
（フーベルト・ザウバー監督、2004）
。
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供給という働きのネットワークは、需要とのバランスのもとで成立しているだけではなく、様々な
外的要因も関連することで維持されている。新たなネットワークの立ち上げは、既存のネットワーク
に接続されたり、場合によっては既存のネットワークそのものを消滅させたりもする。トウモロコシ
を原料とするバイオエタノールは、一時期急に着目され、そこへと参入する農家がどっと増えた。そ
のことが既存の家畜の餌の供給ネットワークを弱めることで、餌の価格が高騰し、結果として食材の
価格の高騰にまで連動した。実際バイオエタノールはトウモロコシ以外のものでも代用でき、さらに
その需要が供給を凌駕するほど一挙に高まったわけではなかったにもかかわらずである。
人間の極端に両極化する心理として、躊躇することなく新規なものやそのネットワークの構築に参
入する方向へ動いてしまう傾向と、既存の安定的なネットワークだけをとにかく維持しようと努める
傾向とがあるのは確かである。関税撤廃の議論が持ち上がったときの、是が非でもそれを食い止めよ
うとする農業関係者の動向を見ていてもそれはよく分かる。その他方で同時に、IT 技術を用いながら
農産物に新たな情報付加価値をもたせ、特殊な加工を施すことで流通のネットワークを新たに立ち上
げてしまう農業関係者がいるのも確かである。前者は、関税撤廃とともに日本の農業は衰退すると主
張し、後者はアイデア次第でこれまで以上の生産体制を構築できると主張する。こうした場合、両者
の言い分の共通項は、農業の衰退を止めることであり、そのためのやり方に関してだけ食い違いが出
ている。前者は、そのやり方は関税をかけ続けることだけだと主張し、後者はそれ以外のやり方でも
農業は展開でき、現にそれを実行している。だとすれば問題となっているのは、政府の関税をめぐる
諸外国との関係調整とは独立に、多くの農業関係者が農業体制の新たな組織化のきっかけを見出すこ
とができる情報ネットワークの構築およびそのコンサルタントに関わるインフラ整備である。そして
そのように理解した場合、これまでの政策の多くは、関税にしろ、減反にしろ、一度構築された供給
ネットワークを堅持に維持し続ける方へとドライブを切る戦略であったことが明確になる。つまりそ
うした政策が実行されたさいには、ネットワークの閉鎖的な持続可能性だけが見込まれているのであ
って、その「展開可能性」
、参入の選択的「自在さ」
、他のネットワークとの「複合化」が視野に入れ
られて組み立てられてはいないのである。

2.

参照項としての働きを起点とする哲学（アンリの内的生）
これまでの論点の提起は、働きを起点に、それがどのように現実世界でネットワーク化し、その組

織化のパターンを自在に変えながら展開できるのかが焦点となっている。このような現実世界での働
きの出現とネットワークの成立を、哲学のオーソドックスな議論とリンクさせようとすると、非常に
強引な印象を与えざるをえない。確かに哲学の議論でもこれまで、モノの個体化や主体の形成、主体
間の関係性の形成、それと相即する世界とのかかわりの形成といった問題群において働きの出現が議
論されてはいた。しかしそこでは、働きの出現からネットワークが立ち上がり、それがシステム的な
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安定性を確保し、さらには変化や展開可能性を組み込むと同時に、別様な働きの出現に連結されると
いったことが、明示されることはほとんどなかった。
たとえば、後期のハイデガーを通じて現象学が「現れないもの」の探究へと向かったことは周知の
ことである。現れは意識の現実ではあるが、意識能作によって現れが成立しているわけではない。こ
の意識からは独立の「現象化の働き」そのものが、哲学的探究の焦点となったのである。そのさい、
現れない経験位相の参照項となり、対照となり、往々にして批判すべき標的になったのが、「現れる
もの」として理解されてきた認知的、表象的志向性とその対象群である。この点は、生の現象学を主
導するアンリにおいて特に顕著になる。アンリが目指した「内的生」は、それ自体現れないまま、現
れの機構そのものを貫き、支えている生の充実であり、その働きである。『精神分析の系譜』におい
てアンリは、生の働きそれ自体が、歴史上の「現れの論理（脱立 extasis の論理）
」のうちに、どのよ
うに回収され、歪曲され、見失われてしまったのかを、デカルト、カント、ショーペンハウアー、ハ
イデガー、ニーチェ、フロイトのテクストを丹念に読み込みながら描き出そうとしている 3。
生それ自体は、どんなに厳密な思考論理を用いていようと、気を抜くと一挙に脱線し、生の脱立的
思惟となるか、あるいは生が脱立的思惟に従属させられてしまう。この著作でのアンリの主張は、こ
の一点のみである。問題となっているのは、「生それ自体」と、「生の表象、生の認識、生の外在化」
との差異であり、突き詰めれば「生」と「生の脱立」との差異である。生はみずから自身を一貫して
感じ取るだけであって、それは思考せず、想起せず、みずからを脱することもない。アンリの根元的
現象学がこの試みを通して到達する地点は、現れないもの（非現象性）における以下の二つの区別で
ある。つまり、
「脱立的な表象に従属した地平の有限性としての非現象性」か、
「生そのものの非現象
性」かである。アンリ本人の言葉では、「どの意識内容も直観や明証の『現在』を離れると、もはや
潜在的な表象にすぎなくなって不可避的に沈んでいくあの闇のことであるのか、それとも反対に、原
理上、脱-立の光を嫌う生そのものを指していたのか」 4ということになる。
またこの差異は、デカルトにおいては思惟（コギト）と思惟の情感性（内感）の差異として、ハイ
デガーにおいては脱立（外在化）と存在の開性の受容の差異として、カントにおいては内感（脱立）
と超越論的自我の現実存在（生）の差異として、ショーペンハウアーにおいては表象に従属する意志
（表象的身体）と力としての意志の差異として、ニーチェにおいては生の病と、超力としての生との
差異というように容易にパラフレーズ可能であり、フロイトにおいても無意識の二つのモードの差異
として解釈されている。ここまでくれば、うんざりするほどパターン化された思索の読み込みである
と素直に思える。確かに、生の働きという現象しえないものの場所をとにかく指定しようとするアン
リの努力は敬服に値する。にもかかわらず、生からの脱立こそがさまざまなモードをもって現実世界
を多様にしているのは事実であり、その脱立の運動と生そのものの運動にはどのような連関があり、
3
4

M.アンリ:『精神分析の系譜―失われた始源』
（山形頼洋他訳、法政大学出版会、1993）
。
同上、458 頁以下。
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そこにはどれほどの連結の度合いや質の変化が含まれているのかは、アンリの探究からは明示されえ
ない。
アンリは脱立的思惟を放棄することによって、
「新しい広大な領野の解明」が行えると述べている 5。
しかしそのアンリの生に関わる記述とは、以下のようなものばかりである。「そこではなにひとつ脱
－存せず、すべては生の内在のうちで自己自身の内に安らっている」
。
「生は、自ら自身を被ることに
おける、自己の本源的感得である」
。
「生を生たらしめている生の本源的で無条件の永遠の自己内到達
こそが、本源的に無条件に価値を有し、このように価値あるものという資格で、およそ可能な価値評
価ならびに諸価値いっさいの原理を構成している」 6。
こうした生の記述からどのようにして、新しい広大な領野へと探究は前進するというのだろうか。
多くの場合、こうした絶対性を指標する生の自己確信は、その確信の強さに見合う経験事例を恣意的
に探し出し、それを用いて原理の正当化に力を注ぎやすい 7。また仮にそうであるとすれば、アンリ
哲学の核心は、脱立的な思惟を延々と迂回し、その外在性を次々と暴露していく最中でかすかに感じ
取られる、決して顕現化することのない内的生の感触に驚愕し、陶酔し、そこに安泰することである
ように思える。ただしそんなことだけであれば、哲学である必要はない。ともかくこうした議論が、
生の働きを解明する哲学的な経験記述のひとつであることは確かである。そしてこうした働きの解明
（生の働き）が、前述した現実の働きのネットワークの問題とつながる道筋がほとんどないことも上
述したとおりである。おそらく働きを起点とする現実の形成について、私たちは新たに学ぶ必要があ
るのである。

3.

働きを通じた現実形成のタイプ―ドゥルーズ・ガタリの経験
実のところ、現れないものへ迫ろうとするハイデガーやアンリの現象学的探究においては、感情系

の働きが現れないものの領域にそっと措定されていることが分かる 8。気分や情態性による世界の開
示も、自己触発する情感性としての生の充足も、広義の感情系の働きだからである。こうした図式を
5

同上、262 頁。「ショーペンハウアーが初めて主題化する根本的諸問題は、なぜ新しい広大な領野
の解明にではなく、袋小路に通じるような仕方で主題化されるのか。われわれは今やこれを理解する
ことができる。その主たる理由は、情感性を形相的理解の対象にする際の出発点になるべき本質が、
実は生の本質に、すなわち、情感性そのものと同一である生の本源的自己-触発に求められるのでは
なく、われわれがその存在者的概念と呼んだもの、すなわち、…欲望として縮小された生の把握に求
められることにある」
。
6 同上、359 頁。
7 哲学が陥りやすい罠については、拙書:『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーシ
ョン』
（春風社、2012）
、191 頁以下参照。
8 感情、情動系を通じた表象的経験の基礎づけは、哲学史上繰り返し現れ、現在においても活用され
ている。ハイデガーは特に前期から中期にかけてその傾向が強かった。ハイデガー:『存在と時間』(原
佑編訳、中央公論社、1980)、または拙論:「遭遇、パトス、神―出来事の記述と記述という出来事―」
、
『現象学年報 26 号』
、31-35 頁参照。
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格子として、歴史的、社会的な働きのネットワークの基層で働く感情・欲動系の運動を指摘し、それ
を通じて現実形成が行われるという議論を組み立てることもできれば、個的主体の人格形成の最中で
働く欲動や感情を取り出し、そこから病態の解釈もできる。前者の典型はニーチェの意志概念に見ら
れ、後者の典型はフロイトの無意識概念の展開に他ならない。とはいえ、こうした感情系の働きは、
ドゥルーズ・ガタリに倣えば、パラノイア的な意味づけの過剰とひとつとなった経験の運動の回路に
陥りやすい。そこでは見えないものというどこか深遠な場所が捏造され、それに基礎づけられるよう
にして経験の安定化や病理化が図られる。場合によってこの図式は、「欠如の理論」として逆説的に
捉えることも可能である。たとえばアンリの場合、生それ自体の充足の真裏に、表象における生の不
在、生の脱落が理論枠に不可欠に組み込まれている。内的生がほとんど内実を欠き、記述の吟味の効
かないものであるとすれば、それは不在の象徴的シニフィアン（記号）にすぎない 9。
この安定化には、論理的で意味的な整合性をまといつつも、揺るぎなさの感情が伴っている。ある
いは深遠なものに触れるという陶酔的な満足感も含まれる。そして、この安定化と充足の感情が、大
木を支える樹木の根のように世界現出の土台となれば、それはドゥルーズ・ガタリが告発する「樹木
モデル」の成立となる 10。樹木モデルは、構造的統一性、客観的基礎づけ、有意味性、統計的規則性、
家族主義、それに由来する罪責感といったものの偏重一切を包括する。この地平から見れば、同一的
客観性を指標とする実証自然科学も、それを主体的経験ないし存在的経験から批判的に発掘する現象
学も同じ穴のムジナである 11。このタイプの理論構築は、安定している経験に対する事後的な必要条
件の炙り出しが主な仕事となり、超越論的哲学では経験の可能性の条件抽出となり、フロイトの場合
は性的欲動の抑圧に基づく病態解釈となる。
ドゥルーズ・ガタリが「樹木モデル」に対して「リゾームモデル」を持ち出すのは、意味や主体、
物語（オイディプス）を媒介することで経験に過不足ない説明を与え、たとえ病的であれ経験を安定
させるのではなく、意味化や主体化、物語化といった、それ自体は同一的ではない経験を統一化させ、
固定させる働きとしてのプロセスそのものを変形し、問い詰める中から、世界の断片を拾い上げるた
めである。安定した根をもつ樹木は見晴らしの良い風景を経験に与えるのに対し、地中深くに錯綜し、
9 G.ドゥルーズ、F.ガタリ:『アンチ・オイディプス 下』(宇野邦一訳、河出文庫、2006)、175 頁以
下参照。
「構造が形成され出現するのは、欠如として定義される象徴的項との関連においてのみであ
る。非人間的な性としての大いなる＜他者＞は、表象において、常に欠如する項、あまりにも人間的
な性、モル的な去勢のファルスとしての大いなる＜他者＞のシニフィアンに席を譲りわたす」
。
10 ドゥルーズのハイデガーに対する態度はそれほど明確ではないが、ハイデガーがドイツ語とギリ
シア語を相互に陥入させ合い、意味を動揺させ、新しい言語を創造しようとしていたことには、単な
る「言葉遊び」以上のものがあることを認めてはいる。G.ドゥルーズ:『批評と臨床』(守中高明・谷
昌親訳、河出文庫、2010)、190 頁以下参照。
11 「フッサールは発生のことを考えてはいるが、必然的に『パラドックス的』で厳密に言えば『同
定可能ではない』
（自己同一性も自己自身の起源もない）審級から出発するのではなく、反対に、任
意のすべての対象の同一性を説明する任務を負わされた常識[共通感覚]なる根源的能力と、任意の対
象の限りない道程の過程を説明する任務を負わされた良識の能力から出発するのは明らかである」
。
G.ドゥルーズ:『意味の論理学』（小泉義之訳、河出文庫、2007）179 頁参照。
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迷走するリゾームは、経験の振動に応じて風景を瞬間的に刷新しつづける。暗がりを一歩進むごとに
無数の入り口が立ち現れ、どこからそこに辿り着いたのかの道筋も分からなくなる。それがリゾーム
的経験のイメージである。
確かにドゥルーズ・ガタリも二項的な対立図式を執拗に用いてはいる。しかしその戦略の力点は、
アンリのように見えない生の働きを、形骸化した生を迂回しつつ暗示することにではなく、生そのも
のの働きに入り込み、そこからどれほど多様な二項対立が生み出されてくるのか、そして二項対立そ
のものを複数化し多様化することで生そのものがどのように変化するのか、その現場を取り押さえる
ことにある 12。しかも生の働きそのものの変化が示されて初めて、戦略の有効さが問われるような仕
組みも取り入れようとしている。そうしたリゾーム化する多様性としてドゥルーズ・ガタリが採用す
る世界の記述モデルの典型が、ミクロ物理学における「分子運動」である。分子運動は、統計的規則
に応じた挙動を示すモル的運動とは異なる。真冬に暖炉で温めた部屋の窓を開ければ、大気の運動が
生まれ、室温は外気温に近づいていく。空気の流れは、気温差を埋めるように行われる。これが統計
熱力学によって明らかにされるエントロピーの増大であり、モル的運動である。それに対して分子運
動は、ブラウンの洞察以降、統計的処理を介さないかぎりは一切の規則が見出せないランダムネスの
世界である。つまり、空気を構成する分子群は気温差を埋めるという規則に従って運動してはいない。
徹底化された細分化は、細分化の果てで規則を欠いたまま永久運動する世界の出現に立ち会うことに
なる。人間の体も、人間によって作られる機械も、分子から成立しており、そのつど観察者によって
総体として括られる分子運動の集合に他ならない。ここは「ミクロ物理学的なものと生物学的なもの
が区別されない領域であり、ここでは生物の中にもろもろの機械が存在するように、機械の中にもろ
もろの生物が存在する」 13。
ドゥルーズ・ガタリは、こうした分子運動に世界の記述の出発点を見出そうとしている。この分子
運動は、現象学的な明証性に照らした場合、決して到達できない疑似明証世界であり、構築された理
念の衣である。それは知覚することも、感覚することもできず、自然主義的態度を取ることで科学者
が初めて見出す、現象学的明証性から抜け落ちた超越対象に他ならないのである。とはいえ、超越論
的経験が一点の曇りもない純粋経験に到達できないのは、不断の分子運動が身体の物性を貫いている
からである。こうした世界の現実に迫れないのは現象学の限界であり、ひとつの哲学的態度に囚われ
た自覚なき自閉である。この点でドゥルーズ・ガタリは、現象学の無能さと手を切り、それを飛び越
えていく。そしてその選択こそが、働きを起点とする新たな世界経験の記述を可能にする手がかりの
発見につながると確信する。
①偶然性と間接性
分子運動を起点とすると、現実世界で見出される規則のほとんどは、統計的、確率的有意性をもつ
12
13

F.ドス:『ドゥルーズとガタリ 交差的評伝』
（杉村昌昭訳、河出書房新社、2009）参照。
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、135 頁。
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ものにすぎず、その限りでその規則が原因となって結果が引き起こされることはない。事後的因果は、
現実形成そのものの条件にはなりえない。世界の運動は、あらかじめ存在する規則に適合するように
して起こる訳ではないからである。働きとしての「形成」、
「生産」を見出すには、原因―結果という
カテゴリーでは足りないのである。というのもそのカテゴリーに内的にかかわる偶然性こそが問題の
焦点だからである。
キネシンというタンパク質の一種がある。ATP を加水分解しながら細胞内の微小管に沿って運動
する性質をもつことから、筋繊維を制御するミオシンと並んでモータータンパク質と呼ばれている。
それは細胞分裂や軸索輸送といった細胞内の物質運搬システムの形成にとって欠かせないタンパク
質である。分子量からいえば約 12 万の重鎖 2 本と、約 6 万の軽鎖 2 本からなる。このキネシンは微
小管上で ATP と結合することで、足状の形態を変化させる。この変化は微小管を形成するチューブ
リンからの離脱とともに行われ、それとともに足状の形態が前方に折れ曲がる。その後、ATP が ADP
に変わり、ADP そのものが放出されることで、再び折れ曲がった足がチューブリンに吸引される。
この ATP/ADP の結合と解離の繰り返しを通じてキネシンは微小管上をまるで歩行するか、滑るかの
ように移動し、様々な物質を輸送する。分子モーターと言われる所以である。
とはいえ、高分子にすぎないこのキネシンは、輸送すべきものや輸送先、輸送方法を知っていたり
する可能性はなく、自ら動くという生物に固有な運動能力が備わっているわけでもない。ATP の結合
によってチューブリンから離れた足状分子に実際起こっていることとは、ランダムに動き回る周囲の
水分子から滅多打ちにされながら、その衝撃の総和に応じて、前後左右どこかへの傾きがおのずと強
められるということである。水分子の衝突の中で、キネシンが前方に進めるかどうかはあらかじめ決
められてはない。現実にはキネシンの中には後退したり、一歩も動くこともなく停滞し、振動し続け
るものも多数いる。つまり「輸送」という働きは、分子や遺伝子といった物質にあらかじめ刻まれて
いるものではなく、1000 のキネシン分子のうち、統計的な有意性を占める 6 割から 7 割ほどの分子
が前方に駆動できたさいに、それが「輸送」の実現と呼ばれているにすぎない 14。分子モーターとい
っても、車のエンジンのようにモーターが内蔵されているわけではないのである。
ここが、ドゥルーズ・ガタリが「偶然の領域」 15と呼び、モノーが「無根拠性」 16と呼んだミクロ
物理学の現実世界であり、機能は、運動するものにとって常に遅れて、そして間接的に出現する。分
子世界ではランダム性の中にさまざまな偏りが繰り返し生み出される。つまり、ランダムであるにも
かかわらず、なぜか一定の偏向が生じてしまうのである。ここにはシステムそのものの立ち上がりと
いう問題が現れており、この「偏ったランダム性」がキネシンの輸送機能を支えているのはすでに精
度の高い知見である。実際、キネシン分子を光ピンセットを用いて引っ張り負荷を与えると、この偏
14 M.ホウ:『ミドルワールド
動き続ける物質と生命の起源』(三井恵津子訳、紀伊国屋書店、2009)
参照。
15 G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、140 頁。
16 J.モノー:『偶然と必然』
（渡辺格・村上光彦訳、みすず書房、1972）
、89 頁。
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りが消失し、完全にランダムな挙動しかしなくなるが、光ピンセットを外すと一方向運動が間もなく
再開される。
ドゥルーズ・ガタリは、このようなランダムな運動から出現する「偏り＝動的編成」という現象を
ミクロ物理学から借用し、それをマクロな歴史や社会、主体性といった多様な経験の運動の起こりに
重ね合わせていく。そこで出現してくるのが、統計的、統一的（有機的）、主体的、モル的な「パラ
ノイア型の現実形成」と、不規則的、非有機的、前人称的、前個体的、分子的な「分裂病型の現実形
成」の差異である

17。
「人間の根底にはそれ〔エス〕がある。つまり、もろもろの分裂症細胞、分裂

分子、それらの隠語が存在する。ここにはまさに分裂症の生物学があり、分子生物学はそれ自身、分
裂症的なのである（ミクロ物理学と同じように）。ところが、逆に、分裂症、そして分裂症理論も、
生物学的であり、生物文化的なのである」 18。
先に見たように、キネシンは自ら自身や自らとは異なるものによって直接的に操作されてはいない。
機能の実現には分子運動のランダムネスが内的に介在し、この徹底的な間接性が因果そのものを貫い
ている。そして、そのようにして一切の事象世界をとらえてみるのである。私が手を動かす際に、私
の思考と身体運動の間には何段階もの間接的、分子的手続きが介在し、知人が私の発言をきっかけに
席を立つ際にも、無数の間接的手続きが介在する。「手がぶつかってコップが倒れた」という因果的
事実認定は、完全に誤っているか、簡略化されすぎているのである。というより、その簡略化そのも
のが、社会性を虚構し、歴史性を改竄してきたのであり、そこに固有の人間と人間の思考の病を見る
のである。そのさい重要なのは、致命的なほど簡略化された世界記述の裏側に、どれほどの間接的手
続きが新たに発見されうるのかである 19。

②欲望、集合的記憶、二重作動
ドゥルーズ・ガタリが用いる「機械」という概念は、ガタリ由来のものであるが、「欲望」や「記
憶」
、
「無意識」といった、これまで優れて主体化されてきた概念を動揺させるために用いられている。
欲望する機械、機械の記憶、機械状無意識という学術的意味の矛盾的、無意味的使用法を駆使しなが
ら、主体化以前の固有な経験の運動を指し示そうとしている。「ひとたび、機械の構造的統一性が粉
砕され、またひとたび生物の個体的かつ特有的統一性が拒否されてしまうと、機械と欲望との間に直
接の結びつきが現れ、機械は欲望の核心に入り込み、欲望するものとなり、欲望は機械状になる。欲
望が主体の中にあるのではなく機械が欲望の中にあるのだ。―残滓としての主体が別の側に、この機
械の傍に、その周囲全体にある。それは諸機械の寄生物、機械化された脊椎動物の欲望の付属品なの
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、128 頁以下及び、そこの図を参照。
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、141 頁。
19 荒川修作、M.ギンズ:『死ぬのは法律違反です』
（河本英夫・稲垣諭訳、春秋社、2007）における
建築における手続きとしての間接性の活用も参照。
17
18
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である」 20。
キネシンの分子マシーンは、生物の中の機械（無生物）であるが、キネシン自体はタンパク質であ
るかぎりすでに有機化された生命の一部である。それは分子の不断の運動とともにそれとして現れて
しまう偶然性に貫かれた偏りである。したがって、その偏りはいつでも変異し、別の偏りに取って代
われてしまう。だからといって、正当な偏りがある訳でもなく、それ自体としては故障することもあ
りえない。「欲望機械とはどのようなものか、次のように説明できる。まずそれは形成する機械であ
って、その故障さえも機能的であり、その機能は形成の働きと識別されない」 21。
分子の欲望やタンパク質の欲望についてどのように語ればよいのか。そもそも分子には個性がない。
それぞれは区別されず、ただ絶え間なくランダムに運動を行うため、それぞれの位置を指定すること
もできない。この局面では統計処理を介さないかぎり、規則性と呼ばれるものは一切取り出せない。
しかし分子量が万単位で化合し、ポリマーという高分子の有機化合物（炭素化合物）が出現すると、
途端にそれぞれの個体性を通じて多様な機能が発揮されるようになる。DNA や RNA の核酸も、タン
パク質もその例証である。水分子が、直径 1 ナノメートルの 10 分の 1 ほどの大きさしかないのに対
して、DNA のらせん状のヌクレオチドは引き延ばすと 1 ミリを超えるほどの大きさをもつ。その意
味でも高分子はすでに巨人級である。それが通常は、細胞核に浸された水の中で直径数十ナノメート
ルの球状に折りたたまれている。この高分子の「折りたたみ（folding）
」を 1950 年代に最初に明らか
にしたのが化学者アンフィンゼンである。残基数が 100 以下の小型タンパク質は、加熱されたり、未
知の培養液等に入れられると、長く伸びきった鎖状に変化するが、もとの培養液に戻すと 1 秒以内に
正確に以前と同じ形態に折りたたまれる。電位やエネルギーの安定的な形態配置パターンは無数に存
在するはずなのに、なぜか「変性状態」から「自然状態(native state)」に一意的に戻ってしまう。残基
数が少ないものでは、「中間形態」がほとんど存在しないようである。そうした現象を発見したアン
フィンゼンは、タンパク質があたかも記憶をもち、以前の形を求めているかのようであると感想をも
らしている 22。
折りたたまれたタンパク質の三次元的配置の形成は、そのまま機能性の発現となる

23。ドゥルー

ズ・ガタリでは、こうした事態が表現と内容を媒介して現実を多様化する「二重分節」と言われ、河
本では行為という特質そのものから「二重作動」と呼ばれる 24。つまり形態の獲得が、同時に機能性
の発露となる現実が存在し、二つの間には因果的にも、意味的にも、論理的にも対応関係を明示する
ことができない。たとえば、タンパク質の一種であるフマラーゼという酵素は、フマール酸をリンゴ
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、134 頁。
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、下巻、2006、136 頁。
22 M.ホウ:前掲書、2009 参照。
23 G.ドゥルーズ、F.ガタリ:『千のプラトー
上』(田中敏彦・豊崎光一他訳、河出文庫、2010)、103
頁も参照。
24 G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、上巻、2010、103 頁、及び河本英夫:『システム現象学』
（新曜
社、2006）
、398 頁以下参照。
20
21
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酸にする加水反応を触媒する 25。この反応は酸素呼吸を行う生物にとって重要なクエン酸回路の一部
をなしている。とはいえこのフマラーゼは、フマール酸の幾何異性体であるマレイン酸にはまったく
反応しない。幾何異性体とは、原子の組成式は等しくても、炭素骨格の方向性が異なるため、三次元
空間内では重なり合うことのないポリマー対のことである。高分子の空間的配置の違いだけが、化学
反応の選択性を生み出している。そこにはなぜその形態がその機能性をもつのかという理由も、根拠
も存在しないまま、現実世界の化学的変化をおのずと調整してしまう。またたとえば、DNA の遺伝
情報を翻訳するための 64 パターンの組み合わせをもつコドンが、20 種類のアミノ酸にしか対応して
おらず、その 20 種類のアミノ酸から生体タンパク質のほとんどすべてが作られることにも、理由や
意味づけがあるわけではない。ということは、こうした形態と機能の選択的パターン化が維持されつ
づける保証も根拠も本来どこにもないことになる。
現在わかっている触媒、生体構造形成、情報伝達、運動、栄養の貯蔵、輸送、蛍光といったタンパ
ク質の機能性には、それ固有の分子形態が対応しているが、この立体構造は、それ自体では何の意味
もなさない。つまり二重作動には、作動に対応する環境がそのつど浸透していなければならない。キ
ネシン（輸送）やフマラーゼ（触媒）が機能性を発揮できるのは、輸送のためのチューブリンや、触
媒される別のタンパク質、およびタンパク質を浸している内部環境の諸条件が巨大パズルのような複
雑な分子的配置と運動の只中にあるときだけである。その意味でも分子的記憶はそれ自体集合的であ
り、集合的にのみ獲得されてきたものであり、その巨大パズルの微視的変化に応じて、繰り返し再編
されうるような記憶である。
こうした場面での「記憶」の働きは、意味由来のものでも、外的に挿入される物語的過去でもない。
運動の反復に応じて細かな差異が生まれ、それが起動しやすさ、速度の調整、リズム的な同期を多様
化する「手続き記憶」的なものに近い。ホメオパシーという疑似医療の一種がある。現在でも砂糖水
に様々な成分を混ぜ、それを極度に希釈することで治療薬が処方されている。レメディと呼ばれるこ
の処方薬は、成分の入った水を 100 倍に希釈するような作業を何十回と試みることで作られるが、そ
こまで希釈をくりかえすとすでにただの水に戻っている。しかしそうであってもその水には、物質が
そこを潜り抜けたという記憶が残っていると主張されてきた 26。
ここでの水の記憶は、現代科学では信じるに値しないものではある。だからといって分子的記憶が
ありえないことにはならない。タンパク質の個体化やその化学反応の選択性、機能性の持続、変異等
による機能性の再編には、記憶と呼んでもよいほどの集合的働きとその組織化が関与している。選択
性が出現するということには、観察者にとって明確な選択が取り押さえられる前段階で、分子的運動
の変異とパターン化が起きているという仮説が含まれる。まだ未解明の部分が多い狂牛病として知ら
れる BSE は、病原菌やウイルスによってではなく、タンパク質であるプリオンの立体構造が変異し、
25
26

これはモノーが提示した有名な例である。J.モノー:前掲書 1972、57 頁以下参照。
S.シン、E.エルンスト:『代替医療のトリック』
（青木薫訳、新潮社、2010）130 頁以下参照。
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正常なプリオンが異常プリオンに置き換えられていくことによって起こると言われている。一面真っ
白だったオセロ盤が徐々に黒に反転していくように、それまでの形態と機能群が別の形態と機能群へ
と変化するのであり、そこでは分子的記憶の新たな編成が生じている。
通常、異常形態をもつすべてのタンパク質が何らかの機能性を獲得するわけではない。その大半は、
機能性を失うか、他のタンパク質との結合ができないまま分解されるか、特殊機能性を発揮しても、
それが持続的に再生産されることなく消失してしまう。選択性から機能性へと進む前段階で、おそら
く膨大な変異形が、既存のタンパク質の集合的働きのネットワークに間接的に影響を及ぼしており、
それら多くの変異形が除去されていても、除去というプロセスそのものの履歴でさえも次の選択性の
出現に関与すると予想される。ここで問題になっている記憶は、手触りや感触、予感、余韻、引っ掛
かり、緊張、緩和、運動リズムといったものとともに出現する、どこまでも離散的な強度として現実
化する記憶である。それは、「偏り」と呼べるほどの強い方向性をもつ働きが出現する以前の経験位
相である。形態の微細で連続的な変化は、新たな機能の出現に非連続に結合し、その機能性の発現が
形態の配置それ自体に再度影響を与える。二重作動のモードの切り替えには、記憶の再編とそのタイ
ミングが同時に関係している。
それと同じように分裂性経験では、周囲のだれもが理解できず、当人すらも理解できない記憶の再
編が行われている可能性が高い。ひとつの出来事をきっかけとして、当人がかかわる世界と、世界に
ついての記憶のすべてが新たな配置に置き換えられ、当人の行為連関一切が別の現実へと接続されて
いく。こうしたきっかけの典型が「声」であることはこれまでも様々に語られてきた。分裂性妄想で
は、自分の内省的声が別人の声でもあり、それはいつでも自分への指令語として行為の誘発を内在さ
せる。主体が語るのではなく、集団が主体において語りを支配する。そのとき言表は、私が直接語る
ものではなく、私において集団が語るという間接的なものとなる。「間接話法は主語を区別すること
によっては説明されない。この言説の中に自由に現れるものとしてのアレンジメント（編成）こそ、
一つの声の中に出現するあらゆる声、シャルリュスの独白の中の若い娘たちの歓声、一つの言葉の中
の無数の指令語を説明するものだ。『サムの息子』というアメリカの殺人鬼は、祖先の声に煽動され
て殺人を犯したが、この声は一匹の犬の声を通じてやってきた」 27。分子的経験と分裂性経験を、記
憶の編成および再編として直結させること、それはすなわち、行為や運動、記憶の働きの微細な変化
が、機能性ネットワークの質的な転換につながってしまう場所を指定することでもある。そのさいの
作業仮説が「無意識の中には、もろもろの個体群、集団、そして機械しか存在しない」というもので
ある 28。

27
28

G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、上巻、2010、173 頁。
G.ドゥルーズ、F.ガタリ:『アンチ・オイディプス 下』(宇野邦一訳、河出文庫、2006)、130 頁。
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③働きと境界形成
ドゥルーズ・ガタリが企てた重要な論点のひとつとして、現実の出現という出来事に含まれる、現
実そのものの境界の形成を組み込んだことが挙げられる。つまり物の形態や、統一的、客観 的意味
を通じた境界（認識論的境界）ではなく、働きのさなかに出現する境界区分（領土化）および、維持
された境界の解除（脱領土化）、別の境界形成への進展（再領土化）を、観察記述とは独立の現実記
述に取り入れたのである。分子的記憶の再編は、機能性を包括する働きのネットワークの立ち上がり
を貫く現実の境界の変更とともに遂行されるが、それは観察記述からのズレを多分に含みこむもので
ある。
ドゥルーズ・ガタリが境界設定の事例として頻用するのは、蘭と雀蜂とのかかわりである。種子植
物の生殖の働きは、受精にかかわる器官としての構造部位、花粉、大気組成、風力や湿度、温度、そ
して花粉を運ぶ昆虫とともに成立する。ひとつの働きが多くのものを巻き込む形で実現される。この
「巻き込み」という表現は、それぞれがその働きを実現することを目指しているわけではないにもか
かわらず、働きそのものを付随的、間接的に駆動させてしまうことを意味する。蘭の生殖のネットワ
ークと雀蜂の食糧確保のネットワークはそれと気づかずに交差している。雀蜂は蘭の生殖のネットワ
ークに組み込まれ、逆に蘭は雀蜂の群れの生存を維持することに貢献している。しかしここでの関係
を、「相互恩恵」といった安易な言葉で理解してはいけない。蘭が雀蜂に感謝することも、雀蜂が蘭
にお礼回りすることもありえないことであり、彼らがそもそも働きを意識的に実行しているとは思え
ない。むしろこの事例も分子的運動の派生形のひとつである。蘭は自前の生殖器官をもちながら、同
時に自らで生殖することができない。「植物のテーマ、すなわち花々の無垢は、私たちにさらに別の
メッセージと別のコードをもたらすからである。それぞれが両性であり、二つの性をもちながら、二
つの性は仕切られており、たがいにコミュニケーションを行わない」 29。この意味では、雀蜂が花弁
の中を動きまわることこそが、蘭の生殖成就のための一条件となる。だからといって雀蜂は、生殖の
働きにとって必須ではなく、場合によっては風や他の昆虫、動物を通じても受粉は可能である。では
この条件とは、何を意味しているのか。それは必要条件でも、十分条件でもなく、生殖を実現するた
めの複合的働きが連鎖的に継続されるためのきっかけの一つという意味合いにすぎない。にもかかわ
らず、適切な時期と場所で、雀蜂が動き回ることでそうした働きのネットワークを駆動させてしまう。
さらには雀蜂が寄り付きやすいように、蘭自体の形態の獲得には進化の過程が隠されている。花の形
や色、器官が、現在の形をとどめていることの背後には膨大な進化史があり（共進化）、決して思い
起こすことのできない集合的記憶の再編がここでも明確な機能性の出現の背後に潜んでいる。
蘭の形態、色彩、フェロモンは雀蜂の飛翔運動をそこへと収斂させる焦点を作り出すかぎりで、雀
蜂の食糧確保にかかわる働きのネットワークの一部に取り込まれており、そのネットワークから見れ

29

G.ドゥルーズ、F.ガタリ:『アンチ・オイディプス 上』(宇野邦一訳、河出文庫、2006)、135 頁。
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ば蘭は雀蜂の食糧確保という現実性を形作る要素である。しかしその真裏で、雀蜂は蘭の生殖の働き
の一部となっている。雀蜂と蘭の現実性は、共有されることがないまま、相互の輪郭を変動させ、交
差させる。「蘭は雀蜂のイマージュやコピーを形作ることによって自己を脱領土化する。けれども雀
蜂はこのイマージュの上に自己を再領土化する。とはいえ雀蜂はそれ自身蘭の生殖機構の一部分とな
っているのだから、自己を脱領土化してもいるのだ。しかしまた雀蜂は花粉を運ぶことによって蘭を
再領土化する。雀蜂と蘭は、非等質であるかぎりにおいてリゾームをなしているのである」 30。
子供がふと蘭の花に手で触れたり、鳥の糞が花弁に落ちたりすることも、それとともに生殖のネッ
トワークを駆動させてしまうことがある。その意味では、蘭の生殖のネットワークの延長上からは、
決して雀蜂の食糧確保のネットワークは出現しないし、何らかの別のネットワークを指定したりもし
ない。むしろ「蘭―生殖」という現実の成立には、いつでも「雀蜂―食糧確保」
、
「子供―遊戯」
、
「鳥
―排泄」といった別の機能性のネットワークが、ひとつの現実の裏側で立ち上がり、作動しうる。こ
こで問われているのは、働きを徹底的に貫く現実の観察である。巣に帰り、休息している雀蜂の集合
は、物理的距離として蘭とは遠く隔たっており、認識される雀蜂の集合にとって蘭は境界の外部であ
る。にもかかわらず、蘭の生殖の働きを駆動させる潜在的要因として雀蜂の集合はいつでもその働き
と現実の境界線上にある。物理的境界とは異なる境界の設定が問題になっているのは確かである。
この時点で先に論じた分子的運動の「動的編成／偏り」は、働きの境界の形成へとパラフレーズさ
れていることが分かる。ドゥルーズ・ガタリが取り上げる「雀蜂と蘭」、
「馬と人間と鐙」
、
「アマゾネ
スと弓と草原」といった事例は、固有な境界設定（領土化）の事例であり、それぞれが固有の働きの
ネットワークを駆動させることで現実の境界を浮き彫りにする。乗馬という行為そのものにとって馬
と人間と鐙は、その行為の継続に参与するかぎりで、その現実に組み込まれている。そしてその場面
で、乗馬という行為そのものの働きから、馬と人間と道具のかかわりが記述されねばならない。たと
えば鐙の装着具合の悪さが、馬の運動速度を変化させ、走行パターンをゆがませる。そのこと自体に
気づかない人間が鞭の強さを強めることで、走行パターンがさらに歪なものに進んでいく。あるいは
走行パターンの違いを咄嗟に察知することで鐙の歪みを修正する。こうした行為のさなかで、現実の
度合いの変化、そこからの現実の分岐が起こる。つまり乗馬という行為そのものが維持できずに落馬
したり、あるいは乗馬という現実が透明になることで射的という別の行為が接続可能になる。こうし
た場面で問題になるのは、意味的つながりや論理的つながりではないし、ましてやエディプスのよう
な物語的つながりでもない。本来、行為のさなかで起きていることは、乗馬している人を外から眺め
る観察者にとってほとんどよくわからない出来事である。
こうした現実記述を焦点にしようとすると、どのような働きのネットワークに視点を入れて記述を
行っているのかという問いが前景化することは確かである。現実はその記述とは異なる。そのため記

30

G.ドゥルーズ、F.ガタリ:前掲書、上巻、2010、29 頁。
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述をどんなに詳細にしようと現実そのものは無限に遠退いてしまう。こうした言い掛かりに近い懐疑
の設定は、哲学的認識論の習い性となっており、アンリにも典型的に見られた。生とその記述、行為
とその記述、現実とその記述には、そうした困難は不可避でもある。にもかかわらず、記述のスタイ
ルを変更させ、概念を更新することで、現実そのものとの距離感が変化することはある。それは現実
を説明するというよりは、記述を介して現実を出現させてしまうことに近い。観察を排したそれ自体
と、その記述、さらには外的な位置から認識される観察、それら相互の区別自体を観察すること。こ
うしたことで観察は高次化され、セカンドオーダーからメタ記述へと至る。これはルーマンがとった
システム記述の戦略のひとつであり、現象学的にはブレンターノが心的対象の発見にも用いていた。
これだけでも確かに現実の異なる位相を取り出すことはできる。しかしドゥルーズ・ガタリが企てよ
うとしていることは、こうした観察の高次化や序列化という知的操作に含まれる理性的作為を端的に
取っ払ってしまうことで、現実とその記述に何が起きてしまうのかという可能性の問いでもある。こ
こには、高度化や序列化という現実の発見の方法それ自体が、偏った現実の一局面にすぎないのであ
るから、それにより多大な経験が見過ごされてしまうという警鐘が含まれている。

ドゥルーズ・ガタリが概念的戦略とともに、ここで取り上げた試みを実行したことは確かである。
しかし今や問題はこの先にある。単純に考えてみても、彼らの議論には現実の境界の出現、境界の変
動、境界の消滅にかかわるシステムの機構が見出せない。動的編成の条件や作動が継続するための経
験の内側からのシステム記述の手がかりが見出せないのである。そのため、現実に起きた特異的事例
を取り上げることはできても、現実そのものの新たな立ち上げというプロセスの記述には程遠い印象
を受けるのである。ドゥルーズは、あるインタヴューにおいて「ガタリと私がリゾームと名付けたも
のは開かれたシステムの一例に他ならない」 31と述べている。そのさいドゥルーズが想定しているの
は、線型的な因果性を放棄することから始まるシステム記述である。その意味でもこの「開かれたシ
ステム」が、どのように機構化されるのかが、働きのネットワークを考えるうえでの最重要課題とな
り、1970 年以降、新たなシステムの形として導入されたオートポイエーシスとの接点が生まれるこ
とにもなる。たとえばその開発者の一人であるマトゥラーナは、「生命システム一般、とりわけ神経
システムは、環境を制御するという進化を経て現在の形態へと到達したが、これらのシステムはそも
そも環境を制御するようには作られていない。そのため私たちはこれらのシステムについて語りうる
ことだけを語ることができる」
（H.R.マトゥラーナ）32と述べている。環境を制御するために進化が進
んだと見るのはあくまでも進化に意味を見出そうとする外的観察者である。
31 G.ドゥルーズ:『記号と事件―1972‐1990 年の対話』
（宮林寛訳、河出書房、1992）、
「千のプラト
ーを語る」57 頁以下参照。
32 H.R.マトゥラーナ、
F.J.ヴァレラ:『オートポイエーシス 生命システムとはなにか』
（河本英夫訳、
国文社、1991）
、239 頁参照。
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しかしそのシステムを子細に調べてみると、そこには環境制御という機構そのものが神経系の仕組
みからは見出せないことが判明したのである。生命というシステムは、それ自体環境に適応するとい
う機構を備えていないにもかかわらず、環境に適応しているようにしか見えない。この両者の隙間に、
システムと環境そのものの特質があるとして課題設定したのがオートポイエーシス構想である。働き
とともに出現する現実はシステムの成立と同時に、しかも不可分に起こる。しかし問題は、このシス
テムそのものの機構の解明なのである。
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モア・ディヴェロップメント――認知の彼方へ
文学部 河本英夫

［音イレ］寺井尚子 シャコンヌ
周期性のあるもののすべて
周期しながら、そのつど変化していくもの、差異と反復を行うもの
ラセン階段各種を基調にする、階段やラセン階段を多く集める(各所で使う)
花時計、日時計も活用する
満開の桜と散り行く桜、満天の星と運行、月に引っ張られてもがく地球、満天の銀河、
太陽系(２億年の周期で銀河の末端を周回している)
距離と距離の変動の周期
回遊する魚、渡り鳥、遊牧民
ステンドグラス各種、教会のステンドグラス(ガラスは 600 年に一度の周期で動いてい
る)
機械、水車各種、時計、砂時計、日時計(フラワー時計)、振り子時計、ビッグベン、身
体という時計(腹時計)、細胞分裂、細胞の増殖、植物の鶴巻、天まで届く植物、サバン
ナを移動する動物、川をわたりきれずそのつど死んでいくムーの群れ、発達障害児、
中枢性障害、
デュシャンのレディメイド

現実は出来(しゅたい)する。
出来する現実には、いっさいの理由が欠けている。
何故という問いには答えようがない。
どの原因も際限なく遡ることができる。
だからすべての事象には特定の原因はない。
因果とは、事実の裂けるような苦渋のフィクションである。
だがきっかけはあり、おのずと進行してしまうプロセスはある。
そのためすべてのシステムには履歴があり、記憶がある。
システムがそうなることの理由も原因もない。
だがこうなってしまったことの

525

確かな事実と現実はある。
そこにシステムの否応のなさがある。
私にはいっさいの選択が欠けている。
私がこのようであるのは、
私が選んだことではない。
だが間違いなくこのようになっている。
誰しもこのようである自己以外の自己には成りようがない。
またそれ以外の自己を生きることもできない。
すべての発達は選択されたものではありえない。
健常者にとっても、障害児にとってもこの事態は同じである。
中枢性疾患が治癒しても、気が付いたらそうなってくれただけである。
それは私が選択したことではない。
形成プロセスは、認知的選択とは異なる回路である。
私がこうなったのは、私の努力とは直接関係がない。
だが私が努力したから、私はこうなったと思いこむ。
それが「意識の錯誤」である。
意識は、物事をみずからの直接性に歪曲する。

モア・ディヴェロプメント
――認知の彼方へ
[音イレ]貴婦人のタンゴ
クレーの幼児画、キリコの境界のクッキリしたもの
重度障害児(静止画像複数)
私には、発達はない。
それはすべての健常者と同じである。
私は何かになろうとしてもおらず、
身に付けなければならないものは何もない。
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だが観察者は、私を障害児と呼ぶ。
法外な名称に、私は戸惑うこともできない。
私には欠けているものは何一つない。
だが観察者は、何もかも欠けていると言う。
私の世界は、静寂に満ちている。
静寂とは過剰感覚である。
だが観察者は、それを欠落だと言う。
いったい私に何を求めようとしているのか。
別様である自己は、意識によって知ることはできる。
だがそれはただ知っているだけである。
知っているのは実は観察者である。
だがみずからそう成ることはできない。
そうなる自己をイメージで思い描いてみることはできる。
だが思い描いたから、そうなるのではない。
ここに認知の限界と無力がある。
そして認知を超えた行為の力が必要となる。
成ることは、自分自身にとっても隠された密かな行為であり、一つの奇跡である。
奇跡に立ち会うことのできるセラピストは、幸運の使徒である。
いっさいの選択を欠いて、なお可能性に賭けることはできる。
魂のうちに目覚める未知なるものに賭けるように
おそらく私は進んでいく。
この目覚める未知なるものの量を計量するのが、熟練したセラピストである。
そこにシステムのかけがえのなさと、セラピストの戦いがある。

［音イレ］サマー・ロマンス
発達障害治療例(人見さん、できれば動画)
映像がしばらく進んだところで、以下の文章。朗読は、ドイツ語で。
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生あるものは、外的な影響のきわめて多種多様な条件に順応しながら、しかもある種
の既得の断固たる独立性を放棄しない。こうした性質をうまれながらにあたえられて
いる。

あらゆる生物がいかに興奮しやすいかを思いみるがよい。条件がほんの少し変わった
だけで、ほんのわずかなそよ風が起こっただけで、たちまち個体内に極性が存在する
ことが明らかとなる。それは元来、あらゆる生物の体内にまどろんでいるのである。

緊張とは、生気に満ちたある生物が、自己を表明し、個別化し、対極化しようと万全
の準備を整えながら、一見無頓着に見える状態である。
(ゲーテ『箴言と省察』)

［音イレ］月の光
ダヴィンチの輪郭線各種とボッティチェリ、ラファエロを対比的に
デュシャンの階段を下りる裸婦
渦巻き、入道雲、雨だれ、川の分岐、氷河、流氷、名残雪、
分岐するもの
木本さんカオス図形（静止画、動画、最新画、最新作）
三角錐、四角錐等の逆転像
運動するものは、そのつど輪郭を刻む。
樋を伝わる雨も、同じ量だけ落ちていくのではない。
一時に大量に落ちることもあれば、ちょろちょろとわずかずつ
落ちることもある。
非周期的で非規則的な運動を繰り返している。
運動は輪郭を刻む。
そのことをテクニカルに示しているのが、
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カオス理論である。
この輪郭線が、新たな変数を獲得する場合には、新たな運動が生まれる。
それがエマージェンス(創発)である。
北京の蝶の羽ばたきが、フロリダでハリケーンになることもある。
輪郭は、つねに新たな運動への予感に満ちている。
ダヴィンチのまなざしがそこに働いている。
すべての周期的な運動は、そのつど変動しながら
ときとして中心点を変える。
一点で立つ三角錐のように、
まさに運動することによって、かろうじて立つことができる。
生命は、輪郭線を境界に変えていく。
みずからを閉じることで、新たな現実が出現する。
閉じることで、みずからを世界内の一個の特異点とする。
それがすべての生命の特質であり、
システムの否応のなさの由来である。
みずからを閉じることは、生きていることの本性であり、
個体化の別名である。
それは自分の境界を知り、境界を操作することではない。
知るとは異なるかたちで成立する現実がある。
そのことは生きていることにともなう大半の現実である。
システムの本性は、世界へ開けていくことではなく、
どのように開こうともみずからは閉じていることである。
それによって世界に触れることが必要となる。
閉じる回路に接続可能な回路だけが、システムの自己を変える。
(デュシャンの絵、階段を下りる裸婦)
輪郭に代えて、世界に境界が出現する。
ボッティチェリが開始し、ラファエロが継承したこの手法は、
みずから自身に回付する運動の剰余と抗いがたい謎に満ちている。
閉じてしまうものには、おのずと出現する内発性が生じる。
それが感情である。
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感情はおのずと出現する。
運動が思うに任せないとき、それを代償するように感情は出現する。
感情はかたちを変える。愛はときとして憎しみとなる。
だから愛と憎しみは、過度の関心に裏付けられる。
愛の反対は、憎しみではなく、むしろ無関心である。
邪気のなさは、自足する快であり、慈しみは溢れ出る快である。

［音イレ］
この箇所システム基礎論、光の過剰、光の過剰の反復、逆光、後光、
みずからを感じ取る世界的女優（ビビアン・リー、
エリザベステーラー、マレーネ・ディートリッヒ、ライザ・ミネリ・・・・）
発達障害児と交互に
宇宙空間、満天の星、
砂漠、一面の泥、農地、一面の芝生、一面のひまわり

システムが閉じることをつうじておのずと成立したとき、
奇妙なことが起きる。
認知は、本来みずからに回付する。
それと同時に、認知は環境と世界へとみずからを開こうとする。
だがこの開き明けは、みずからに回付することをつうじてしか成立しない。
認知は、すでに知ることのできるものだけを、知りうるだけである。
認知しなければ分からない人は、認知しても分からない。
説明しなければ分からない人は、説明しても分からない。
言語で語らなければ分からない人は、言語で語ってもわからない。
そこにタイミングがある。
認知的訓練は、運動訓練以上にタイミングと結び付く。
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知るとは、行為の可能性につきしたがうことによってのみ成立する。
ただ知ることによっては、行為の可能性は拡張されはしない。
知ることは、運動を導くことはない。
つねに認知の一歩先が必要となる。
しかも認知を括弧に入れることによってのみ到達される前進がある。
閉じる運動に不可分にともなうのが触覚である。
そのため触覚はおのずと出現する感覚であり、
通常、それじたい潜在化している。
このとき認知はつねにすでに遅すぎる。
いっさいの現実に手遅れになって出現する表象がある。
その表象を現実の代替物として解釈を行うのが、認知である。
認知は、それじたい一つの代償行為である。
そのため意味をあたえることは、世界を過度に安定化させてしまう。
世界に意味をあたえる手前に、世界に触れるという広大な体験の領域がある。
手遅れになることによって獲得されるアドヴァンテージはある。
それが人為的に選択の場所を開くことである。
意識とは、手遅れの別名であり、
意識を直接的に活用することは、
全身を持ち上げるために、自分の靴ひもを引っ張るようなものである。
認知をつうじて接近し、まさに認知を括弧に入れることによって、
確保される体験領域がある。
認知の手前に潜り込むこと、それが現象学の課題である。

(光の点滅、点滅の反復、強度性の経験を導く、反転するもの)
システムは環境とカップリングする。環境は、認知の対象でもなければ、
ましてや情報ではありえない。
システムと環境とは、創発の水準を異にする。
このズレに、感覚が成立する。
湿度の過小は、味覚も臭覚も変容させる。
感覚は、環境を感知するのではない。
感覚はみずからを感知する。
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(ヨハネス・ミュラーの類種エネルギー説)
環境の変化率は、感覚に変化を強制する。
この変化は、感覚の本性に従ってしか起こらない。
感覚は変化率をきっかけとして新たな動きを獲得することができる。
この変化率こそ、強度である。

［音イレ］アヴェマリア
草原遠景、森林遠景、大河遠景、地球遠景、熱帯植物、一面の裸子植物
シダの群生、マングローブ、ラセン階段
影、人の影、建物の影、影を多く、以下朗読
クリムト
臨床像各種(青木さんの重度片麻痺)
岩崎さん重度片麻痺、できれば左麻痺
間に、稲垣君のかつての岩登りと現在の岩登りの違いがくっきりと出るように

シダの少女は綱の目状にひろがった水路を白い船で進む。櫂先が天から降ろされ、水
面の風景が放射線状に割れる。わずかに、ちいさい何かが壊されていく。
シダの少女は背中に時計の針をくくりつけている。シダの少女はあまり重いふうもな
く、時計の針を背負ったまま、時おり空をみあげてはまた、白い船の櫂先を水面へと
向ける。水分を含んだ風が、シダの少女の首筋を舐める。
水路の両岸にシダ類は増殖していく。シダ類は水の流れとともにみずからの影をひき
ずって、次第に形態を不明確にしていく。
シダ類の増殖は、みずからの残像による増殖ではなく、中心をもった、宇宙拡大の図
式のように増え続ける。たくさんの胞子が霧状に散って、風景の中心をシダの少女は
進んでいく。
(芦田みゆき『喫状の記号』)

532

左脳とその言語中枢を失うとともに、瞬間を壊して、連続した短い時間をつないでく
れる脳内時計も失いました。
・・・
「自分であること」は、変化しました。周囲と自分を隔てる境界をもつ個体のような
存在としては、自己を認識できません。ようするに、もっとも基本的なレベルで、自
分が流体のように感じるのです。
・・・
左脳は自分自身を、他から分離された個体として認知するように訓練されています。
今ではそのかた苦しい回路から解放され、私の右脳は永遠の流れへの結びつきを楽し
んでいました。もう孤独ではなく、淋しくもない。魂は宇宙と同じように大きく、そ
して無限の海のなかで歓気に心を躍らせていました。
（ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』
）

[音イレ]映像の音をそのまま使う。あるいは軽く
映像を切り変えながら
大野一雄 歩行 背中、手
土方巽の歩行
天児牛大の歩行
勅使川原の歩行
大越さん映像(歩行)
老人歩行、
幼児歩行
平均的歩行
歩行ロボット
手段歩行
タップダンス(タケシ)
映像を比較的長めに
映像を対比的、対照的に
背景映像に、津波、大震災、地震交互に
二足歩行とは天災のことである。
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学ぶことのできないものがある。
学ぶという仕方では習得できないものがある。
追憶のなかでしか確認できない学習はある。
三ヶ月後にはじめて確認できる治療はある。
停滞する時期を潜らなければ、開始できない治癒がある。
確認できる改善は、すべて代償行為にすぎないような治療がある。
ただちに行き止まりになる治療がある。
家庭に帰ると消滅してしまうような治療がある。
何か筋違いで、どこにも接点のない治療がある。
それをあなたのためだからと強制するセラピストがいる。
病態はそれじたい一種の個性である。
患者はこの個性を固有に生きている。
固有に生きていることが何であるかを本人は知りようがない。
知ることとは別の現実がある。
内部観察がもっとも有効に機能するのは、知ること以前の現実に感触が届く場合であ
る。
セラピーが一つの組織化を行う営みである限り、「個体」(インディヴィジュアル)の組
織化にかかわっている。
個体は、最低限のまとまりをもつ段階から、みずからで自分を統御するような場面ま
で、多くのレベルとモードがある。
感覚運動性の非随意的動きだけで連接する個体もある。
感覚運動性の随意的動きで連接している個体もある。このとき首が動かせないのであ
れば、首より上は個体の外にある。
触覚性感覚の連接で成立する個体もある。このとき触覚的に感じ取れない身体部位は、
個体の外にある。
視覚性世界を含めた視覚運動連接の個体もある。視野の欠落は、まさにその欠落を作
ることによって、個体を維持している。
言及性機能は一般に高次機能であり、それじたいで個体を形成することはない。それ
らは個体についての二次的な機能である。
ところが言及性機能は、みずから自身に言及することによって、高次の個体性を形成
することができる。言語的記述は、言語的記述で一貫してそれじたい個体化する。意
識的反省は、自己意識となってそれじたい個体化する。
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言語も意識も、それじたいにとってすでに手遅れになった事態を生み出してしまう。

[音イレ]
夕暮れの街、夜の街、砂漠、世界の夜景各種、イタリア、東京、ペキン、神戸、長崎、
日が昇る場面、朝焼け、ラセン階段各種
思考は、まるで宿命のように物悲しい。
習慣が、ただそれが習慣だと言う理由だけで反復されるように、思考はみずからを繰
り返す。そのためつねに両義性を帯びてしまう。
しかも意識は、あまりにも自明であるために、意識そのものが何か本質的な働きをし
ていると思う以外にない。それは意識の錯誤であり、しかも意識の全体重を乗せた錯
誤である。意識経験はすでに一つの確信に満ちた錯誤である。

人間は、自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない。しかしそれは考える葦である。
———宇宙が人間をおしつぶすにしても、そのとき人間は、人間を殺すこのものより
も、崇高であろう。なぜなら人間は、自分の死ぬことを、それから宇宙が自分よりず
っと立ちまさっていることを知っているからである。
（パスカル『パンセ』三四七）

人間の尊厳はまったく思考のうちにある。しかし、この思考とは何であろうか。なん
とそれは愚かなものであろう。
いったい、思考はその本性からいえば驚嘆すべきものであり、また無比のものである。
思考が軽蔑されるのであれば、並はずれた欠陥をもっていたのに違いない。じっさい、
思考は、もうこれほど笑うべきものは他にないというほどの欠陥をもっているのであ
る。
（パスカル『パンセ』三六五）
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「意識」——表象された表象、表象された意志、表象された感情は、なんとまったく表
面的なものであることか、私たちの内的世界もまた「現象」である。
（ニーチェ『権力への意志』四七六）

私たちは内的世界についてもその現象性を固執する。すなわち、私たちが意識するす
べてのものは、徹頭徹尾、まず調整され、単純化され、図式化され、解釈されている。
(ニーチェ『権力への意志』四七七)

アナロジーによる伝達を、わたしは有用でもあれば好ましくも思う。アナロジーの場
合は、のさばり出ようとはせず、何ものをも証明しようとしない。それは他の場合と
対峙はするが、これと結びつくことはない。アナロジーの場合がいくつかあっても、
それらはまとまって隊列を組むことはなく、よい社交の集まりのように、つねに、他
に何かをあたえるよりは、むしろ他を活気づけるのである。

アナロジーには、議論を打ち切らず、本来、最後のものを求めないという長所がある。
(ゲーテ「箴言と省察」)

[音イレ]
原語で朗読
生命、氷、地球(ガイア)、宇宙、ラセン階段

人間は分析しようとして対象を扼殺している。
科学も学問ももうたくさんだ。
それらの不毛の書物を閉じるがよい。
そして前に進み出るのだ、万象を見、万象に感動する
心を抱いて、前に進み出てくるのだ
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生命は、人間の精神と心象を浄める
無限の富を蓄えた宝庫なのだ。
健気な姿をとおして、知恵が迸り出て
邪気のない姿をとおして、真理が迸りでている。
（ワーズワース「発想の転換を」）

とどまるということは
氷に閉ざされた流れのようなものではないか
愚かなことだ、聖なる生命の霊がいったい
どこかで眠ってとどまっていることがあろうか
遅すぎないうちに自分の力で分かれの時を
選んだものたちだけが、
いつまでも一体になったままでいるのだ。
（ヘルダーリン『エンペドクレスの死』
）

暗闇に沐浴して寛ぐことが私にも許されるのだ。まず鍵を二重にかけることにしよう。
こんなふうに鍵を回すと、孤独が増し、現に私と外界を分断しているバリケードが堅
固になるような気がする。
すべての人間に不満であり、私自身にも不満である。この夜の沈黙と孤独のなかで、
私は多少なりともわが身を購い、みずからの誇りを取り戻したいと思う。かつて私が
愛した人々の魂よ、私が詠った人々の魂よ、どうか私を強くし、私を支え、世の虚偽
と腐敗した瘴気を私から遠ざけてください。
（ボードレール『パリの憂鬱』）

［音イレ］ナナムスクーリ、アルハンブラの思い出、エンディング
映像[葵ちゃん]
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どのような治療であれ、個体の出現にかかわることによってはじめて有効となる。
個体の出現に関与できなければ、
すべての治療は外的強制力か、抵抗すべき刺激にすぎない。
世界へと触れることが、同時に個体の形成になるような局面がある。
それこそ認知神経リハビリテーションの現場である。
世界に触れるようにしてはじめて形成される自己がある。
その近傍に希望がただちに行き止まり、壁に突き当たるような治療がある。
成功に見えて、可能性を封じる治療がある。
治ったと喜びながら、すべてを封じてしまう代償的治療がある。
そのためつねに、エクササイズとともに進行する事態へのまなざしが必要となる。
それがリハビリ的病理である。
エクササイズは、治癒の開始であるとともに、疾病の新たな開始でもある。
そこに必要とされる病理がある。
リハビリこそプロセスのさなかでの病理を必要とする。
個体の獲得の手掛かりをえることは、それじたいが一つの希望である。
個体の手掛かりとなる選択がある。
みずからの新たな可能性を引き出すような選択がある。
それは、行為することがみずからの希望であるように
みずからの可能性を開くことでもある。
そのことに立ち合うことのできる治療は、確かに存在する。
そのときセラピストは、紛れもなく、希望の使徒なのである。

出演
人見眞理
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稲垣諭
岩崎正子

制作
大崎晴地
畑一成
池田由美
嶺村圭

映像提供
木本圭子
稲垣諭
岩崎正子
人見眞理
大越友宏
青木直子

照明
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三田載久

演出
人見眞理

作・プロデュース
河本英夫
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平 成 24 年 度 刊 行 研 究 年 報

『「エコ・フィロソフィ」研究』第 7 号
Ⅲ

―TIEPh 第 3 ユ ニ ッ ト

環境デザインユニット―

発 展 す る も の は 、 創 発 し 、 成 長 し 、頂 点 へ と 至 り 、 そ し て や が て 衰 弱 し て い く 。 一
切 の 生 命 に 見 ら れ る こ う し た 動 向 は 、ト イ ン ビ ー が 指 摘 す る よ う に 、文 明 に も 文 化 に
も み ら れ る 。こ う し た 発 展 の 仕 組 み は 、持 続 可 能 性 と は 相 当 に 異 な る も の で あ る 。持
続 可 能 性 を 分 析 す る と 、容 易 で は な い 問 題 が 含 ま れ て い る こ と が わ か る 。衰 退 し 続 け
るものがただ衰退を遅らせている場合も、見かけ上「持続可能性」に彩られている。
急 速 に 発 展 し て し ま え ば 、や が て 急 速 に 衰 退 す る シ ス テ ム の 場 合 に は 、急 速 な 発 展 を
抑 制 し 、つ ね に 発 展 の 可 能 性 を 残 し な が ら 、展 開 の 速 度 を 遅 く す る 場 合 に も 、持 続 可
能 性 が 見 ら れ る 。地 球 環 境 の 持 続 可 能 性 が 叫 ば れ る さ い に は 、極 端 な 変 化 を 引 き 起 こ
し そ う な 要 因 を 、制 御 し 除 去 す る こ と が 課 題 と な っ て い る 。持 続 可 能 性 が 、た だ 引 き
延 ば す こ と で は な い の だ と す る と 、持 続 可 能 性 の も と で 、人 間 の 営 み は 何 を 実 行 す れ
ば よ い の か と い う 課 題 が 生 じ る 。持 続 可 能 性 を 設 定 し た 途 端 に 、そ の こ と の 内 実 は な
んなのかが問われるのである。

活 力 に 満 ち 、創 造 性 に 満 ち た 持 続 可 能 性 を 想 定 し て み る 。こ れ は ど う す る こ と な の
だ ろ う 。た ん に エ ネ ル ギ ー 消 費 、物 質 消 費 を 抑 え 、つ つ ま し や か な 生 活 を す る こ と で
は な い は ず で あ る 。経 済 成 長 が か り に ほ と ん ど ゼ ロ 成 長 で あ っ て も 、な お よ り 豊 か な
生 活 は あ り う る の で あ る 。こ の さ い の 豊 か さ と は 何 な の だ ろ う 。人 間 の 創 造 性 を 発 揮
さ せ 、生 活 に 日 々 の 彩 り を あ た え 、健 康 な も の は よ り 健 康 に な り 、ど こ か 上 達 感 の あ
る よ う な 工 夫 に 満 ち た 生 活 は あ る 。そ う し た 場 所 や 都 市 や 生 活 圏 を 形 成 す る こ と は で
き る 。こ の と き デ ザ イ ン の 方 向 を 変 え な け れ ば な ら な い こ と が わ か る 。そ れ ぞ れ の 場
所 で 、つ ね に 選 択 に 直 面 で き 、そ こ で み ず か ら の 行 為 を つ う じ て そ れ ぞ れ の 人 が 自 分
の 回 路 を 探 し 当 て る こ と が で き る よ う な 場 所 の 設 計 が 必 要 と な る 。シ ス テ ム は 作 動 し
続 け て い る が 、な お そ れ ぞ れ の 場 面 で 、選 択 肢 が 増 大 し 、工 夫 の 別 の 可 能 性 が 見 え て
くるような設計は可能なのである。そこにシステム・デザインの構想が出現する。
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農のシステム

河本 英夫（文学部）
キーワード：農のシステム、農業、アリストテレス、デカップリング、
国際投機資金

農は、自然に働きかけ、自然の力を引き出し、そのことをつうじて人間の生存の選択性を拡張して
いく営みである。そのなかには農作物を作り、それを市場をつうじて売り、収益を得ていく農業が含
まれる。農業のシステムは、農のシステムの一部に含まれるが、経済的なネットワークに圧倒的に制
約される以上、農のシステムのなかに含まれながらも、別のシステムにカップリングしたシステムで
ある。農と農業の分離や乖離は、農の可能性を考案し、新たな構想を企画していくためには欠くこと
のできない作業である。農と農業との間に補助線を一本引くだけで、局面が変わってしまうことがあ
る。
農のシステムは、人間と同じほど古く、人間がそれとして出現していくことと同時に出現したもの
である。人間の場合、食べ物の 8 割は、直接採って食べられるものではない。掘り起したり、栽培し
たり、火をかけたりしなければ食べられないものが多い。新たな食物を見出すたびに、人間は自分の
可能性を拡張してきているが、それが農のシステムの境界であり、食べられるもの/食べられないも
のの区分の境界をつねに変更しながら進んできたシステムである。そして翌年にも食べられるかたち
にシステムの持続可能性を考案してきたのが農のシステムである。
農業は、農を母体としながら、交換経済のなかで支払い/非支払いを境界としながら作動するシス
テムである。この場合自家消費分は、労力を消費に直接つなぐ行為であり、農の基本的な行為は農業
の財務諸表に乗らない例外となる。実際、自分で作って自分で食べることは、農の基本であり、もっ
とも自分で食べたい物を作ればよいのが農の基本であるが、農業では多くの人が食べてくれるものが
生産の基本となる。
ここにはいくつかの問題がある。第一に農と農業の間には、多くの隙間がある。この隙間はどのよ
うに活用されるのか。あるいは活用可能なものなのか。論理的には多くの可能性が含まれているはず
であるが、それがどの程度有効に活用できているのかは確認しておいた方が良い。そこに解決しにく
いいくつかの問題が含まれていることがわかる。どの程度の選択肢がそこにあるのかを考えておくこ
とは、重要である。第二に、農業のシステムは、経済的ネットワークの一部としても作動する以外に
はないが、そのとき農のシステムに内在化してしまう問題はどのようなものかという問いが生じる。
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１．農のシステム
農のシステムは、感触から感じ取っておかなければならない。農作業を一度も行ったこともがなけ
れば、言葉の意味しかわからず、言葉の意味では経験に大きな欠落が生じる。農を定式化するとき、
以下のような文面に出会う。

池がある。ボートが浮いている。ボートが「農業」で、池全体が「農」である。農業は農の
一部である。これが私の抱いているイメージだ。これまでは政府も政治家も学者も国民も、ボー
トだけに目が釘付けになっていた。 1

単純作業だと思う人にはこの仕事の楽しみはわからない。それにこの仕事を経済行為だと
思っている人には、さらにわからないだろう。
在所の人間や生き物にとっては、百姓が仕事をして、暮らして、ここで生きていること自体
が大切で、意味があり、そして価値もある。その価値とは経済価値ではなく、生きていること
自体の価値である。 2

「土をつくる」にしたって、その稲作のための栄養補給や品質向上のために「つくる」ので
はなく、自然のめぐみをしっかり受け止めるための母体として、数百年も持続するために「つ
くる」のであり、工業的な「つくる」とは本来違ったものだった。 3

これらはいずれも思いの溢れた文章であり、溢れる思いが前面に出ている。農作物の形成のほとん
どは、植物の生育と自然条件の関与のものとで、おのずと起きる。農とは、そこにごくわずかの人間
による変更を加えることで、自然の生産力を引き出す試みの総称である。雑草でさえ、自然の生産力
の成果であり、産物である。そのため雑草をどのように肥料に変えていくかさえ、自然の生産力への
感度が必要となる。生い茂る雑草の状態から、その畑の地力を知るためには、名人芸のような熟練を
必要とする 4。またそこに住まうことは、給与所得、消費の生活パターンとは別の生活の感度をもつ
ことでもある 5。
人間環境には、直接消費できない自然の生産力の帰結もある。たとえば草原である。牧畜がおこな
われれば間接的に消費につながるが、草原それじたいはただちに消費につながるものではない。里山
も同じように直接消費できる生産ネットワークではない。里山から木切れを拾い集めて薪として活用
1 宇根豊『百姓学宣言』(農文協、2011 年)213 頁
2 同上 197-8 頁

3 同上 204 頁
4 木村秋則『リンゴが教えてくれたこと』(日経プレミアムシリーズ、2009 年)
5 内山節『共同体の基礎理論』(農文協、2010 年)ことに第二章。
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する場合でも、調理用や暖を取る薪としての機能であれば、近所の木工所で屑きれをもらってきた方
が早くかつ安い。ただちに消費にはつながらないが、人間の生活圏の柔軟さや選択肢の多さを支えて
いる自然環境がある。これらが農の一部である。農の場合、生産‐消費の間には多くのクッションが
あり、そうしたクッションは、普段気づかれることもなく自然生態系の一部となっている。この間接
的な生産‐消費のネットワークには、数十年、数百年単位のタイムスパンをもつ水利系、潅水系や、
保水効果のある水田のように数十年単位のものもあり、里山のように数年単位のものもある 6。
かつて一里塚には、キノコや野菜が栽培されており、そこを餌場とするムクドリをはじめとする鳥
がおり、また鳥たちが運ぶ植物種の拡散があった。いずれもごく一部に人間の手が入ることで、環境
としての複雑さを維持している。長年維持されている草原には、おのずと感じられる「自然さ」があ
る。これを半自然草原と呼ぶこともある。早春のころ枯れ草に火を入れるような広く見られる営みは、
「火入れ」
、
「野焼き」、
「山焼き」
、
「野火つけ」と呼ばれ、日本各地で異なる名称になるほど、広範に
行われていたと思われる。火入れの目的は、放置すれば森林へと移行する灌木や低木(イバラ、ノイ
バラ、アキグミ等)を抑制し、肥料源にもなるイネ科植物などを選択的に残しておくことである 7。休
眠芽を地表下にもつイネ科草本類は、ほとんど火の影響は受けない。ススキ草地の場合、地上 2 メー
トル付近で、400 度から 800 度の熱になり、地上に休眠芽がある木本類は十分なダメージを受けるの
である。火が燃えると動物の本性なのか、誰であれ興奮し元気が出る。そのため火入れはイベントの
ようになる。私が高校生の頃、敷地のすぐ横を流れる小鴨川の河川敷の枯れすすきに火を点けて、燃
え上がる河川敷を見ながらおいしそうに弁当を食べている同級生がいた。風景は狂気の沙汰である。
だが高校生たちは、こぞって河川敷に出て燃え上がるススキのなかでお祭り気分だったのである。
火入れの場合、放置しておけば灌木や低木に覆われて、農を開始するさいには多大な準備のための
時間と労力が必要になる。それを草地に留めておくことは、牧草地としても、一部畑としても、ある
いは散策路としても活用でき、場合によっては需要に応じてゴルフ場にも転用できる。いわば選択的
に活用可能な潜在性として維持するのである。こうした潜在性は、何かに活用することができ、現状
では特定のなにかではない環境を形成している。こうした潜在性が景観を形作り、それじたいとして
も人間の生存環境を作っている。
里山の本体は、人の立ち入ることのできる雑木林である。人手が入らなければ、森林は常緑広葉樹
林になるが、里山そのものは落葉広葉樹林である。里山の作りは、人間の手による「自然破壊」をつ
うじて二次的に生じた森林であり、恒常的に人の手が入らなければ、もはや立ち入ることも難しい鬱
蒼とした森林になってしまう。里山には、落葉広葉樹林の葉が広がる前に春植物が育つ。およそ一月
程度の間に光合成を行い、広葉樹林の葉が広がってしまえば、それで一年間の成長を止める。これも
人の立ち入りが可能で、必要に応じて変化させるためには、敷居の低い状態に留めた森林である。
生産から見れば、潜在性はいまだ何に活用したらよいか確定しない未決定の状態である。ところが
6 鷲谷いづみ『さとやま』(岩波ジュニア新書、2011 年)
7 野田公夫、守山弘、高橋佳孝、九鬼康彰『里山・遊休農地を生かす』(農文協、2011 年)ことに第一章参照。
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草原や雑木林は、そこに立ち入るためのコストが低く、そこで何かをしなければならない行為制約が
極端に少ない状態である。球技をして遊んでもよく、寝転がっていてもよい。そのため学習の場とし
ても活用される 8。この教育の基本は、身体性の感度を形成することである。
体育館のような規格化された目的合理的な場所ではなく、工場のようにしなければならないことが
確定している場所でもない。アリストテレスによれば、個体には質料—形相があり、形相はその個体
が向かうべき目的を決めている。ところが草原や雑木林は、どこかに向かっていくというあらかじめ
決まった目的がない。だが草原や雑木林に個体性がないわけではなく、むしろはっきりした個体性が
ある。そのとき個体性の幅を決めているのは、目的ではなく、それじたいによって作り出された境界
である。草原や雑木林では、アリストテレスのいう可能態‐現実態という対概念も別様になる。アリ
ストテレスは、個体の生成プロセスを問い、生成プロセスの途上にある個体を特徴づけるために、物
事を二重に規定することを考案した。植物の双葉は、花になっていく途上にある。すると双葉は、花
の可能態であることになり、花は双葉の現実態であることになる。ここから可能態から現実態に移行
することが生成プロセスだとするしばしばみられる誤解が生まれた。だが実際には生成プロセスを語
るためには、二つの時間点を設定し、この二つの時間点との関係を前の時点の事態を語るものが現実
態にとっての可能態であり、後ろの時点で語るものが可能態にとっての現実態である。このとき二つ
の時点の設定が、線形で進むように想定されていること、生成プロセスの進む先は、アクシデントに
よって到達できない場合を含めて、アリストテレスの場合には確定していることが必要である。しか
しながら草地や雑木林は、行く先が決まっているわけではない。つまり草原や雑木林は、かなり特異
な個体であることになる。
この事態は、そのまま身体にもあてはまることがわかる。身体の目的は死ぬことではない。また身
体そのものは、次の世代を残すことを目的としているわけでもない。身体が次の世代の身体へと直接
つながる回路は、ヒドラのような動物で止まってしまっている。身体は一個の個体であるが、つねに
宙吊り状態であり、その身体の可能性を十分に活用できる仕組みがないというのが、目的合理的行為
のフォーマットである。
草原や雑木林は、システムの構成要素として人間の行為が含まれている。だが恒常的に人間の行為
がなされなければ維持できないシステムではない。火入れや夏の終わりの草刈りのようなタイミング
を見た一時的介入さえできれば、システムは維持される。システムの維持には、そのシステムの要と
なる基底種がある。「群集における生物間相互作用と多様性の要をなしている種であり、そのような
種を失うと、生物群集や生態系が異なるものに変質してしまうと考えられる種」であり、これがキー
ストーン種と呼ばれている。このキーストーン種の位置に、人間の身体行為が含まれている。
環境省が平成 14 年に発表した「新・生物多様性国家戦略」には、生物多様性の危機をもたらす三
つの構造要因を挙げている。そのなかの二番目には「生活・生産様式の変化、人口減少など社会経済

8 岩崎正弥、高野孝子『場の教育』(農文協、2010 年)
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の変化に伴い、自然に対する人為の働きが縮小撤退することによる里地里山等における環境の質の変
化、種の減少ないし生息・生育状況の変化」が取り上げられている。こうした時点で労働力や人口の
減少が、里山や草原の破壊と消滅にかかわるような局面が想定されている。現在では多くの水田も休
田となり、場合によっては耕作放棄地となっている。コメ余りに対応する政策によって否応なく水田
を維持することが難しくなっている。
農のシステムは、かなり特異なシステムである。このシステムの境界は、それを欠くとシステム
そのものが変貌してしまうような要素からなる。それは空間的な広がりの境界ではなく、むしろ位相
学的な境界である。そこに一年間に数度の人間の行為も含まれる。ところがこうした行為は、システ
ムの自然な遷移にとって抑制的に働いている。これはシステムそのものを再生産しながら維持してい
る産出的な要素ではない。産出的な要素という点では、牧草地であれば雑草であり、雑木林であれば
落葉広葉樹である。それらが維持されていても、放置すれば雑草だらけの草地に変貌したり、常緑広
葉樹に浸食されて、システムそのものの内実が変貌していくことはある。
半自然生態系は人間のときどきの手が入ることで、自己維持しているシステムである。ところが人
間の行為にとってこのシステムの内部には、多くの選択肢が含まれる。それは境界の維持に対応する
内在的な選択肢でもある。抑制的に境界が維持される以上、その抑制に応じて生まれる内在的な隙間
であると言ってもよい。このシステムは、人間が断続的に介入できるように維持されているシステム
でもある。そのため草原は、たとえばいつでもゴルフ場に転換できる潜在性をもちながら、なおゴル
フ場にはしないという行為の留保によって成立している場所である。草原は、可能な転用を留保し続
ける宙吊りのすがすがしさを備え、またつねに何かの可能性を感じさせ続ける危うさと裏合わせのシ
ステムなのである。そのため学習の場としても、観光用にも活用できる。
人間の介入がシステムの位相学的境界を決めているのであれば、そこには多くの他のシステムから
の条件を接続する介入が可能である。たとえば草地の維持に対して、補助金を助成するような仕組み
は、行政からの補助金をつうじて、人間の介入の持続性を高めることになる。自発的に参加する農業
者が政府と協定を結び、景観保全や生物多様性保護のための活動に奨励金を支払うのである。ドイツ
のバーデン州の「市場緩和と農耕景観維持の調整金プログラム」(MEKA プログラム)は、そうした方
向での人間の抑制行為に対して、公的資金援助を行うプログラムである。2004 年には州全農家の 8
割が参加しており、そうなれば長期間維持できるシステムになっている。
また維持された草地であれば、生態系の指標種やキーストーン種を脅かさない範囲で、さまざまな
植物を植えていくこともできる。極相の手前に宙吊りされている生態系であるから、内的な選択性が
高いのである。ドイツの草地では、28 種類の野の花のパンフレットを作り、そのうち４種以上の花
を確認できると野の花への支援金が申請できる仕組みがある。ここまでくればさすがにクイズである
が、そのなかにも生物多様性への関心が含まれている。年に 1、2 回草刈りをしている草地では、4
種の草花は比較的容易に見つけることができる。ところが 3 回以上草刈りをしている草地では、4 種
を見つけることは容易ではないようである。草刈りの頻度が多いと、半自然生態系は人工系に近づい
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てしまう。このことの原因は多様であろうが、刈り取られた草は早急に大きくなろうとして、生育バ
ランスを崩してしまうと考えられる。

２．農のシステムのカップリング
農のシステムは、気候による生産変動と国際金融による投機資金の導入によって、もろいほど影響
を受ける。それが農業に壊滅的な変化をあたえ、農のシステムの持続可能性を制約している。ここ四
十年間、世界は二度の大きな食糧危機に見舞われている。世界各地で食料が不足して、餓死者が出る
ほどであった。日本にいる限りは、こうした事象はなかなか現実感をもたない。世界人口の 2%にす
ぎない日本が、食糧貿易の 10%を占めている。食糧自給率 40%という他に例を見ない水準での食糧
生産高で、世界中から食材を輸入している。ある意味で、東京は世界の胃袋なのである。コメの出来
不出来が大きな振れ幅にない日本では、穀物の価格が暴騰するという事態は、どこかピンとこない現
実である。1973 年の食糧危機は、小麦の在庫率が世界レベルで低下し、それ以前の数年では 20%を
切り品薄感があった。そこに当時のソ連が秘密裏に大量に小麦を買付け、世界小麦売買の 40%もの量
を買い付けたことに端を発して、食糧危機が起きた。その時期、1 年 7 か月で小麦の国際価格が 4 倍
にまで跳ね上がった。
もう 1 度の食糧危機は、2008 年に穀物全般(米、麦、トウモロコシ)の価格が一挙に上昇したときで
ある。中国の穀物在庫率が慢性的に高止まり、古い穀物をバイオエタノール用に転用し、中国は食糧
輸出に乗り出した。ところが各種統計では、中国の食糧は 2030 年代には不足状態になり、大量の食
糧輸入国になるというデータが出ていた。将来誰が中国を養うのかという問題が、本気で論じられた
のである。そのころアメリカもトウモロコシを燃料用(バイオエタノール)に活用することに乗り出し、
近い将来食料用穀物が逼迫するという観測がながれた。ここに巨額の国際的投機資金が流れ込み、一
挙に穀物価格を釣り上げたのである。投機資金は、変化率の大きいところに反応し、変化率をさらに
大きくして利ざやを稼ぐ資金である。こうした投機的な資金は、行き場があれば自動的にそこに流れ
込み、価格変動を極端にしている。伝統的には穀物先物市場は、つねに投機的資金がうごめいている。
小豆相場で財産を失ったというような話は、よく聞くところである。こうしてみると二度の食糧危機
は、穀物の不作によって引き起こされたものではない。
農産物の取引は、市場を介する。この自明の事実は、自明とはほど遠い問題を含んでしまう。農は
計画的生産の範囲にとどまることができない。牛乳がだぶついても、恒常的に搾らなければ、牛の健
康を損なう以上搾らないわけにはいかない。すると生産調整に見合うような方法が極端に限定されて
いる。生産調整が効かないものを、定価販売することはできない。不思議なことだが、工業製品に比
べて、農作物は必要経費と利潤から割り出される定価を付けることができない。それは最終的には、
必要経費が決まらないことに由来している。自然の恵みに属する部分は、どのようにしても明示的に
必要経費に計上できない。農産物の価格は、市場(仲買)を介してしか決まらない仕組みになっている。
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必要最低限度の食糧確保は必要だが、小麦が不作だからと言って、コメや大豆に置き換えが効かない
わけではない。日本では穀物の在庫は過剰状態だが、世界の各地には食糧不足がいたるところがある。
国連の食料農業機関(FAO)の事務局長ジャック・ディウフは、世界の飢餓人口半減という目標達成は、
22 世紀の半ばまでずれ込むと予測している。飢餓人口は現状では約８億人と推定されている。これ
を半減させようとしたが、実際には飢餓人口は増えている。しかし世界の農業生産高でみれば、食糧
不足にはない。農業生産物は、市場をつうじてしか価格の決定を行うことができない。だが市場は市
場の仕組みでしか動かないのである。農産物と工業製品を同じ市場の仕組みで扱ってよいかどうかは
大問題であるが、市場そのものはこうした問いに答える仕組みがない。
そこから自国の食糧を自国で賄うことのできるようにセキリティをかけるという「食糧安全保障」
という課題が出てくる。農業生産が可能な耕地を次々と外国の資本が買っていくというのも、こうし
た動向の一環である。サウジアラビアは、ウクライナの耕地を購入し、中国はアフリカの耕地を買い
進めている。しかしこうした問題とは別に、農業従事者の仕事(もしくは雇用)は、自国に必要とされ
る農業生産とは別の仕組みから大幅に決定されてしまう。安価な外国産穀物が入れば、競争力のない
自国農業生産は、仕事がなくなってしまう。そこで関税をかけて自国農産物を守り、政策的に定額政
府買い上げが行われてきたが、こうした保護政策にも限度がある。
そこから「食物を生産する権利」が出てきた。食物を生産することは、生存権とならぶ権利だとい
うのである。これは食と農に対する自己決定権とも呼ぶべきもので、食の権利、農の権利での「生存
権」に相当する。中南米で起きた農民・農村運動で主導的な一翼を担った「ラ・ビア・カンペシーナ」
が展開した主張である 9。国際経済ネットワーク内で、世界貿易機構(WTO)は、原則自由貿易を主張
し、国連の人権部会に属するビア・カンペシーナは、食と食料生産については、人権として自己決定
権があるという主張をしている。これは人権の主張であって、経済的な利益確保の主張ではない。こ
の場合実質的には、この権利を侵害するような国際取引や補助金付きの輸出を禁止するような訴えを
起こすことになる。生存を脅かす人権侵害での訴えである。2007 年、2008 年に行われたアメリカに
よるダンピング輸出では、アメリカ政府が補助金を付けて、膨大な穀物を中南米に輸出し、中南米の
農業が壊滅的な打撃を被ったことがある。こうした補助金付きのダンピング輸出を制限する狙いであ
る。食と食料生産についての主権を認めたとして、それが農民や国民の自己決定権に留まる限り、こ
の管理の幅は微妙なものである。たとえば工業製品については、より良く、より安い製品であれば、
誰がつくるかを問わず購入するであろうし、自国の生産品を選び、他国の生産品を買わない人がいた
としても、それは消費者の自由ということになる。食と食料生産の主権には、生産できなくなること
への歯止めの意味しかない。つまり極端なダンピングを制限する程度の主張しかできない。しかもそ
れは消費者の自由に選ぶ権利とどこかで抵触する。
全般的に見ると、農業システムを内部に含む農のシステムはかなり複雑で難しいシステムであり、

9

村田武編著『食糧主権のグランドデザイン』(農文協、2011 年)ことに第四章。
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力仕事ができ、毎日勤勉に働けば実行できるような簡単なシステムではないことがわかる。そしてそ
こにはいくつもの制約が働いている。農の持続可能性は、工業生産施設とは異なり、不要になれば減
価償却を行うような性格のものではない。工場の建物を償却するようには、農地を償却することはで
きない。逆に農地の耕作をやめれば、再度耕作を開始するまで多くのコストと時間がかかる。つまり
農のシステムの持続可能性と工業生産の持続可能性には時間的なスパンとかかるコストで隔たりが
大きい。農のシステムのベースになる耕地は、恒常的に手を入れ続けながら、数十年単位の作業が見
込まれ、そのスパンで維持される。耕作放棄を行ったり、農地を手放したりすれば、「ご先祖様に申
し分けが立たない」という心情はしばしば聞かれる。だがこの言葉の内実は、倫理的なものというよ
り、農地が維持されるために費やされた先代、先々代の労力を有効に継承し活用できていないという
ことへの思いなのであろう。他方、経済的な採算は、長くても半年単位で収益を出していかなければ
ならない。ここに農業経営にかかわる多くの試行錯誤が生まれることになる。また穀物先物市場に投
入される資金は、最低 48 時間もしくは 1 週単位程度のスパンで成果を出さなければならず、この時
間スパンの不具合がシステム間できしみを引き起こしているというのが実情である。持続可能性もし
くは再生産のための周期性のスパンが、そこに関与するシステム間であまりにも異なるのである。
そうしたなかでの試行錯誤の企てのなかには、第一に市場適応型ユニットの形成がある。農地を集
約することは、がんじがらめとなった規制のなかでは、多くの制約がともなう。ここに政策転換が及
んだのはごく最近のことである。2009 年に改正され同年 12 月に施行された「農地法改正」によって、
一般企業や個人が通常の農地賃貸借に参入できるようになった。現状では地代を支払い借り入れをし
て耕地面積を広げ、法人化して給与支払いのかたちを取るような方式が採用されている。また作付作
物の飼料化も大幅に認められるようになった。コメについても、主食用米から、飼料用米、バイオエ
タノール米まで広く認められるようになった。飼料用米が大幅に認められるようになって、コメの作
付が増加し始めたのである

10。

農業生産のやっかいなところは、繁忙期とそうでない時期との合間が極端に隔たっていることであ
る。秋冬の麦作、春夏の米作を想定し、年間の作業がなだらかに回るようにしても、施耕、作付は人
手が足りないほど忙しく、それ以外の時期には、それほどすることがない時期が多い。この農閑期の
選択性を活用するような仕組みを農耕生産の内部だけに求めることは容易ではない。周年的農業の仕
組みを作るためには、米、麦そして大豆二毛作が組み合わせとしては効果的で、11 月中旬からの 1
回目の大豆、1 月下旬からの 2 回目の大豆の収穫を設定すると、周年的に耕地の利用が進む。実際に
すでに行われている大規模農業法人経営では、安定的な黒字経営と後継者確保の経営成果を備えた運
営方式の可能性が出ている。農業経営は、伝統的には家族や近隣の家族のつながりを基盤としていた。
それじたいには問題はなくても、新規参入者にとっては、農業経営は本人の就労希望とは独立の壁が
あった。法人化はこれを緩和している。また飼料用の穀物を大幅に認めることで、作付面積も微弱だ

10 谷口信和、梅本雅、千田雅之、李命美『水田活用新時代』(農文協、2010 年)
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が拡大している。
第二に、農産物生産にとどまらず、それを原材料にして加工製品まで作り上げるようなネットワー
クを、それぞれの生産地レベルで設定するということも考えられる

11。リンゴであれば、リンゴを売

るだけではなく、ジャムや果汁ジュースまで加工してしまうのである。農産物の収穫量は、基本的に
は自然条件に依存する。そのため豊作での出来が予測数値を上回ると、価格が暴落する。すると出荷
量を一定にして、他の製品形態(加工品)の量を増やすという回路を作っておくことは合理的であり、
選択肢を増やしている。市場での産物価格は、基本的に需給見込みによって決まる。市場とは、生産
物量と必要量の隔たりを過度に拡大して価格変動を作る仕組みでもある。そこでこの変動の動きに直
接左右されない回路を形成することに近い。こうした事態をシステム的には「デカップリング」と呼
んでいる。本性的にカップリング状態で連動してしまうものを、疑似独立変数とすることがデカップ
リングの内実である。市場の動きに対して、補助金を付けることは、市場内にクッションを置くこと
であり、規制とは市場の振れ幅を限定することである。これらはいまだデカップリングになっていな
い。
農のシステムは、基本的には持続可能性を基調とする。ところが持続可能性は、機動的な展開可能
性を留保し続けることである。あるいは展開可能性を限定することである。持続可能性と展開可能性
は、整合化しにくい要素である。これを「持続可能性と展開可能性のパラドクス」と呼んでおく。農
のシステムにはどの程度展開可能性があるかを考察しようとすると、持続可能性と容易には整合しな
いことがわかる。システムの本性から見て、展開可能性が乏しいシステムは、一般には持続可能性が
低い。展開可能性の最大のメルクマールは、多様化である。この多様化の幅を決めるのは、機動性で
ある。展開可能性をもつシステムは、一般には加速度化する。変動のスパンが、短縮される。ところ
が農水産物は、基本的には地球の公転周期に依存していて、この時間的スパンは動かしようがない。
通年でトマトやキュウリやインゲンはハウス栽培で生産されているが、植物の栽培時間まで短縮する
ことはできない。ハウス栽培であれば、トマトが成熟した野菜になるまでの時間を短縮することがで
きるということは考えにくいのである。持続可能性を基調とするシステムには時間的スパンで、容易
には動かない変数が入っている。それは連動する市場や金融システムとの乖離を大きくする可能性を
つねに含んでいる。するとこのシステムには、補助金や政策的支持とは別に、デカップリングのため
のシステム制御の仕組みがなければならないことがわかる。ここに新たなシステムの仕組みが必要と
されるのである。

11 原田純孝編著『地域農業の再生と農地制度』(農文協、2011 年)
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理想の大地―福地の思想

山田 利明（文学部）
キーワード：洞天福地説、神仙、仙薬、山岳、七十二福地

福地とは、かつての中国で神仙（仙人）になるための修行に最も相応しい土地、あるいは神仙が住
かく

む土地として理解された。例えば四世紀初期の『抱朴子』には、華山や泰山あるいは 霍 山には正神
がおり、山には芝草が生え大難を避けることができる。しかも仙薬を作ることができるだけではなく、
有道のものがこの山に登れば山神は必ず福を授ける（金丹篇）という。つまり神が居り福運を与えて
不老不死の神仙とする地があるというのである。
唐代になると七十二の福地が選定され、疫癘を避け強い運気をもった地として信仰されるが、それ
らは全て実際に存在する地であり、架空の大地ではない。ではその地が福地に選定された基準は何か、
それを知ることで当時の人々が描いた理想の自然環境を伺うことが出来る。

１．福地ということ
すでに記したように、四世紀初期の葛洪『抱朴子』には、疫疾や災害を避け、神が人々を保護する
土地、しかも神仙となるための仙薬を調合するのに相応しい土地としての福地の記事が記される。そ
こでは、具体的な景観は記されていないが、山神が住む土地というのが前提となる。さらにいえば、
仙薬を調合するというのは、その原料となる薬草類が豊富な土地ということになる。神が住み、薬草
薬石が多く、疫癘の及ばない大地。これだけでは具体的にその景観を描けないが、それでも肥沃で清
らかな水流があり、都会の喧噪から離れた土地であることは想像できる。
この『抱朴子』から五百年ほど後の唐の道士司馬承禎『天地宮府図』に、始めて七十二福地が記さ
れるが、その序に「天元は重疊として気象は参差あり。山洞崇幽にして風煙迅遠なり」という。これ
はこの書名からも分るように、もとは七十二福地の絵を描いたもの。いまはその絵が失われて文のみ
遺された。その絵の説明に、このように万物を生み出す天の力（天元）はいく重にもかさなり合って、
大地のもつ気はとぎれることなく流れ来たり、山は高く洞窟（洞天）はほの暗く、風にたなびくかす
みは遠く流れるという。描かれた景色は、既にして佳景の境にある。よくよく注意すれば、ものを生
む地力（天元）や地気に秀れた地であることも読みとれる。
『抱朴子』のいう山神とは、こうした目に見えない力を指すわけで、それを古代人は神と考えたの
であろう。肥沃で地力があれば、当然森林が発達し、禽獣が集る。深い森があれば水害、干害を防ぐ
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ことができる。清流や池沼もある。あたかも神によって護られた大地のごとくなる。これが都市から
離れていれば、その地は孤立して生計を営むことができる。疫癘から守られるというのは、おそらく
そうした孤立性の高い土地であったことを窺わせる。これに佳景が加われば、さらに神々しい土地と
いうことになる。
一方、風水説による土地の良否の判定法も、後漢末期以後徐々にではあるが行われるようになる。
周知のように、風水説は大地の中を流れる気の阻通を判定する方法で、気の通路すなわち龍脈上より
湧出する気の力によって、富と長寿を得ようとするものである。その大概は、北方に高い山があり東
西は比較的なだらかな丘陵、いずれも深い林をもち、南方は開けて水流のある地を局と称して重視す
る。北方の高山の麓から地気が湧き、この局を覆う。その地気の生気をうける人々は豊かに繁栄する、
というのが後の解釈であるが、葛洪とほぼ同時期の郭璞が著したと伝えられる『葬経』では、死者を
埋葬する場所の選定法として記される。死者をこのような秀れた地気の湧き出る地に埋葬することで、
死者を生気に乗せて快適な死後の生活を提供し、その功徳によって幸運を得るというのである。いず
れにしても地気の力によって幸運を得ることに違いはないが、局の選定にはその地形が重視される。
北方の主山、東西の丘陵（青龍・白虎）と南の水流は局の典型として理解される。
これに対して、福地には定型的地形がない。それはあくまでも山神の加護にもとづくからで、さら
にいえば薬材が豊富な地、修行に相応しい所ということになるからであろう。仙薬の薬種については、
植物薬・鉱物薬さらには動物薬に大別される。植物・芝菌類は、森林を主とするから、森の存在を第
一に考える。さらに鉱物薬ということになると、岩石の露出した地形になる。そして動物薬としての
禽獣の存在も無視できない。『神農本草経』では、神仙になる薬を上薬、長生する薬を中薬、病気を
治す薬を下薬とし、上薬には多くの石薬が記される。
『抱朴子』地真篇には、仙薬の調合や修行のために山に入る際、虎狼蛇蝎を避ける護符が記される。
山に入るのは、そこに仙薬の材料が存在するからであり、それこそが福地の発想の原点となる。風水
上の良地と福地とは、その目的とするところが全く異なるし、その選定の基準も違う。
さて、福地というがそれは洞天と一対になって、通常は洞天福地と称される。洞天とは洞窟内にあ
る神仙の世界である。そこには山があり川が流れ、太陽も月もある別世界で、十大洞天と称される十
の大洞天と、小洞天が三十六ある。いずれもいわゆる名山と称される山岳の胎内にあるが、実際に存
在するわけではない。しかし全く存在しないかといえば必ずしもそうではなく、そのモデルとなった
であろう洞窟はいくつか存在する。それらはカルスト山地の鍾乳洞であり、洞天とはその規模も異な
る。この洞窟を神仙世界、あるいは神仙世界に通じるトンネルとしてみたのであろう。もともと、山
の胎内に別世界を想定するのは、後漢代頃に出た泰山地獄がある。泰山の山胎に死者世界があるとい
うのである。洞天はこれと全く逆の不死の世界であるが、地上の世界を現実の世とし、地中に別の世
界を想定したのは、地表を軸にして一転した世界と考えてよい。現実世界を有限の世界とすれば、も
う一つの別世界は無限の世界となる。
三十六の洞天は、道教でいう三十六天説に対応する。道教教理上の三十六天は、最高神元始天尊が
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統治する大羅天以下三十五の天上世界を想定するもので、これに対する地上世界として、七十二福地
がある。それは三十六洞天の二倍になる。なぜ二倍かといえば、『易経』に陽は一、陰は二とする。
陽は天、陰は地、したがって地は天の二倍となる。これは『易』で用いる卦の爻が陽は─、陰は--で
あるところから、陽を一画、陰を二画としたことから起こったようである。つまり、三十六洞天、七
十二福地の根拠はいわば数を合わせただけで、洞窟や福地の実態から出た数字ではない。ただし福地
に関していえば、七十二の地を選ぶのにはやはりそれらしい景観と気韻をもった土地が挙げられた。

２．福地の景色
神仙になるための修行地ということを考えると、福地には他地とは異なる特徴的な景観、あるいは
神聖な趣が必要となる。例えば七十二福地の筆頭に挙げられる地肺山（司馬承禎『天地宮府図』によ
る。以下同じ。）は、別名茅山である。南京郊外にある南北十キロメートルに及ぶ山塊である。標高
は三百七十メートルと高くはないが、この山は四世紀中期に上清経が感得された山として名高く、道
教の聖山の一つに数えられる。その意味では、福地の筆頭に置かれるのは当然であるが、同時に神か
ら下された経典を感得した山という強い神験をもつ山として理解されたのであろう。『天地宮府図』
では、上清教の大成者「陶弘景隠棲の所」という。確かに平坦な地平に屈曲した山塊がそびえ、深い
森をもった山容は東京タワーとほぼ同じ高さをもち、山としては高くはないが、名山というに相応し
い姿をもつ。ただ宗教的には著名な道士の旧趾を重視しているようである。
佳景あるいは奇景をもって知られた福地に、第三十二福地の龍虎山、三十七の天柱山、あるいは七
十一の盧山などが著名であるが、実は七十二福地中の大半はこの類とみてよい。龍虎山は江西省にあ
るカルスト台地にあり、石灰岩が赤褐色化した岩肌を露出している。水は澄み奇岩が多いのはこの大
地の特徴の一つである。天柱山は安徽省にある名山である。山頂から巨大な岩が突出しており、まさ
しく天柱を彷彿とさせる。江西の九江にある盧山は天下の名山と称される。ここは道士だけでなく仏
僧も六朝以来親しんだ地である。その中でも慧遠は特に有名である。また文人の別荘が多く、当の白
易居もここに住んだ。
先に福地は実在の土地と記したが、実は必ずしも実際の地を特定できないものもある。それは、今
となってはその地がどこなのか不明なもの、始めから伝説上の地を指したらしいものなどがあるから
で、例えば第六の南田山、第七の玉溜山などがそれにあたる。
『天地宮府図』には、それぞれ、
「第六、
南田山、東海の東にあり。舟船往来して到るべし、……」といい、「第七、玉溜山、東海にあり。蓬
萊島に近し、上に真仙多くこれに居む。」とある。この場合の東海とは、山東半島から江蘇・福建あ
たりの沿岸地域を指すようである。そうなると、南田山はどこなのか。玉溜山もよく分からない。三
神山説の蓬萊山の近くと解するのか。あるいは台湾の別称である蓬萊を指すのか。ただ、台湾を蓬萊
と称するようになったのはいつ頃か定かではない。七十二の東海山も「海州の東二十五里」とある。
江蘇省の東といえば海中の島ということになる。これもまた不明といってよい。浙江の寧波沖には舟
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山列島があり、これより福建沖の澎湖島に至るまでの間には、大小無数の島があり、特定しがたい。

盧山

茅山

天柱山

竜虎山

七十二福地のうち、上述した海島とおぼしきものを除くと、山岳を指すのは四十五。その他に峯や
渓の字のつくもの、すなわち山地を連想させるものも少なくない。つまり七十二福地というのは、山
間に孤立した土地といえる。これは恐らく古い山岳信仰に由来する聖地ということになろうが、中に
は六朝貴族などが愛好して山荘を建て、その風光を作品に残したために加えられたものもある。
『洞天福地研究』という冊子がある。これは専修大学の土屋昌明教授が文部科学省科学研究費補助
金を得て、洞天福地の実地調査をしたその実見記である。二〇一一年から二〇一三年まで毎年一冊ず
つ刊行して全三冊の報告誌となっている。いまこれによりながら、いくつかの福地の現状を見てみる。
例えば蓋竹山福地。『天地宮府図』に台州黄山県というが、いまは浙江省臨海市になる。蓋竹山の
景観については、
『真誥』巻四に茅中君の言として記録されていて、
「山の東側には二つの尾根があり、
西に上っている。そこには石井橋があり、橋の北にある小道をまっすぐに行くと六本の杉の木がある。
木のところから三百歩ほどの所に小さいが深い石室がある。この前に流泉があって……」という描写
である。土屋氏はこの記述と同じ光景を現地で確認したと記している。なるほど、掲載された写真を
見ても、この山が深い森林をもった山塊であることがわかる。さすがに四世紀の杉の木は見当たらな
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かった様であるが、清水の湧出するところを認めるなど、ここが秀れた景観をもった地であると記し
ている（『洞天福地研究』一号）。

蓋竹山

麻姑山丹霞洞（『洞天福地研究』第２）

同じ『洞天福地研究』一号には、麻姑山の丹霞洞も報告されている。これは第十福地として『天地
宮府図』に記録されるが、洞窟を指しているわけではないようである。山中の比較的開けた地を示し
ているという。これも写真で見る限りは奇岩に囲まれた叢原である。奇景といえば奇景ではあるが、
それよりもむしろカール状の窪地から天空に抜けるような地形が、この場合は重要なのであろう。一
種の天との交感の地という状態である。
福地を写真で見ると、多くの場合麓は古木あるいは灌木とり混ぜて森林として形成されている。お
そらく唐代頃はもっと巨木が多く、自然が豊かに残された土地であったように思える。そうでなけれ
ば、福地の条件の一つとしての仙薬の調合に相応しい地ではなくなるからである。岩石が露出して佳
景奇景を現出している地も多い。これはすでに記したように石薬の探索や採取に有利な条件となる。
同じ石薬でも薬効を求めるのではなく、例えば天柱山頂のように天に突出した岩のもつ気力を神仙と
なって白日昇天する力にかえようとする意図もあったのではないか。
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福地というと、ある一定の面積をもった地域と考えられがちだが、調査記録を読んでみると、必ず
しも一山全てが福地と考えられていないようである。丹霞洞のように、カール状の谷の部分だけ、あ
るいは蓋竹山のように石橋を渡って行き泉水のある場所、という。一山の中でも特定の地点が想定さ
れていたようにも思われる。
いずれにしても、こうした報告書や写真を見る限り、福地の殆どはそれなりの景観をもつ。もちろ
ん、わざわざ陰気な土地や腐った葦原を福地とすることはあり得ないから、福地に想定される以上、
佳景の地として認められていた地であった。

３．長生へのデザイン
唐代に王屋山の洞天に入って仙を得た人の記録がある。もっともこれは一種の伝奇小説として伝え
られるが、当時の人々が洞天や福地をどのように理解していたのかを知る材料ともなるので要点のみ
を紹介しておく。
唐の咸通壬辰の歳、王屋の県令であった王余は道に志を立て、『黄庭経』を学習してその注釈を作
ろうとした。しかし奥義に達していないため、ただ一日に五、六千回ほど誦すだけであった。王屋山
には神仙の集る小洞天があると聞き、自ら王屋の県令になったわけである。王余は王屋山中に庵を結
び、神仙と出会うことを願っていた。役所をやめてからは穀物を断ち、服気導引などの修行を行うこ
と数ヶ月、少しづつ精神が明瞭となり体も軽くなった。そこで洞窟の中に入り三十里ほど進んだので
ある。……その結果ついに王余は長生を得ることになる（『仙伝拾遺』
）
。
王屋山は十大洞天の第一に挙げられる大洞天である。神仙が集まる仙都があるという。結局、王余
はこの洞天で奥義を極め神仙となる。これは洞天の話であるが、福地も同様の効果をもった。先に記
した『真誥』の記事には、修行者や神仙が福地に住むという。神仙から仙を得るための秘訣を習い、
奥義に達していくということであろう。
山とそこを流れる流水に関心が向けられるのは六朝期になってからである。いわゆる山水画あるい
は山水詩は、いずれも六朝期になってあらわれる。王羲之「蘭亭序」に見られる会稽山の光景、宗炳
の「画山水序」の山水画論、さらには謝霊運の山水詩、いずれも山のもつ神気を描くことを山水画の、
あるいは山水詩の意義とする。
「画山水序」にいう、
「神（精神）とはもともと捉え難きものであるが、
形あるものに宿り、同じ形をもった絵に感応して、その絵の中に真実の姿として入る。したがって、
よく実物を描きとれば、その精神を画面につくすことができる」とは、明らかに見るものの神（精神）
と山や川の精神との感応を記したもので、一種のアニミズム的世界観にもとづくといえる。六朝の文
人の中ではこうした自然観を持った人々が少なくない。謝霊運の詩の中にも、山の神気に出会った瞬
間を記したものがあるし、『抱朴子』に至っては山神の存在を前提としている。そうなると有名な天
師道徒であった王羲之父子や有力な江南の貴族たちの間にも、アニミズム的自然観はかなり浸透して
いたとみてよい。福地の思想の根底には、こうした山神との感応と加護とが窺われる。
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また宗炳の考え方からすれば、景勝の地には景勝の地を作り上げる美神がおり、醜悪な地にはその
景色を作りあげる悪神が住むことになる。したがって福地はいずれも美神によって治められた地であ
り、この美神によって作られた土地ともいえる。アニミズム的自然観からいえば、佳景、景勝の地に
こそ神の居所がある。では一体どのような地が福地に選ばれたのか。その大概についてはすでに記し
てきたが、とりあげたいくつかの地に共通するのは森林の存在である。同時に清流のあること。山地
であること。この景勝ということには、奇景・奇岩の存在も含まれる。これは人為ではなし得ない、
むしろ神のみが作り得る造形物として理解された。例えば江西省にある第三十三福地の霊山、それは
写真でも分るように麓に森林をもつ岩石の奇峯である。

霊山

すでにこの山容だけでも福地となり得るが、その岩石はすべて花崗岩である。花崗岩の組成は、石
英・正長石・雲母が主成分となるが、これらは全て仙薬の薬材となる。麓の森には芝菌類を始めとす
る植物薬がある。こう考えると確かに神仙への修行場としての条件を備えている。
福地は現実の土地として存在すると先に記したが、それはこうしたデザインをもつ土地を捜したか
らであって、神話伝説の所産ではない。そこが洞天とは異なるところであろう。実際、七十二福地の
過半は浙江・江蘇・安徽・江西・湖南の各省に所在する。いわゆる江南から江西にかけての地域であ
る。この地域の温暖湿潤な気候が森を育てた。豊かな森と清流の流れる岩山に修行の適地を見い出し
たというべきである。

４．福地とは何か
長生ということを考えると、それは単に長寿を保つだけではない。生きることは、ものを食べ活動
し考えることである。神仙のもつ不老長生の質はまさしくこれであり、老いてもなお独立して一人で
生きられる力をもつ。そのための不老であり、つねに若々しく活動的でなければならない。しかも長
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生してみれば、肉親はすでに亡く友人もいない。一人山中に独居修行したため世の中の変化も知らな
い。孤独である。それに耐える精神の強さも必要であろう。
仙骨という概念がある。生まれながらにして神仙になり得る性をいう。福地の山野をめぐって仙薬
を求め、清静恬淡として精神を錬えて修行に努める。山野を跋渉して仙薬を求めるのは足腰を鍛え体
力をつける。無為清静の修行は欲を去り何事にも動じない精神を育む。仙骨がなければ、崖から落ち
て死ぬし、修行に耐えられず山を下りる。あるいは病を得て衰弱はなはだしくついには死去する。要
するに淘汰されるわけである。残ったものは、強い体力と精神力、それに高い免疫力をもち生きる知
恵と運の良さをもった人物ということになる。運という科学的には解明できない確率論を加えるのは、
いささか抵抗があるが、一秒差で命を救われた人のいることは確かだし、五秒差で前の人が買った宝
くじが一等に当たったというのもある。運が良ければ崖から落ちることはないし、虎や毒蛇に襲われ
ることもない。こうした過酷な生活に耐え残ったものだけが神仙となるのに相応しいが、それでも仙
骨がなければ神仙にはなれない。
こう考えると福地の性格はより鮮明になる。つまり神仙淘汰の場なのである。神仙を志す修行者全
てに仙骨がない以上、脱落するものが必ずいる。神仙の階位に天仙・地仙・尸解仙という三つの種類
がある。天仙は天上世界に昇る神仙、地仙は地上にあって不死を得た神仙、尸解仙は修行未熟にして
一旦は死ぬが屍体の外形はそのままに、その本身が仙化する。仙運つたなく修行の中途で死に、屍体
のあるものは尸解仙と理解されたし、屍体のないものは先刻まで生活していた洞窟や庵もそのままに、
忽然として姿を消して仙去したと解釈される。こうした事例も存在したであろう。なぜなら六朝期の
志怪文献や唐代の伝奇文献には、道士達のこうした記事が少なくないからである。
ところでここでは福地を「理想の大地」と標題した。それは神仙信仰にもとづく理想の条件を備え
た土地であるからで、通常の人々が生活する場ではない。まして桃源郷ではない。しかし、自然とい
う側面からみれば、森林と清流という景観は一つの理想として位置づけられる。すでに記したように
自然に対する認識、特に山水についての注意は六朝頃から興る。それまでの中国文化の中心は、どち
らかといえば北方黄土地帯にあった。秦漢は長安、後漢は洛陽、いずれも黄土の大地である。秦漢の
長安附近には森林地帯も山岳もあったが、あまり重視されたようではない。三国から六朝になって、
北方の貴族・知識人の中で、南に徙ったものたちは、江南の景色に一驚する。そこは緑滴る山や野の
ある土地であったからである。こうした知識人の中から自然への関心、山水への興趣が出た。福地が
江南から江西にかけて多いのも、そうした意識が影響したようである。しかしながらその意識は、必
ずしも広くは伝わらなかった。中国の歴史を称して、治乱興亡という。治まれば後に乱れ、王朝が興
れば必ず衰亡する。そのたびに都城宮殿は焼れ、また新たな建築が始まる。近隣遠方の森は伐られて
山は荒れる。さらに宋代になると、陶磁器の生産が盛んとなって森の木は焼成のための燃料となった。
福地が福地として機能するには、やはり清浄な山水森林が無ければならない。その福地はただ信仰
のための存在ではなく、環境としての位置づけにある。
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チェジュ記
――石と風と光へ
河本 英夫（文学部）
キーワード：石文化公園、トルハルバン、スマートシティ、スマートグリット、
自然エネルギー

チェジュ島は、溶岩性の島であり、島のいたるところに洞窟がある。中腹には山がある。最高標高
は、1900 メートルほどである。稜線のうち海岸にもっとも近い稜線の丘の頂上付近には、旧日本軍
(58 連隊)の作ったコンクリート製の見張り台が今も残っている。路線バスでこの山(漢帑山)上る途中
でも道路工事を行っていた。道路の中央が突然陥没したような大きな穴が開いていた。いたるところ
にそうした洞窟状の地中空洞がある様子だった。島全体は、溶岩性の爆発の後、平らに盛り上がった
ドームのようになっており、海面との接点部分は断崖絶壁が多く、盛り上がった溶岩が海まで流れ出
したところが、なだらかな丘陵となり、そこは海水浴場としても活用されている。
島の東北部には、
「万丈窟」(マンジャングル)と呼ばれる巨大な洞窟があり、世界自然遺産に指定さ
れている。一般人に公開されている範囲でも洞窟内１キロの歩行距離がある。海岸近くまで流れ出た
溶岩が、流速を増した雨水によって削られ、中空状に崩れ落ちてできたものであり、地表表面まで崩
れ落ちた地点の一つが、出入り口になっている。夏でも 18 度と圧倒的に気温は低い。入り口の階段
を下りると、冷気が上がってくる。異様に湿っている。洞窟内に水が入ると、真夏でも乾くことはな
い。日本の氷室に似ている。天然の冷蔵庫である。真夏にはありがたい。しかし観光以外にどの程度
の使い道があるのかは、わからない。
またこの洞窟のさらに東北方向の海岸には、海岸と絶壁が接した巨大な隆起場所である「城山日出
峰」がある。異様なほどの巨大絶壁で、朝早く登り、頂上で日の出を見るそうである。この絶壁も世
界自然遺産になっている。定期バスが、すぐ麓まで入り込んでいる。この絶壁の実際の高さは、180
メートルほどで、スカイツリーどころか東京タワーにもはるかに及ばないが、すぐ麓で見上げるため
に、巨大な絶壁と感じられる。絶壁は溶岩性の岩で、いくつもロッククライミング用のコースが取れ
そうだが、放置すれば怪我人、死人が多く出る。
洞窟付近の森は、独特の植生がある。松でも杉でもない。韓国でも済州島にしかないようである。
「コッジャワル」と呼ばれる葉緑樹であり、一年中緑である。粘性の高い岩塊状の溶岩に形成された
森であり、地下水を涵養している。絶滅危惧野生植物も少なくない。ブナ科のイチイガシ、クロウメ
モドキ科のハマナツメ、イワウメ科のイワウメ、マメ科のミヤマトベラ等々である。また特産植物に
は、サイジョウモミ、サイシュウバライチゴ、オオベニウツギ、サイシュウシャジクソウ、サイシュ
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ウザサ等々がある。

横たわった城山日出峰(左上は海である)

畑を耕せば間違いなく大小の岩が出てくる。火山灰が少なく、灰でできた表土が少ない。そのため
広い農地を作ることは難しい。岩が出てくるたびに、畑の周囲に積み上げてある。個々の畑の周囲は、
多くの場合岩に囲まれている。それは見かけ上は、畑を守るかのように周囲四方に積み上がられてい
る。だが実情は、他にもって行き場がないということに近いだろうと思える。現在でも畑から岩が出
てしまうのである。柔らかい粘土質の土が必要な稲作には、適していない。
こうした自然発生的な岩を集めていた地元の収集家が、何人もいただろうという推測は容易にでき
る。岩は自然漱流、疏形によって、さまざまなかたちを取っている。魚や鳥に似たもの、複雑な造形
物に近いものまで多数の石がある。面白い岩を集めておくというのは、博物学的な関心である。大小
の岩があり、大きなものでは 4，5 メートルあり、石や岩を集めただけでも圧倒的な多様さが出現す
る。そうした石を集めたのが、
「済州石文化公園」であり、その内部に作られた博物館である。
この文化公園は観光ガイドではほとんど紹介されることはないが、世界でもごく稀な石文化博物館
である。公園を一渡り見学するだけで、3 時間程度かかり、敷地面積も異様に広い。この博物館は、
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もう一つの世界の石の文化である ギリシャ文化と比べると文化の質がよく分かる。シェジュ石文化
公園は自然状態で作られたものを見つけて集めただけなのである。彫刻といっても、地蔵のような顔
彫刻(トルハルバン)であり、身体とりわけ均整の取れた身体への関心はほとんどない。石の多くは、
地元の収集家が集めていたものを寄贈したのである。宣伝の仕方が悪いのだと思うが、加工度を下げ
て自然状態での｢自己組織化｣のよる造形を集めたのだとすると、世界でもめったにない石文化博物館
である。この回廊の一部には、休息室がいくつかあり、そこのソファーも石でできている。石のなか
でも柔らかい石である。溶岩石の特徴で、水に浮かべれば浮いてしまうような隙間だらけの石である。
博物公園内には、民家を集めた一角があり、いずれも石と赤土でつないだ塀でできた家である。こ
れでも雨と風はしのげる。屋根はかやぶきであり、暑さはよく吸収している。柱はない。石で塀を作
っており、間取りをしようと思えば、室内に石の塀を作る以外にはない。その場合でも作りはツーバ
イフォーと同じなので、無理があるとは思えない。

島の産業は、もっぱら漁業と観光であり、宿泊したチェジュ・ロイヤルホテルも中国人観光客で溢
れかえっていた。朝の五時頃から隣の部屋で夫婦で怒鳴り合うように大声を出しているので、会話の
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内容は分からなくても、おそらくそれは中国人だろうと察しはつく。朝鮮料理は、辛いだけではなく、
ただひたすら粗暴である。素材を食べる粗暴さが、特徴である。野生と呼んでも、自然性と呼んでも
言葉の違いである。日本の寿司のように素材の微妙さや繊細さを引き出すのではない。鯛の刺身も、
黒豚も素材としては上級の素材である。それを生のニンニクやタマネギやニラとともに、ただひたす
ら猛烈に食べるのである。野菜はすべて生であり、極端に辛い。それも素材である。鯛の味を、生の
ニンニクが消してしまう。少なくても日本人の味覚ではそうである。現地の人たちは、それでも鯛の
味を見分けているのかもしれない。そのあたりのことは分からないが、韓国料理は容易ではない。
素材の活用の仕方、素材への感度がまったく異なるという印象である。日本にも辛さを基調とする
食材がある。たとえば山葵である。しかし山葵の葉を直接食べるようなことはない。練り物にして濃
度を調整し、場合によってはネギやヌタで和えて重要な隠し味として活用する。だが辛さを直接食べ
ることは少ない。素材は包まれるように含まれ、そのまま維持されているが、和え物となっているこ
とが多い。これに較べると韓国料理は限りなく素材そのものであり、それを料理として調整するので
はなく、各人が自分で食べる量を決めるのである。日本料理の要は、珍味の活用である。辛さではな
く「苦み」を食べているのである。サザエの壺焼きのワタとかホヤは内臓まで酸味を和えて食べる。
味の多様度が最初から異なっている。最も辛さの質を感じ分けるところまで、現地の人たちは進んで
いるのかも知れない。夕食は、観光客用のレストランではなく、地元住民がよく使う名物店を選んで
もらった。そうした店が食文化の質がもっともよく出る。
チェジュ市に海産物卸売市場のようなところがある。露天に近い店舗が並んでおり、おそらく早朝
に水揚げされた魚を売っている。周辺にはハエが飛び交っており、店番のおばあさんが団扇で追い払
っている。1960 年代には、日本の港町では多くみられた光景だと思う。商品は、冷凍やパック化は
されていない。小型の生簀には、体をぶつけ合うほどの魚がびっしりと泳いでいる。生活の地が加工
されないままそのまま出ているという感触である。生活の力強さとそれで生き抜いてきたものの年輪
の蓄積を感じさせる。何度か乗った公共交通の路線バスも、前を走る乗用車の遅さにいらだち、乗用
車を警笛で威嚇して走っていた。どのバスの運転手もそうなのである。運転手は、ぶつぶつ一人ごと
をつぶやいている。それを訳してもらったところ、「糞ったれ、死ね・・・」とかつぶやいているよ
うである。感情の制御の仕方がかなり異なる。激しい感情を動かしても、すぐにけろっとしている。
むしろ余分な制御をかけないことに近い。
離れ島特有の怨、恨み、憎のようなものはほとんど感じられない。日本の佐渡島は流罪島であり、
犯罪者の流された島である。日蓮も世阿弥も佐渡に流された。幕府が危険だと感じたものを流したの
である。そして洞窟のような金鉱山で否応なく働くのである。島根の隠岐の島には伝統的に政治犯が
流された。政争で敗れたものは犯罪者ではないが、隔離する必要はある。隠岐の島の住民には高貴な
顔が多い。こうした流罪の歴史は、どこか島全体に陰影を帯びさせる。寂寥や哀調や悲嘆や暗さを帯
びている。チェジュにはそうした陰影が感じられない。陰影の一つが、自分自身に対する複雑な言い
訳であり、そこには自己憐稟が含まれる。チェジュは、こうした複雑な言い訳には無縁である。事実、
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生のニンニクの辛さに対しては、どのような言い訳も無効である。
料理室を舞台とした「NANTA」の公演は、まな板や鍋を楽器として使うもので、コメディ・ミュ
ージカルである。多くの国々で公演を重ねているようである。包丁を打楽器として活用するので、か
なり練習を積まなければできない。笑いの質が直接的でシンプルである。作品の構成は、作りこんで
あるが、無理に詰め込んだ部分も多い。幼児から大人までただ素直に笑うのがこうした作品への作法
である。文化とは、素直に笑えないことの別名である。日本で全盛のお笑い文化は、相当に複雑で難
しい笑いを引き出している。これに較べると、この公演の笑いは、道路を歩く人がバナナの皮で滑っ
て転ぶような場面でできている。ベルクソンに笑いをまとめて分析した著作がある。そこでの一般的
な分析は、日常的に想定される予期から逸脱したものを、人は笑う、というものである。そこには多
くのモードがあるが、もっとも直接的なものがずっこけである。

スマートシティは、島の東北部一帯にある。海岸には、巨大な風車が並び、家屋の屋根には発電用
パネルが設定されている。こうした大規模スマートシティの計画には、政府系機関、複数の大企業(サ
ムソン、ヒュンダイ等)、地方自治体の参加と協力が不可欠である。計画自体は世界のどこで行って
も似かよったものとなる。計画だけであれば、日本でもすでに実行できている。それを地方行政単位
を巻き込んで、着実に実行する局面に入っているのが、チェジュの特徴である。自然の素材をそのま
ま活用するという文化的資質にもよくあっている。チェジュ島の地理的位置は、対馬の西方であり、
恒常的に風が吹いている。しかもかなり強い風である。島の中央にある「漢帑山」中腹でも恒常的に
かなりの風速があった。資源の乏しい島だから、自然資源と言えば、風と光である。通訳をやってく
れた哲学科 3 年生の女子留学生は、チェジュの資源は、
「石と風と女」だと言っていた。
東アジアの男の影は薄い。世界の偉人 100 名というような話題では、日本でランクインしそうなの
は、卑弥呼や紫式部や清少納言で、日本の男は 1 名も入りそうもない。日本の神話のなかの天照大御
神はもちろん女である。チェジュには、いくつかの民話(土着的神話)がある。最も長編で大きな物語
が、『慈充姫

神話』(チャチュンビ)(秦聖麒著、2007 年)である。慈充姫は、シャーマンで現実世界

と死界を行き来きでき、この民話は本来神々に語り聞かせる神への捧げものである。民衆の間に語り
継がれた物語を、聞き取り活字化したかたちで成立している。その途上で、多くの語り足しがあった
と思われる。慈充姫は、死者を再生させるために「西天花園」(仏教的には西方浄土)に赴く。その途
上にさまざまな出来事がある。男の代表格であるトリックスターのエロ爺・肥満男「丁雄男」(チョ
ンスナム)を連れて、旅の途上で水が飲みたくなり、水を飲もうとすると、丁雄男がそれにはふさわ
しい作法があるという。そこで慈充姫は、全裸になり、陰毛をたばねて葛の蔓で結びつけ、引き込ま
れないようにして、腰をかがめて水を飲む。そこで丁雄男は、山の神に向かい「大穴、小穴見とくな
ーれ」と叫ぶ。慈充姫は、このエロ爺に向かって「なさけない男」だという。実に堂々とした生きる
力の漲る、力強い女性である。この力強さは確かに一つの資源である。ただこれが「いい女」かどう
かはまた別である。
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エロ爺のトルハルバン

自然エネルギーの利用は、原発のような複雑な施設は要らない。風を利用するためには、空気の流
れを回転運動に転換する巨大扇風機があればよく、日照量を活用するためには、現時点では太陽光パ
ネルを置くだけである。太陽光パネルは、仕組みじたいはすでに行き止まり技術である。もともと軍
事用に開発され、宇宙で活用されていた技術をそのまま用いている。技術のなかには、自転車のよう
に基本的な仕組みの点ですでに行き詰っているものがある。あとは効率を上げるだけになる。これに
対して、地熱発電は日本でもほとんど活用されていないが、技術革新の可能性の宝庫である。石油を
掘る技術はすでにあり、深度 4000 メートル程度は掘り進むことができる。その深度の位置で、熱を
電気に代えてしまうのである。
自然エネルギー関連の事態は素材を採集してそのまま食べる韓国文化に、とてもよく合っている。
ここでの自然エネルギーの特徴は、熱を介さないことである。水蒸気にしてタービンを回せば、副産
物として熱が出る。熱はエネルギーのゴミなので、電力を作り出すために、膨大なゴミを出している
ことになる。原発では、さらに反応後の未処理放射性物質という捨てることのできないゴミがある。
自然エネルギーを活用する感度は、日本とはだいぶ違う。チェジュは水が少なく、地熱もない。自然
エネルギーとハイテク機器がつながっているのが、環境エネルギーの特徴である。情報化機器は一面
では高度な機能性をもつ。それと自然エネルギーは容易なことではぴったりと釣り合うことはない。
ただし情報とは熱を発生しないシステムの多様度のことだから、その点では仕組みは本性上同じであ
る。
自然エネルギーには、容量の一定性と恒常性がない。それを恒常化して蓄積する技術が必要となる。
巨大なバッテリーが必要であり、電圧を一定に保つ整流器が必要である。ことに電気は流れるのが本
性であり、蓄えることは電気の本性に反する。それを技術によって貯めるのである。小規模には、電
池は小型のバッテリーである。これを大型化すればよいのだが、各家庭に設置できるバッテリーの大
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きさには限度がある。さらに社会的な供給源施設を作るためには、技術的改良が必要となる。

スマートグリット情報館

電気自動車も、同じ問題を抱えている。現段階では、エンジンに比べてモーター自動車は走力、持
久力、エネルギー補給時間のいずれでもまだまだ大差がある。大型のモーター自動車は、まだ無理で
ある。せいぜいゴルフ場で小型自動車を活用する程度である。また一回の充電での走行距離が短い。
ひとたび放電した後の充電まで時間がかかる。十分に充電するためには、一晩かかる。そのためかな
りの期間は、エンジンとモーター併用の自動車が続くのではないかと思える。ガソリンの値段が釣り
上がってくれば、経済的な理由で電気自動車がさらに普及する。
一般に電気自動車は、二酸化炭素を出さないと言われている。しかし原発でも二酸化炭素は排出さ
れない。だから排出される二酸化炭素量が問題の焦点ではない。二酸化炭素は、ゴミの一つだが、未
処理放射性物質もゴミであり、熱そのものもゴミである。それ以上活用できないまま残存するものは、
物質循環の定義上「ゴミ」である。そのためゴミの定義は、技術の進展に応じて変化する。ここに一
切の問題を技術の進歩によって解消できるとする「技術至上主義」と技術そのものがさらに新たなゴ
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ミを生み出すという「先験的技術限界論」の対立が生じる。こうした対立は、将来の技術見込みを含
んで争点がつくられる以上、双方にとって有利なデータを上げることができ、どちらかに圧倒的に有
利なデータも理論的理由も存在しない以上、争いは終わりそうにない。技術の進歩可能性を競うのだ
から、争点にならないことを競っているのである。ゴミそのものの総量を減らすことは、現在の技術
水準でも多くの選択肢がある。このゴミを少なくすることが、循環型社会である。循環型社会の設計
で最も困難を極めるのが、極端な人口増加への対応である。循環のサイクルに入らない積み残しの廃
棄物が生じてしまい、この廃棄物の総量が増大しつづけるのである。
バッテリーの改良は、副産物を生んでいる。夜中の電気料金を下げ、日中の生産用の電気使用では
料金を上げて電力価格を時間制で変動させると、夜中の安い電力を蓄えそれを昼間使うことができる
ようになる。こうした価格差をもちいた電気使用を行うためには、毎日充電の効くバッテリーが必要
となる。現在のバッテリーは、数十回使用すれば寿命となる。それをさらに延ばし、家庭での電気使
用を賄えるほどにしておくのである。こうした技術はまだまだ開発余地がある。
スマートシティの中心部には、公営の「スマートグリット情報館」が建てられている。現在の計画
は、ほとんどはここで知ることができる。1 時間弱の体験館ツアーを設定してもらっていたので、説
明を聞きながら進むことができた。電気のシステムのうち、発電、送電、配電は基本設計に組み込ま
れている。この部署は、韓国電力 KEPCO が設計している。また太陽光、風力、新再生エネルギーの
ようなエネルギー産出システムについては、POSCO コンソーシアムが担当している。この部分は、
バッテリーの性能が機能の域値を決めている。
物の輸送には、やはり移動手段が必要である。どのように社会が情報化しようと、物そのものを情
報化することはできない。情報は流通コストを極単に落とすことができるが、物流そのものを代行す
ることはできない。野菜も穀物も情報ではない。移動や輸送のためには、それなりの大きなシステム
が必要となる。ヒュンダイも参加して、電気自動車を開発していたが、まだまだ開発余地がある。現
地にこうした 20 年後までの設計モデルを置き、官民一体となって推進している点では、企画推進シ
ステムは機能している。現実の社会に少しずつ応用し、そこからさらに工夫を積み上げる以外にはな
いからである。
自然エネルギーの活用には、まだまだ多くの課題がある。自然エネルギーは大容量電力は難しいの
で、家庭仕様電力と工場仕様電力では、同じシステムで賄うことは難しい。おそらくネットワークを
代えさらに切り替えを含んだ接続を作る仕組みになると思われる。現在は原発も含めて電力全盛だが、
電力以外の自然エネルギーの活用も必要となる。スマートシティのような企画は、あらかじめ設計を
行い、それに合わせて作って行くような仕組みにはならない。現実に適用してみると、新たな課題が
次々と出てしまう。新たな課題を見出しながら、ネットワークそのものを拡張していくのが、こうし
たプログラムである。このプログラムは直面する問題を一つ一つ解決していくようなものとはならな
い。問題の解決へと向かう途上で、新たな課題と選択肢が生まれ、そこからさらに新たなネットワー
クの展開が必要となる。
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イノセント・メモリー
――身体記憶の彼方へ
河本 英夫（文学部）

(DVD 全 40 分作品)
[音イレ] 寺井尚子・ジャズワルツ
入り組んだ海岸線、リアス式海岸、山の稜線、砂漠の山谷、砂浜、マングローブ、各種湖、浜名湖(湖
と海の境界)、山間の湖、
塞き止めてギャップをつくっているもの
間歇泉、噴水、放流するダム
身体の輪郭、葦の一面、ひまわりの一面各種
高速道路、首都高速、平原道路、シルクロード
ナイル、インダス、黄河、ミシシッピ、アマゾン、ティグリス、ユーフラテス
道路と河
十川幸司臨床映像、講演映像
バリ島、

生命は、みずから作動することで、おのずと境界を引く。
それによって内外に創発の水準の落差を作り出す。
この落差を維持し続けることを、一般に人は生きていると呼ぶ。
内的に見れば、つねに別様になりうることを維持している状態であり、外的に見れば、どのようにそ
こに接近しようとも、ちょうどカフカの城のようにその周囲をぐるぐると回ることになる。それは無
限に接近することが、漸近線にならない事象である。
生命は、つねに幾何学や代数学の彼方にある。
幾何学や代数学では、オペレーションが進行する場所がすでに設定されている。
生命は、みずからとなり続ける場所をそのつど作り出すのである。

感覚は、おのずと感知できるものと感知できないものの境界を引く。
感知とは、現実性の出来である。
感知できないはずの環境は、つねに感知できるものに浸透している。
感覚の境界が変動すれば、一切の現実は変容する。
困惑や狼狽や一切の恐れの一歩先であり、言ってみれば、もはや困惑することも狼狽することもでき
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ない。
感覚ニューロンが破壊されれば、ニューロンは生き延びることだけに向かってさらに作動する。
新たな境界がおのずと形成される。
観察者は、それを幻覚や幻聴と呼んでいる。ニューロンの最善の自己維持が、疾病だと呼ばれている。
このギャップを恐怖に変える者がいる。
このギャップに言語的な説明をあたえる者がいる。
このギャップを固有に生きろと説教する者がいる。
このギャップを言葉で語れと執拗に促す者がいる。

意識は、それとして作動することで、おのずと自己自身の境界を引く。
まるで自己自身が何であるかを知っているかのように境界を引く。
それは一つの自己防衛である。
意識は目覚めるとともに自己防衛の仕組みを備えている。
それが意識の健常であり、意識の本来的な倒錯である。
意識には、知らないものを知っているという感触があり、
知っているものを知らないという感触がある。
意識とは、境界の倒錯の可能性に晒され続けていることの別名である。
意識は境界を引くというみずからの行為を、知ることへと転倒してしまう。
みずからの行いを、みずからそれを知ることへと転倒するのである。

行為においては、まさにそれじたいの感触を感じ取れているだけである。それとして感じ取られて行
為は作動するだけである。
知っていても知らなくても、ただ作動するものは、みずから行為し、作動する。
この同語反復が、基体(ヘッケイタス)であることの証である。
意識は、何かを知るというかたちで作動し続ける。
だが作動そのものは知ることに解消できない。
知ることは作動の副産物であり、作動との二重作動である。
そのため意識には、まさにそれが意識であることによってすでにカテゴリー・ミステイクが入り込ん
でいる。
人間にかかわるすべての問題がここに由来する。
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イノセント・メモリー
——身体記憶の彼方へ

［音イレ］アメイジンググレイス
未開部族の映像(できるだけ撮影を意図しない映像)
未開社会の環境映像
トーテム、部族宗教の映像、祝祭、埋葬、南アフリカ、
チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、コンゴ盆地のボノボの同性愛、
サルの毛繕い、ライオンのハーレムの寝そべり、ネコ鍋
野生を感じられるもの

身体は蠢く。
繰り返しやってくる波のように、それじたいで蠢いている。
それはちょうど間歇泉のように、
沸き上がる入道雲のように、
ただそうすることがおのれの本性であるように繰り返し作動する。

肉の深さには限りがない。
無限接近しても届かない虚焦点とは異なり、
何度でも出発点に戻るエッシャーの洞窟とは異なり、
肉はみずからをそのつど形成する。
だが肉にも金属疲労のような痕跡は残る。
それが肉の記憶である。
それは別名誕生時から開始される成長であり、成熟である。
このとき成熟とは、蓄積疲労の履歴であり、
時として自分自身を裏切る記憶である。
疲労を遅延させる疲労を知識という。
そのため知識とは、見せかけの狡知である。
この狡知を支えるものを認知的記憶と呼んでいる。
だが肉は知識の制御にはしたがうことはない。

動作は、波のように繰り返す。
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それはリズムのような外からの区切りではない。
流れるものには、リズムがある。
それは手拍子のようなリズムではなく、自分自身に区切りをあたえる動きである。
波におのずと頂点があり、底があるように、おのずと出現するリズムがある。
歩きたくなるときがある、
走り出そうとするときがある、
何度も繰り返し出現する動作の感触がある、
一日に何度も思い出される感触がある、思い出になることができない感触がある、
思い出とは異なる記憶と感触がある。

何も想起しない日々がある。
まるでそれがなかったかのように過ぎていく日々がある。
まるで映画の一コマのようによそよそしく浮かぶ自分の過去がある。
海鳴りのように起伏のある記憶がある。
想起しようとしてもまったく想起できない感触がある。
内感は呼び戻すこととは異なる仕方で、まるで染み出すように想起される。
それは表象の想起とは別のものであり、情動の想起とも別のものである。

昨夜の楽しかった晩御飯の風景を想起する。
皆、笑っている。
人間がこれほど笑えるものなのかと思えるほど笑っている。
そのとき楽しさの感触は、呼び戻されている。だがそれを思い出して、再度いま楽しくなることもあ
れば、別段いま楽しくないこともある。
楽しさの記憶は、いまもう一度楽しくなることであり、それは過去の楽しさを想起することではない。
だが昨夜の楽しさの感触は、紛れもなく想起されている。
痛みの場面は、いつも過度にくっきりとしている。
あの治療室での歯の痛みは、治療が功を奏して、いまは消えている。
だがその痛みや治療の緊張や感触は、全身に震えがくるほど想起されてしまう。
だが再度痛いのではない。痛みが再度いまもう一度痛むといいうことはない。
だが感触は何度でも蘇る。
感触とは、第三の記憶である。

［音イレ］ロスト・ハイウエー
十川幸司さんの治療映像、マルキド・サド、マゾッホ、三島由紀夫、デヴィット・ボーイ、ベーコン、

570

ホモ絵、ニューハーフ各種、おなべ、フロイト宅、

情動にはそれじたいの単位はない。
ただ連動して反復することで、連動するものをつうじて外的に境界を引く。
欲動は、波のようなものである。
波はただ蠢き、外的理由で振幅をもつ。
荒い波もあれば、ささくれ立った波もあり、平面のように穏やかな波もある。
それは波そのものによってもたらされたものではない。
波は内部からも外からも境界を変動させることができる。

家族は、ともに食べることによっておのずと境界を引く。
親族は、共助の連鎖によって親愛とともにおのずと境界を引く。
民族は、婚姻可能性の連鎖によって未分化な贈与の境界を引く。
国民は、国境という語に魅せられて、作為的に境界を引く。
自己意識は、みずからの働きを感じ取ることで、自覚的に境界を引く。
ここにも意識の自己倒錯がおのずと含まれてしまう。
働きを感じ取ることは、気づきであり、調整能力である。
だが自己意識は、みずから知ることに合わせて自己制御できると考えている。
しかもそうできていると感じてもいる。
そのため知りたくないものを作為的に消そうとし、知らないものを知っていると自覚するのである。

異なる境界を飛び越えて活用することを、倒錯という。
境界への誤解が倒錯を生む。
そこには意識の錯誤が含まれている。
意識の筋違いの制御を自己治癒として実行してしまうこと、
あるいは倒錯を起動し、倒錯によってさらに新たな局面へと進んでしまうことがある。
それもシステムの本性である。
撞着こそ、筋違いのシステムの本性の具体形に他ならない。
倒錯とは、筋違いの境界を維持しようとする本人の自己維持の必死の企てのことであり、非自然性へ
の自己執着であり、自己努力である。

境界の内部には、つねに剰余が生まれる。
生命の境界の内では、創発性の度合いが環境の創発性の度合いとは異なる。
性は、全身どころか世界大に広がる。生殖をはるかに超え出て、性は世界の相貌の一つである。
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そして性は生殖とは独立の系へとつねに変貌しようとする。
性とは気が付けば境界を超え出てしまうシステムである。

[以下のフレーズは、画面に文字だけがならび、朗読はしない]
音入れ、サイモン&ガーフィンケル(軽快なもの)
映像は、各種ヴィーナス、各種オフィリア、

女の体の部分が性に関係していればいる程、(たとえば乳房であるとか下腹部に近い部分であるとか)
それにさわることを考えるだけでも彼は身の毛もよだつ。彼は性器に直接ふれるということを、涜神
的なおそるべき罪業感なくして考えることができない。手袋や毛皮や長靴はこれに反して、女をその
「人間的な局限された存在」や平凡な女のつまらない「具体性」や「その不快な性的なもの」を超え
て、もっと「超人格的」な、人間を超えたものと人間以下のものとを合わせてすべてを包括した神的
なものにまで高める。

私が妻の直腸に侵入し、深く進むと、一番奥のところで一つの大便の塊に突き当たります。すると私
はまるで彼女の真の中心点に達したような気がします。そこは人を溶かしてしまうほど熱い。まるで
地球の中心で溶けてしまうようです。
臀部を除き、女の身体の他の部分は全部私にとって単なる物質と同じであり、彫像のように生命があ
りません。女の皮膚や性器は、私には大した意味をもたないのです。これらのすべては余りにも完成
されすぎ、形が整いすぎ、きちんとし停滞しています。生命は皮膚の下ずっとずっと深く、腸のなか
ではじめてはじまるのです。大便のあるそのところで、生命に火が付くのです。

人がなぜ女と一緒にいたがるのか判りません、私には女に近づくことは禁じられている、もし女の前
で裸でいたり、体を触られたりしたら、私は恥ずかしさで死にそうになります。・・・女が遠くにい
るときには、私は恥ずかしさに堪え、少なくても女の視線にさらされることは出来ます。その時は楽
しくてしかも恐ろしくありません。私がペニスをその女にみせるとき、私は彼女の視線がそれをもて
あそび撫ぜるように感じます。そのときはまったくすばらしい。そのとき、女は天使のようです。

手淫を始めたころ、彼は誰にでもよいが、自分の臀部を打たれるという空想によって、性的に強く興
奮した。また純粋にサディズム的内容の空想も彼を興奮させた。たとえば彼が部屋に入ると、床の上
にたくさんの裸の女がいて、彼は彼女らを鞭打ち、女の体が痛みのために、まるで虫のようにうごめ
くというような。
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倒錯の余韻は、人間の命の悲しさでもある。
それは宿命のように仕組まれた人間の本性であり、罠である。

[音イレ]ひまわり
世紀末のウイーン、ボッティチェリのプリマベーラ多数
宗教画ではなく、神話モティーフ

こんな夢を見た。
腕組みをして枕元に座って居ると、仰向けに寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。女は長い髪
を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔を其の中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程
よく差して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。然し女は静かな声で、もう死にますと
判然云った。

しばらくして、女が又こう云った。
｢死んだら、埋めて下さい。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして天から落ちてくる星の破片を墓標
に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。又逢いに来ますから｣
自分は、何時逢いにくるかねと聞いた。

女は静かな調子を一段張り上げて、
｢百年待っていて下さい｣と思い切った声で云った。
｢百年、私の墓の傍に座って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから｣
自分は只待っていると答えた。すると、黒い瞳のかなに鮮やかに見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて
来た。静かな水が動いて写る影を乱した様に、流れ出したらと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。
長い睫の間から涙が頬へ垂れた。——もう死んで居た。

（夏目漱石「夢十夜」
）

[音イレ]山海塾の音をそのまま使う
天児牛大、山海塾ホモ映像、各種裸体画、世界のヌード写真(オードリヘップバーンその他)
山海塾のホモ映像とヌード写真を交互に

身体には成熟はない。
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ただ老いがあるだけだ。
老いに抗うように、身体はみずからを消尽する。
身体は何かに向かうような存在ではない。
身体は死ぬことさえできない。
ただ作動の停止があるだけである。
身体は、目的をもたない。
だが身体は、まさにみずから身体であり続ける。
それはただ身体としてみずからを制作し続けるのである。
身体はつねに理由のない宙吊りである。

[音イレ]サラ・ボーン、ラヴァーズ・コンチェルト
精神科医の映像、講演、治療室、看護婦、介護者、老人、子供、韓国トルハルバン各種(ヤマダ含む)、
花村誠一、加藤敏、新宮一成、

エロティシズムは人間の内的生活の一面である。エロティシズムは欲望の対象をたえず外部に求め
ているために、私たちはとかく思い違いをしているのである。しかしエロティシズムの対象は欲望の
内在性に対応している。対象を選ぶのは、つねに主体の個人的な趣味に属することである。大部分の
男が選ぶであろうような女が対象であるとしても、男を動かすものはしばしば捉えがたい一面であっ
て、この女の客観的な性質などではない。もしこの女が私たちの内的存在に触れなければ、たぶん彼
女を選ばせるようなものは何一つないはずである。一言をもってすれば、大多数の選択に適うような
場合でさえ、人間の選択はなお動物のそれと異なるのだ。それはつまり、人間固有のものである、あ
の無限複雑な内的可動性に依存するからだ。
ジュルジュ・バタイユ『エロティシズム』

恋ほど人の心を奪うものはない。ここでは怠惰ということはありえない。なぜなら、恋そのものが
怠惰であるからだ。恋は、その唯一の真の気ばらしが働くことであることを、おぼろげながら感じて
いる。それなのに、恋はそれを敵視しているのだ。だから、働くことはやりきれなかった。しかしな
がら、恋はめぐみぶかい怠惰だ、あたかも慈雨が豊穣をもたらすように。
もしも青年時代がばからしく見えたりしたら、それは怠惰だったせいである。われわれの教育組織
の欠点は、数の多い凡庸を基にしていることだ。ところが、常に進みつつある精神には、怠惰などあ
り得ない。
レイモン・ラディゲ「肉体の悪魔」
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生きていることはもとより疑いもなく、それはいかにも愛らしいという意味のつぶやきだったのだが、
口に出してしまってから、その言葉が気味悪いひびきを残した。なにもわからなく眠らせられた娘は
いのちの時間を停止してはいないまでも喪失して、底のない底に沈められているのではないか。生き
た人形などというものはないから、生きた人形になっているのではないが、もう男でなくなった老人
に恥ずかしい思いをさせないための、生きたおもちゃにつくられている。いや、おもちゃではなく、
そういう老人たちにとっては、いのちそのものかもしれない。こんなのが安心して触れられるいのち
なのかもしれない。
・・・
老人はしばらくそのまま目をつぶっていた。娘のにおいがことにこいからでもあった。この世にに
おいほど、過ぎ去った記憶を呼びさますものはないともいわれるが、それにはあまくこ過ぎるにおい
なのだろうか、赤子の乳くささが思い出されただけだ。二つのにおいはまるでちがうのに、人間のな
にか根源のにおいなのだろうか。少女のはなつ香気を不老長生のくすりとしようとした老人がむかし
からあった。
川端康成『眠れる美女』

[音入れ]ナナムスクーリ、オンリーラヴ
教会の映像、モスク、ステンドグラス、城、蝋燭、山焼き、大文字焼き、火事、吉原、遊郭、影、長
く伸びた影

言語は、おそらく人間の制作したもののなかでは最も不出来な発明品である。
言語は言語に回付する。
だが言語は何かについての言語である以上、言語だけが作動するのではない。
言語は何かとともに同時に作動する。
しかしこの事態について、言語には手の打ちようがない。
言語は線形である。主語があり、述語がある。
生命も感覚も行為も意識も、すべて非線形である。
そのため言語による記述は、つねに影である。
それは本体へと到達できない影である。
だが本体ともに動く限り、言語は言語以上のことをつねに実行する。
影を学ぶことを学習という。
知とは、影に回収された経験である。
経験を動かさないまま影を操作するものがいる。
影絵踏みを会話だと思い込む者がいる。
影を整えることが治療だと思い込む者がいる。
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言語とともに何かを感じ取ること、
言語的判断が、つねに何かを捨てることだと感じ取ること
言語はいつも何かとともに動く。
何かを組織化することもあれば、劇的に転換させることもある。
そこに言語との一切の対応関係はない。
この対応関係のなさに、言語の希望はある。
だが希望は言語の延長上にも、言語を支えるものにもない。
言語とはつねにすでに二重に行為することである。
この二重の行為のさなかに、まぎれもなく希望は出現する。

出演

池田由美

稲垣諭

岩崎正子

制作

大崎晴地

稲垣諭

畑一成

芦田朋子

映像提供

576

十川幸司

大西成明

照明

三田久載

作・プロデュース

河本英夫
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―TIEPh 第 3 ユ ニ ッ ト

環境デザインユニット―

発 展 す る も の は 、 創 発 し 、 成 長 し 、頂 点 へ と 至 り 、 そ し て や が て 衰 弱 し て い く 。 一
切 の 生 命 に 見 ら れ る こ う し た 動 向 は 、ト イ ン ビ ー が 指 摘 す る よ う に 、文 明 に も 文 化 に
も み ら れ る 。こ う し た 発 展 の 仕 組 み は 、持 続 可 能 性 と は 相 当 に 異 な る も の で あ る 。持
続 可 能 性 を 分 析 す る と 、容 易 で は な い 問 題 が 含 ま れ て い る こ と が わ か る 。衰 退 し 続 け
るものがただ衰退を遅らせている場合も、見かけ上「持続可能性」に彩られている。
急 速 に 発 展 し て し ま え ば 、や が て 急 速 に 衰 退 す る シ ス テ ム の 場 合 に は 、急 速 な 発 展 を
抑 制 し 、つ ね に 発 展 の 可 能 性 を 残 し な が ら 、展 開 の 速 度 を 遅 く す る 場 合 に も 、持 続 可
能 性 が 見 ら れ る 。地 球 環 境 の 持 続 可 能 性 が 叫 ば れ る さ い に は 、極 端 な 変 化 を 引 き 起 こ
し そ う な 要 因 を 、制 御 し 除 去 す る こ と が 課 題 と な っ て い る 。持 続 可 能 性 が 、た だ 引 き
延 ば す こ と で は な い の だ と す る と 、持 続 可 能 性 の も と で 、人 間 の 営 み は 何 を 実 行 す れ
ば よ い の か と い う 課 題 が 生 じ る 。持 続 可 能 性 を 設 定 し た 途 端 に 、そ の こ と の 内 実 は な
んなのかが問われるのである。

活 力 に 満 ち 、創 造 性 に 満 ち た 持 続 可 能 性 を 想 定 し て み る 。こ れ は ど う す る こ と な の
だ ろ う 。た ん に エ ネ ル ギ ー 消 費 、物 質 消 費 を 抑 え 、つ つ ま し や か な 生 活 を す る こ と で
は な い は ず で あ る 。経 済 成 長 が か り に ほ と ん ど ゼ ロ 成 長 で あ っ て も 、な お よ り 豊 か な
生 活 は あ り う る の で あ る 。こ の さ い の 豊 か さ と は 何 な の だ ろ う 。人 間 の 創 造 性 を 発 揮
さ せ 、生 活 に 日 々 の 彩 り を あ た え 、健 康 な も の は よ り 健 康 に な り 、ど こ か 上 達 感 の あ
る よ う な 工 夫 に 満 ち た 生 活 は あ る 。そ う し た 場 所 や 都 市 や 生 活 圏 を 形 成 す る こ と は で
き る 。こ の と き デ ザ イ ン の 方 向 を 変 え な け れ ば な ら な い こ と が わ か る 。そ れ ぞ れ の 場
所 で 、つ ね に 選 択 に 直 面 で き 、そ こ で み ず か ら の 行 為 を つ う じ て そ れ ぞ れ の 人 が 自 分
の 回 路 を 探 し 当 て る こ と が で き る よ う な 場 所 の 設 計 が 必 要 と な る 。シ ス テ ム は 作 動 し
続 け て い る が 、な お そ れ ぞ れ の 場 面 で 、選 択 肢 が 増 大 し 、工 夫 の 別 の 可 能 性 が 見 え て
くるような設計は可能なのである。そこにシステム・デザインの構想が出現する。
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ウエスト・コースティング
河本 英夫（文学部）
キーワード：ヨセミテ、地熱発電、CALPINE、人為の抑制、ワイナリー

サンフランシスコは、入り江を作る半島の海洋側の都市であり、半島の対岸はオークランドである。
海岸沿いの湾を成した都市と同じく、都市の地面はほとんど斜面である。二重の弧のような入り江は、
特段に入り組んでいるのではないが、湾の内に離れ小島のような孤島がある。これは「監獄島」と呼
ばれている。かつて実際に囚人を収容したようで、事実アル・カポネは、この島に収容され、囚人と
なっていた。しかし夜になれば船で島を離れ、対岸の盛り場に繰り出していたようである。法治国家
であるから、法の裁きにはしたがわなければならない。しかしその範囲内で、比較的おおらかな生活
は許されていたようである。

サンフランシスコ・コースト

入り江状の土地は、大半は斜面で、斜面沿いにまるで大きな階段のように家屋が造られている。ガ
リバーが小人の国にやってくれば、こうした家屋やマンションを階段の踏み板のように、踏みつぶし
ながら上っていくに違いない。車中から見える斜面に階段状に並ぶ家屋は、どこか作り物めいていて、
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寓話のなかの挿絵に描かれているような印象を受ける。日本にも類似した都市はあり、長崎市や神戸
市がそうである。海からただちに坂道が始まる。平地と言えるほどのものがほとんどなく、観光スポ
ットの一つが坂道の頂点である丘の頂上から、街と海と海岸線を見下ろす高台である。斜面が多いた
めに、居住者も旅行者も、超肥満体の人は少ない。歌劇「蝶々夫人」の名場面の一つが、長崎市の「オ
ランダ坂」である。
サンフランシスコの人口は 80 万人超で、海洋物流のアメリカの拠点の一つである。中国系移民
とゲイとホームレスのやけに多い街である。日本人はあまり見かけない。チャイニーズとヒスパニシ
ュ系メキシコ人が多い。同行した TIEPh の研究助手は、夕刊を路上で売るお兄さんに「あなたはボ
ーイフレンド」はいるかと訪ねられていた。露骨な訪ね方であり、親愛の情の示し方かもしれない。
また彼はそちら系の人間だと、ただちに直感されたのかもしれない。少なくとも素質のある人間だと
理解されている。
サンフランシスコ沖を流れる寒流のせいで、夏でも気温は上がらない。夏場には、海の水が冷たく、
大気が温かいために霧や靄がほぼ毎日発生する。いわゆる「霧のサンフランシスコ」である。港町に
特有の叙情はある。それはいつでも流れているという感触に近い。
サンフランシスコ、オークランド、ロサンジェルス、アナハイム等々を含むカリフォルニア州の気
候は、亜熱帯性である。４月から 11 月はほとんど雨が降らない。雨期と乾期がはっきりと分かれて
いる。そして海岸沿いから少し内陸部分に入れば、砂漠に近い。視察で訪問した 8 月末は、乾季であ
りまったく雨が降らない。カリフォルニア州じたいは、アメリカの食糧供給地区である。トウモロコ
シ、ブドウ、アーモンドナッツ、クルミ等々が断続的に栽培されている。しかし農地として活用され
ていない土地面積は広大である。もっとも荒れ果てた森林になっているのではない。草地が延々と続
くが、この時期は雨がないために、一面枯れた牧草地のようになっている。ちょうど枯れた芝生と同
じである。
州の面積は、日本全土の 1、1 倍であり、この州の二酸化炭素放出量は、日本全体の二酸化炭素放
出量より、少し多い程度である。二酸化炭素放出の面積比で取れば、カルフォリニア州は、ほぼ日本
と同じ優秀な数字をたたき出している。ところが人口比で見れば、カリフォルニア州の人口は、3500
万人程度であり、日本の 3 倍程度の二酸化炭素放出量があることになる。このあたり二酸化炭素の排
出総量だけではなく、面積比とか人口比とかの多くの指標の取り方を並行して導入しなければ、生活
感情、生活感覚から見た環境意識と齟齬が生じやすくなる。
海岸沿いに延々と続く枯草地の高台には、多くの風力発電機が設置されている。環境への意識は、
全米のなかでもかなり高い地区だと思われる。だがこの広大な国土をかかえ、耕作にも居住にも活用
されていない土地が延々と広がっているところを見ると、環境への感度は相当に異なると考えるのが
実情に近いのだろう。サンフランシスコ市街地では、路面電車が走っているが、その電車の多くは、
ハイブリッド電車であり、都市部での排気ガス対策は公共交通においてもすでに実行されている。都
市部での集中的な大気汚染は、固有の課題である。ところがひとたび郊外に出れば、そうした課題そ
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のものが存在しないどころか、汚染物資の排出抑制という課題がどうにもピンと来ないのである。カ
リフォルニア州で感じられることは、都市部の環境対策意識と郊外での環境意識は、大きな落差があ
り、生活レベルにおいてもほとんど接点がないほど隔たっていることである。これは広大な国土を抱
える国には一般に言えることで、北京で PM2,5 の汚染で都市住民が苦しむことがあっても、それは
都市対策という固有の課題であり、環境対策とは異なる。
2 日目に訪問したヨセミテ国立公園では訪問時、山火事が発生しており、連日ホテルのテレビニュ
ースで流れていた。火事の現場近くの道路は封鎖されていた。しかし早急に全力で火事を消しとめる
という様子はない。人為的に引き起こされた山火事であれば、早期に消火活動を行う。また居住区に
山火事の害が及ぶようであれば、その場合にも早急に居住区付近だけは消火活動を行う。ところが自
然発火による山火事であれば、自然鎮火を待つようなところがある。余分に手を入れない、という方
針である。
余分なことをしないという方針と、我慢できるとことはできるだけ我慢する、ということはまった
く別のことである。余分なことをしない場合には、人間は基本的にあっけらかんとしている。余分な
ことをせず、面白いと思うものをやっていればよい。それは選択肢を増やすことでもあり、つねに別
様に行為できる選択を探すことでもある。ところが抑制は、やれることを自発的に停止し、不作為を
抱えたまま、別のところに救いを求めるようなところがある。この救いの対象の一つが、人間を無限
抱擁する自然である。この両者では、環境への感度と自然保護への取り組みに大きな違いが生じる。
カリフォルニアの内陸部は、乾燥しており、気温も 40 度近くになる。気温だけでは、自然発火は
起こるはずもない。ここに乾いた空気の風速がかかわる。時速 20 ㎞程度の空気の移動があれば、熱
風を通り越して、巨大な摩擦熱を生む。その条件下で、枯葉がぶつかり合えば自然発火が起きる。こ
うして何度も自然発火による山火事が起きてきたのである。山火事が起きることで、高熱にさらされ
て、硬い外皮が除去され、はじめて発芽する植物の種子もあるそうである。ということは現状の植生
は、一定頻度で山火事が起きることで成立している以上、山火事の発生を見込んだ自然環境の自己維
持のサイクルが考えられていることになる。
ヨセミテ公園のロッジ近くの広場には、たくさんのリスがいた。人間を恐れる様子もなく、あの大
き目の尻尾を振りながら、人間に近づいてくる。エサを求めているのである。そしてその仕草に、人
間はどうしてもエサをやりたくなってしまう。しかしエサをあたえると一挙に個体数が増えてしまう。
そこで野生動物にエサをあたえると 200 ドル(2 万円)の罰金が科せられる。ここでもできるだけ余分
なことをしない、という原則がある。
ヨセミテへの乗り合いバスでは、運転手がガイドを兼ねている。高速道路を 100 キロ前後の速度で
走りながら、延々と話し続けている。3 時間程度は、運転手の際限のないトークである。しかもいろ
いろと多くのことを知っている。よくもまあこれだけのことを覚えられるものだと思えるほど詳細な
歴史的知識も備えている。高速道路を走りながら延々と話すのである。日本で起業して失敗し、アメ
リカで仕事を探して日本人観光客用の案内をしているようである。その話がどの程度事実かどうかは
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わからないが、観光案内という現在の仕事は、この運転手の適正に合っているように思える。朝８時
からいくつものホテルの日本人客を順次乗せていき、現地まで運び、午後８時前に客を元のホテルま
で届ける。仕事としては長時間であり、きつい仕事に思える。それだけのエネルギーが出るのかと思
う。あるいはアメリカは、力が出やすいのだろうと思える。ヨーロッパ北部に多く見られるメランコ
リー気質とは無縁のようである。余分な制約がない、という印象である。この精神的気質はおそらく
とても重要なもので、ともかくも次の選択を見出して、力を発揮していくというものである。
それにしてもヨセミテの断崖絶壁は、見事なものである。4 億年ほど前に隆起した山脈が、氷河期
の氷河の移動によって柔らかい部分が削り取られて、絶壁になったようである。氷河の特性は、重さ
と硬さである。これが年間に数センチ移動しただけでも、数十万年経てば巨大な絶壁ができる。アメ
リカ西海岸沿いの山脈は、基本的に太平洋プレートが東へ移動して、海底そのものを押し上げ、アメ
リカ大陸とぶつかってそこにいくつもの山脈が出来あがっている。そのためこれらの山脈の中腹から
は、海洋性の生物の化石が見つかる。最も有名なのは、パージェスの頁岩である。ここではカンブリ
ア紀の海洋性生物の大量化石が見つかっている。

ヨセミテ岩壁

巨大な絶壁群といえども、誰かが入り込んで発見しなければならない。ヨセミテ公園は、渓谷の川
沿いを進んださらにその先にある。それなりの理由がなければ、人が入り込むようなところではない。
渓谷の谷間には水が流れているので、この水の流れを追いかけていくことはできる。しかし農耕ので
きるような広大な平地はない。ここに人間が集まるには、それなりの理由があった。それがゴールド
ラッシュである。
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ほそぼそと農場経営を行っていた農場主の使用人が、川で砂金を発見したのは、1848 年である。
それと前後して、アメリカ合衆国はメキシコに戦争をしかけ、メキシコシティ近くまで攻め込み、後
に和議によって西部領域がアメリカの領土に編入されていた。カリフォルニアがアメリカの 31 番目
の州に昇格するのは、それから 4 年後であり、数年の間に一挙に人口が増大したのである。この地域
での金は、ほとんど地層表面にあり、手作業で取り出すことができる。そして大量の一攫千金を夢見
る人たちが入り込めば、容易に採掘できるところは、瞬く間に採掘完了となる。事実アメリカ東海岸
からも、ヨーロッパからも中国からも大量の人がカリフォルニアに流入した。金鉱脈の発見は、また
たくまに世界的ニュースになる。容易に採掘できる場所が終われば、採算の難しい深堀をしなければ
ならなくなる。それでも大量の金の埋蔵があったらしく、当初 5 年間に掘り出された金の価値は、現
在換算で 7000 億円程度もあったらしい。
何かのきっかけで人の移動が極端になることがある。金や石油や天然ガスが見つかるときである。
ただし多くの場合には、対応する技術がなければ資源にはならない。石油も精製技術が進まなければ、
粘度の高いただの泥水である。シェールガスも現段階では、多くの場所で深堀技術が伴っていない。
金は、不純物を取り除いて、純度をあげるだけで良い。しかも地層表面にある金は、先行投資がほと
んど必要ない。こうして人が集まると、地域形成の局面が変わり、一挙に別の動きとなる。こうして
サンフランシスコが、急速に港湾都市になっていく。
金鉱脈でいえば、日本も早くから砂金の取れた地域である。大国主命が、旅の途中に斐伊川の上流
で、八岐大蛇と戦い、尻尾を切りつけると、鋼にぶつかり、八岐大蛇が刀剣を飲み込んでいたという
話になっている。おそらくこの神話記述の時期に、製鉄の技術がすでに進んでいたのである。この斐
伊川は、上質の砂鉄が取れた。マルコポーロが「黄金の国ジパング」と呼んだのは、比喩や誇張では
なく、かなり早い段階から日本では金が採れた。四万十層の硬い層と硬い層の間には、高純度の金を
含む柔らかな層がある。これは四国から南九州にまで続いており、この金鉱脈を掘り続けて財閥にな
ったのが、住友である。四万十層が土地の隆起によって横倒しになり、柔らかな部分が波に削られて
規則的な凸凹の地形となったのが宮崎の青島先端の「鬼の洗濯岩」である。日本が金脈の列島であっ
たことは間違いなく、佐渡島の金鉱が閉鎖されたのは、1990 年代である。
カリフォルニアのゴールドラッシュで大量の人が入り、その後川の流れのさらに奥地に、現在のヨ
セミテ公園の絶壁が発見された。国立公園指定を行っておかなければ、木を切り倒し、際限なく勝手
に作り替えてしまう。それが人間である。そのため制限をかける。それがすなわち自然保護である。
ここでも余分なことはしない、という鉄則がある。野球のメジャーリーグでは、かつて人工芝であっ
た球場を、当初の芝と土の球場に戻したところが多い。これは怪我や故障を減らすためであるが、ゲ
ーム中の緊急の場面でも、リスが球場内の芝生を走り回ることがしばしばある。
絶壁があれば、一部の人間はそこに登りたくなる。山があればそこに登り、沖に島が見えればとも
かくも行ってみる。絶壁があれば、よじ登る。ホモ・サピエンスに広く見られる本能的なこの性癖に
よって、ヨセミテの絶壁では、今年に入ってすでに 2 名の死者が出たそうである。未知のものへの冒
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険心と言えば恰好がつきすぎてしまうが、要するに何かを理由なくやってしまう。この性癖は、アフ
リカから出てきたホモ・サピエンスが世界中に散らばった理由としてよく挙げられるものである。ネ
アンデルタール人がヨーロッパのごく一部に留まっていることに比べ、ホモ・サピエンスはともかく
も冒険好きである。訪問当日も、3 名の虫のようにしか見えない人間が、絶壁の 3 合目あたりを登り
つつあった。黒い虫が白いシーツを少しずつ登っていくというまるで劇画のような風景なのである。
ヨーロッパの風景は絵画的である。これに対してアメリカの風景はどこか劇画タッチであり、映画の
一シーンのようである。
絶壁のような岩を見れば、その岩は地面から生え出ている、というのが土着的な発想である。岩
は、どこか身の丈を超えたところがあり、巨大な岩になれば土着信仰の対象となり、ほどほどの岩で
あれば身の丈を超えていく遊び場になる。日本の神社は、巨大な岩の下に雨宿りするように作られて
いるものがたくさんある。アリストテレスの四元素で考えれば、岩は土と火の混合物に相当するであ
ろう。これは一般にはありえない混合物である。つまり稀な存在なのである。

今回の視察の最大の眼目は、ナパヴァレーを抜けて峠を超えたところで運営されている地熱発電所
である。周囲を山に囲まれた盆地であるナパでは、大量のブドウが栽培されており、ワイン製造所が
ある。渓谷を流れ出てくる硬水と比較的肥沃な土壌を活用して、広大な面積にブドウ棚が作られてい
る。日本のように背丈の上までぶどう棚を張ることはしない。胸の高さぐらいまでで、ブドウの幹を
止めてしまうのである。そして手作業でブドウを摘み取っていく。この農作業は、主としてメキシコ
人が行っているようである。ブドウじたいは、乾燥地でも育ち、コメのように多くの水がいるわけで
はない。だがワインの醸造に水が必要となる。発酵させるさいの水質が決め手となる。ナパのワイン
は、この地の金属質によって作られた上質なものである。ワイナリー地区は、一大観光地となってお
り、多くの人たちが観光用列車もしくは車でやってくる。アメリカ到着後、ここで食べたサンドイッ
チとサラダが、唯一食べられるレベルの食事だった。
このナパの盆地を北に抜けると、湿地帯にでる。アメリカ最大の地熱発電所である CALPINE であ
る。一般名称は、アイスランドの間欠泉の名称をそのまま用いて Geysers と呼ばれている。この言葉
は、家庭用自動湯沸かし器にも転用されている。だがこの地には実際の間欠泉はない。
この地熱発電は民間の事業者の行っているものであり、税の優遇は受けているが、補助金はないよ
うである。サンフランシスコから北に 100 ㎞ほど北上した位置にある。電力事業の開始が 1960 年 9
月であるから、すでに 50 年以上事業を続けている。採算が良くなくても、事業者が放棄しないかぎ
り、維持させる。これはエネルギー供給の多様性を獲得するための基本戦略である。
日本の場合、採算が良くないということになれば、ただちに小規模発電事業からは撤退してきた
前史がある。小さな河川で小規模発電を行っても、実際上は大手電力会社から買ったほうが安いとい
う場合には、数年で操業を停止してきたのである。これでは電力供給は多様化しない。しかし東日本

584

大震災を機に少し風向きが変わってきた。たとえば都心でも病院施設のようなところは、自前の自家
発電施設を備えており、緊急時にはそれを作動させている。手術中に停電になれば、たんなるバック
アップの不足になる。そうだとすると緊急時の自家発電だけではなく、そもそもそれなりの大きさの
事業所は、自前の発電施設を備えていた方が良いことになる。日本各地にある小規模水力発電所は、
電力消費ピーク時だけ起動していたが、恒常的に再稼働を行うところが増えている。しかしそれでは
二軍暮らしで、ほどほどにやっていた選手が、突然一軍に呼び戻され、明日からクリーンアップを打
てと言われるようなものらしい。

CALPINE アナウンス用冊子表紙

地熱発電に関しては、日本なりの特殊な事情も絡む。1997 年に施行された「新エネルギー法」で
は、国が推進する新エネルギー開発の対象から、地熱発電は除外されてしまっている。つまりさまざ
まな優遇措置が受けられないのである。それ以降、地熱発電での研究者は激減し、残ったものもイン
ドネシア、マレーシナのような外国に仕事場を求めることになった。
この地熱発電施設は、総面積約 60 キロ平米に及ぶ広大なもので、地熱によって吹き出ていた蒸気
を深く掘った井戸から大量に取り出して活用している。マグマが地表近くまでせりだしており、かつ
十分に水があれば起きることである。現在そこに 330 個の生産井を掘り、75 本の注入可能な還元水
用の井戸を設定し、15 基の発電施設が作られている。全米の地熱発電の 40％を占め、カリフォルニ
ア州の水力発電以外の 21％を賄っている。そしてそこで提供できる電力は、72 万 5 千家庭相当であ
る。ほぼサンフランシスコ全体の家庭電力をまかなうことができる。
この数字は、実は驚くべきほどのものではない。東京電力管内にも、地熱発電所が一箇所ある。そ
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れが八丈島の地熱発電である。この発電機の出力は、3300 キロワットであり、蒸気を生み出す生産
井は 2 本だけで、地上設備は、小さなタービン室と冷却塔が各 1 体、井戸と地上設備をつなぐ蒸気管
があるだけである。これだけの小規模の施設で、島民 8000 人余のベースとなる電力を賄うことがで
きている。たんなる生活ベースの電力であれば、地熱発電でも十分に賄うことができる。工業用や動
力(新幹線、電車)用電力には、大型発電施設が必要になるとしても、生活ベースで考えれば地熱発電
は、十分に機能している。

このカリフォルニアの間欠泉の地が発見されたのは、化石記録から見て、12000 年ほど前であり、
原住民が薬効と暖を認めて活用していたようである。はっきりと記録に出てくるのは、1847 年にウ
イリアム・ベルと彼の息子が山で熊を追い、この間欠泉にたどり着いている。轟音と湯けむりがすさ
まじいために、
「この世の地獄」のようだと感じていたらしい。当初は観光地となり 1850 年代の半ば
までには、間欠泉ホテルができたようである。その後 1920 年にジョン・D・グラントが土地を買い
入れ、ホテルや温泉ホテルを開設している。世界で最初に地熱発電が実行されたのは、イタリア、ト
スカナ地方であり、1904 年のことである。実際に地熱発電が軌道に乗るまでには、多くの試行錯誤
があったと考えられる。すでに火山性の熱風が出ているのであるから、ドライスチームを利用するド
ライクリーニング状態である。それを管に通すことでシリンダーを回転させればよい。恒常的に熱風
を取り出すためには、深く掘削した井戸を多く掘らなければならない。場合によっては 3 キロほどの
深い井戸を掘ることになる。
ここでの地熱発電の仕組みは、おそらく最も一般的な「蒸気フラッシュ発電」である。地中の熱貯
蓄層に管を打ち込み、水蒸気を取り出していく。マグマの近くに在る水が栓を塞がれるように圧縮さ
れている場所がある。そこを探し当てて、井戸を掘り蒸気を吸い上げていくのである。そのとき熱水
も一緒に地表面まで上昇してしまうが、汽水分離機で水蒸気と熱水に分離して、水蒸気だけをタービ
ンに送り込む。水は元の井戸の底に戻してしまう。この熱水を戻す井戸が還元井である。すると数年
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間水蒸気を吸い上げてしまえば、水蒸気の出が悪くなる。そこで隣接する地区にいくつかの井戸を掘
り、隣接する井戸で同じオペレーションを行う。還元井で戻した水も地中で温められて、再度使える
ようになる。
地熱発電に適した地形は、斜面である。建設時には、調査用、生産用、還元用、バックアップ用な
どのように、多数の井戸を一時に掘らなければならない。その分だけ初期費用はかかるが、燃料費も
メインテナンス費用も施設の耐用年数も、他のグリーン・エネルギーに比べて優良である。しかもひ
とたび作動を開始してしまえば、人手はほとんどかからず、人件費は極端に安い。
地熱発電は、火山列島である日本の場合、実はどこでも可能である。広大な面積も必要とされてい
ない。少し深く掘れば、天然の温泉がでるのだから、そこから蒸気を取り出すことができればよい。
軽い熱風は、おのずと上昇する。この上昇運動を回転運動に変える仕組みがあれば、実はそこでも発
電を行うことができる。日本の火山の場合、熱源はあるが十分な水がない場合が多い。そこで井戸を
掘り、二重の管を用いて、外側の管に地表から水を送り込み、地中で蒸発させて内側の管から水蒸気
を取り出すような「高温岩体発電」も考案されている。草津や湯の峰のような温泉観光地ではしばし
ば観光地の景観を破壊するという反対がでる。しかしそれは、プラントの景観さえ工夫すれば実行で
きることである。
地熱発電は微弱だが恒常的に稼働できる。そのため六本木ヒルズとか御殿山ヒルズのようなビル群
には、自前の発電所としてそこに固有の発電施設をもつことは、設計上無理がないかぎりやっておい
た方がよいと思われる。熱源が高温ではなく、80 度程度の温度でも、地熱発電は可能である。水より
も沸点の低いアンモニアやセシウムを用いて、それらを温水に触れさせて蒸気にして、タービンを回
すのである。この場合には、温水は熱をアンモニアやセシウムを熱を伝えて温めるだけであり、還元
井をつうじて元に戻され、他方アンモニアやセシウムはタービン管を循環するだけになる。
エネルギーや環境では、各課題のタイムスパンは、最低 1 世紀(100 年)程度だろうと思える。原発
の廃棄物処理だけは、異様にタイムスパンが長い。経済的採算のタイムスパンは、単年度である。あ
るいは黒字までの猶予期間である 5 年程度である。地熱発電では、施設設計のタイムスパンは最低 50
年程度である。というのもその間の技術の変化をつうじて施設の再設計が必要となるからである。こ
うしたタイムスパンの異なるシステムをどう折り合わせるかが、デザインの課題となる。隔たりのあ
るシステムは、二重効果、三重効果のあるような機能をもたせることで無理なく接続できるような設
計が求められる。いわゆる二重、三重の付加価値を持たせることである。地熱発電が有望であること
はわかっている。そしてこの有望さの理由も必要なほどのものは揃っている。だが広範に実行される
ことはない。わかっていても実行されない資源、それが地熱である。この部分に付加価値の考案が必
要とされる。そしてそれがシステム・デザインの課題となる。
もっとも 2013 年 11 月になって局面の変化の兆しも出てきた。地熱をエネルギー源として活用し
ない理由はないからである。日本の地熱エネルギーの埋蔵量は、アメリカ、インドネシアに次ぐ世界
第三位である。天候の影響を受けず、エネルギー効率も良い。地熱エネルギー埋蔵量は、原発 23 基
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分に相当するという試算もある。設定のための条件さえ緩和されれば、いつでも発電施設の設置が可
能な状態にある。東芝とオリックスが共同開発し、岐阜の高山に 2015 年に稼働させて売電する施設
を設定するようである。ともかくエネルギー源の多様化に向けて進んでみることが必要な局面である。

(2013 年 8 月 26 日‐30 日)
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エコ・スペクトラム１
――「環境金融論」解題――
河本 英夫（文学部）
キーワード：炭素税、資金の有効活用、市場、グリーンボンド、債券市場

環境問題は、問題そのものの輪郭がしばしば変化し、時として局面を変えていく課題群ネットワー
クである。するとそのつど新たに出てくる動向の要点を、押さえていくことが必要となる。個々の環
境問題への対応指針に対して、賛成・反対を掲げて、対応することが求められているのではない。む
しろ課題群ネットワークに出現する新たな動向に対して、それがどの程度のインパクトをもち、どの
程度の展開可能性があるかを見定めることが必要である。そうした局面の変化は、毎年恒例のように
出てくるわけではないが、そうした局面変化の出現の場面ではひとわたり押さえておくことが必要だ
と思える。その意味で、エコ・スペクトラムとは、課題動向に変化をあたえそうな展開をかいつまん
でおさえておくための作業なのである。今回は、
「環境金融」を取り上げる。

１．動向の変化
金融といえば、一般に銀行や証券会社さらには機関投資家としての生保や各種保険業者が行う業務
であり、監督官庁は金融庁や厚生労働省である。それがなぜ環境問題とかかわってくるのか。環境問
題とそれへの対応の試みは、通常は利益率が低く、もうからない領域である。金融機関にとっては、
好んでかかわるような業務領域や業態ではない。また環境施策は、しばしば政策のかたちで方向づけ
られるために、政治的な決定で動向の内実が決まり、金融機関の裁量権は大きくはない。そうだとす
れば相対的に仕事のしにくい領域でもある。また「環境金融」とは独立にすでに「環境経済学」はさ
まざまな提言を行うことができている。そうだとすると、どうしてなお「環境金融」を独立させて扱
う必要があるのかという疑問が残る。環境金融が、環境経済学とは独立の課題設定を行うことができ
ていなければ、わざわざ独自の領域を立てる必要もないはずである。こうした疑問を念頭に置きなが
ら、環境金融という新たな出現してきた金融工学の内実について、考察しておきたい。
金融機関も環境への配慮を行わなければならなくなったという事態には、歴史的経緯がある。アメ
リカ・テキサス州でアスベスト入りの断熱材製造作業にかかわっていた作業員が、石綿肺症になり、
関連 11 社を相手取って損害賠償訴訟を開始した。いわゆる「ボレル事件」(1973 年)である。裁判所
は、雇用者が被雇用者に対して、危険を事前に説明しなかったという理由で、過失のあるなしにかか
わらず賠償責任を認める「厳格責任」を企業側に認めた。そこで企業は、保険会社に保険金支払いを
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請求したが、保険会社は、企業側の過失であり、免責条項に当たると解答して、ここでも訴訟になっ
た。その訴訟で、保険会社に裁判所から支払い命令が出て、保険会社は契約にさいして、環境・健康
リスクを正確に把握し、それをヘッジした契約を結ばなければならないことが明らかになった。この
タイプの裁判は、さまざまなかたちで起きて、環境汚染をもたらした企業で、かりにその企業が倒産
していた場合でも、その企業に融資していた銀行に賠償支払い命令がでるようになったのである。つ
まり金融機関は、資金を融資しただけで、過失は事業者側にあるという論理は、まったく成り立たな
くなってしまった。資金を融資して、その事業を実行させた金融機関の側にも賠償責任があるとする
判決が次々と出たのである。いわゆる潜在的責任論である。こうなると金融機関も、環境要因でのリ
スク評価をしておかなければならなくなる。
より大規模には、公海上でのタンカーの座礁と重油の流出による環境破壊に対して、どの程度のリ
スクを見込めばよいのかの試算が、ほとんど欠落しているという現実があった。タンカーの所有者だ
けが損害を受けるのであれば、一応保険で賄うことができる。ところが公海上に流出した重油の回収
ということになると、そこで見込まれた損害額が容易には決められない。こうしたやむをえない社会
状況での傾向で、金融機関の側に環境リスクを正確に評価する必要が生じている。これは金融機関の
内部で、各企業のバランスシートに環境関連経費を詳細に書き込むようにという要請となる。この点
が、環境金融が前景化する第一の理由である。
また環境維持のためには、環境は公共財なのだから税のかたちで対応すべきだとする議論は広範に
存在しおり、現に実行されてもいる。二酸化炭素をより多く排出する企業から、二酸化炭素税を徴収
して、それを環境維持に役立てるという名目である。日本でも石油・石炭税に上乗せするかたちで
2012 年 10 月より、
「二酸化炭素税」が導入されている。こうした税の上乗せは、ドイツではずっと
以前から行われていた。ところが税で徴収された資金は、実質的に補助金に充当されることになる。
ドイツであっても、環境対策に活用されているのではなく、社会保障費の財源の一部に組み込まれて
いるのである。
環境対策の必要性は、どの先進国でも全般的には認められることである。しかしながらどの国もす
でに財政は手一杯のところに来ており、むしろ財政健全化が急務な状態である。ここ数年、ヨーロッ
パとアメリカは物価下落局面にも来ている。つまり経済規模の縮小局面であり、それと比例して税収
も落ちてくる。ところが物価は下落しても借金だけは減らない。こうしたなかで、特定名目税や補助
金が選択の幅を失ってくる。課税、税収増、補助金の活用という環境経済の仕組みは、実質的な効果
を発揮しにくくなっているのが実情である。行政府で実行されることは、法の管理下にある。ところ
が実質的な内容は、環境関連事案にどのようにして資金が回るかである。そうだとすると法的な制御
をかけるよりも、純粋に経済的、もしくは資金的に実行可能な回路を見出すことが課題となる。
こうした局面で出てくるのが、金融資産を環境維持のために有効に活用できないのかという「環境
金融」の発想である。金融市場で流動している資金は、途方もなく巨大である。世界市場で流動する
資金は、2 京 1150 兆円だとも試算されている。金融機関に預けられている日本の預貯金の総額は、
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1500 兆だと言われている。これに年利 2％の利子を付けようとすると、30 兆円必要となる。日本の
年間税収入の約半額である。すると預貯金のかなりの部分は、投資先がなく、ただ眠っている資金で
ある。これを何とか有効に活用できないかというのが、環境金融が注目される理由であり、またそれ
が環境金融が前景化する第二の理由となっている。
ちなみに各金融機関から見れば、景気の後退局面では、積みあがった預貯金を投資するさいの持っ
ていき先が不足してくる。現在の日本のように、「資金はあるが投資先がない」という状態が続く。
この事態は日銀による金融緩和後もあまり変わっていない。日銀は各銀行に大量の資金を出している
が、かなりの部分は各銀行の日銀口座に戻ってしまっている。こうして主要銀行はもっぱら国債を購
入するというようなことが起きる。とすると金融機関は、むしろ投資先を探し出さなければならない。
その一つが、環境関連投資である。ところがこれも単純には行かない。というのも環境対応要素を組
み込めば、製品価格はその分だけ上昇し、利潤は薄くなるはずである。一般には環境関連事業は、あ
まり儲からない。環境関連事業への着目は、利益率を上げるというよりは、新たな商品開発や新たな
マーケットの開発に近い作業になると思われる。

２．何が課題となるのか
環境問題への対処を組み込んだ経営戦略は、ほぼ間違いなくコストを上げ、利益率を下げる。それ
を望む経営者はほぼいない。すると別の付加価値の可能性を付けなければ、環境関連対処型の経済の
方向付けはできないことになる。そこで金融の側から、環境関連プロジェクトにプレミアムを付けよ
うとする構想が生まれる。そこから一般のお題目として、環境金融とは「環境改善の促進を金融面か
ら誘導する手法もしくは活動」を意味するという定式化が生まれた。そのために一般的には、(1)環境
改善の促進を目的もしくは成果とする活動に対してその資金調達コストを低減する、(2)金融の評価・
与信機能のなかに環境リスクや環境事業機会を加味し、企業価値や信用リスク度を判断する、(3)金融
市場をつうじて環境価値の格付けを試みる、(4)保険の補償機能によって環境改善活動のリスクをヘ
ッジする、等々が環境金融の課題として挙げられている。日本の主要銀行も、2012 年から協議を続
け、2013 年には「日本版環境金融行動原理」として 7 原則を発表している。この 7 原則の第 2 原則
は、「環境産業に代表される『持続可能な社会の形成に寄与する産業』の発展と競争力の向上に資す
る金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社会の形成に貢献する」というも
のであり、第 5 原則は、
「環境関連法規の遵守にとどまらず、省資源・省エネルギー等の環境負荷の
軽減に積極的に取り組み、サプライヤーにも働きかけるように努める」となっている。こうした行動
指針のつねだが、文言から見る限り、何を行うことなのかがさっぱりわからないのである。
たとえばリスクの計算は、やさしくない事柄ばかりである。多くの経済学者が試算を行っても、東
京電力の復旧コスト負担は、一定の数値にはならない。また二酸化炭素の排出抑制に応じて、税で対
応した場合でも、どの程度の税率が適正なのか、実は根拠を示すことができない。二酸化炭素排出に
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対して、年間どの程度の税金を支払いますか、というアンケート調査を 1000 人程度の人たちに向け
て行ったとする。このアンケートでの多数値は、現在の状況下での心情をあらわすが、それがどの程
度の妥当性をもつかはまったく判定できないのである。
また小口の環境ファンドというのは、かなり以前から行われていた。ミニ公債を発行して、環境保
全に役立てるような企画である。我孫子市は、利根沼の維持のために、市民、市内企業、NPO から
募金を募り、用地取得のための基金としたのである。こうした企画は、「ご当地ファンド」と呼ばれ
ており、銀行もほとんど利益にならなくてもこうした社会活動への寄与を開始している。これは銀行
の社会貢献の一面である。ご当地ファンドの実施母体は地方公共団体である。また風力発電の事業者
に出資する場合でも同じである。この事業者に出資と低利融資を行い、売電利益から利子を受け取る
仕組みである。青森県は、青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫、青森県信用組
合の 5 つの地元金融機関とともに、地球温暖化対策推進にかかわる協定を結び、低酸素社会の実現を
めざして、県民、事業者の取り組みを支援していく方針を表明している。
やや大規模には世銀が発行した「グリーンボンド」がある。2007 年にバリ島で開かれた COP17 で
途上国の環境対策事業に資金援助することが決まると、国際的な銀行が債権を発行し始めたのである。
この「グリーンボンド」購入の最大のお得意先は、日本の個人投資家である。すでに世界で 53 本の
債権が発行されているが、日本の大和証券は最も多くの主幹事を務めている。こんなほそぼそとした
企画事案でも、総数を合計すれば、小さくない数値になるのかもしれない。そして個々の事業につい
ては、小さくない社会的価値があることも事実である。しかしそれらが環境金融の主業務だとも思え
ない。では環境金融というのはいったい何を行うのか。
たとえば「汚染権」という設定を行ってみる。上流の工業から排水を流すさいに、下流住民になん
らかの生活の制約が出る場合には、排水を垂れ流して紛争になるよりは、汚染権を設定し、この企業
は排水汚染度を減らすコストを取り、そのあまり部分では、河川を汚染する権利を購入して、下流住
民にその分の資金が回るようにすることができる。企業からすれば、十分にコストをかけて新たな設
備を組み込み、汚染物質を取り除くか、汚染物質をある程度残して、汚染権を購入するかが、選択肢
となっている。
法的に設定されたものは、合法/不法というバイナリーコードに従う。法システムは、この二分法に
したがって過度にものごとを明確に区分する仕組みである。そのため損害賠償責任や、過失責任は、
過度に明確なかたちで設定されることになる。法システムは、物事を極端に区分するシステムである。
これに対して、経済システムでは、コストと利益の折り合える地点を探り当てるためにいくつもの
選択肢があり、またそのつど選択の仕方を変えてもよい。それは企業会計で、必要なコストを払いな
がら、なお利益を最大にするシミュレーションで計算され、企業会計の側から、企業方針の設定がな
されることになる。こうした多くの選択肢を内在させるところが、環境金融の強みであり、環境金融
が前景化する第三の理由である。
「汚染権」という発想は、二酸化炭素の排出権と並ぶ新たな債権を出現させる。つまりこの債権は
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多くの債権と同様に、取引可能であり、債権量が多くなれば、それ固有に債券取引の市場を形成する
こともできる。環境関連の新たな債権市場が出来あがることになる。市場が形成されれば、取引され
る債権量は、取引が行われるという実際の行為によって金融商品は拡大しており、それをつうじて金
融は新たなオペレーションの場所を設定したことになる。これは新たな債権市場を拓くことである。
逆に下流住民に「環境権」があるとする。環境権じたいは、快適な生存を保証するにふさわしい良
好な環境を要求する「生存権」の一つである。上流の企業は、交渉をつうじて環境権を購入し、それ
をもとに、ある濃度の汚染物質の排水を承認してもらうのである。汚染権から組み立てても、住民の
環境権から組み立てても、実は同じ均衡点に到達する。それを「コースの定理」言い、この定理の設
定で、コースはノーベル経済学賞を受賞している。環境金融は、この程度の規則の発見がいまだ斬新
な領域である。
ここで行われていることは、法的な取り決めとは異なり、可能な限り、市場や取引をつうじて環境
価値をそのつど決めていくことであり、それは限界費用と限界利益の曲線のどこかで決まるというよ
うな新たな市場メカニズムを解明したり、そうしたメカニズムを設定することでもある。こうした仕
組みはまだまだ開発余力があり、そこには経済の新たな仕組みが明らかになる可能性もある。こうし
た切り口での考察を行うことが、環境金融が前景化する第四の理由である。そして開発余力が大きい
ために、いまだどのような構想の全貌になるかがわからないというのが、環境金融の現状である。
たとえば大気は公共財であるが、呼吸のためにも二酸化炭素の排出のためにも、あるいは酸素の吸
収のためにも活用されている。一体大気に対して使用価値を支払うものがいるのだろうか。支払うと
して、どうやって支払費用価格を決めるのだろうか。かりに善意で支払うものがいるとしても、その
場合には「ただ乗り」を防ぐ手だてはあるのだろうか。公共財については、つねにこうした問題が出
現してしまう。
こうした問題の古典的解決法については、デールズによって設定されたシミュレーションに基本的
なモデルが示されている。水質汚染で考えると、その水を利用する全員に、一定のコスト支払いを義
務付ける。生活排水から工業廃水まで、すべてを単位化して一単位当たりのコスト負担を決めるので
ある。この部分は、利用者全員に網をかけるような作業であるため、法的に決定するしかない。これ
を排出権とし、利用するものはこの権利を購入するのである。排出者は、一定の枠を買い取り、その
排出権が余れば売ればよいし、また排出量を減らす努力を行えば、経費削減になる。水質汚染が進む
気配があれば、排出権が先行き値上がりする可能性もあり、値上がりを見込んで排出枠を多目に購入
しておき、先々の値上がりの局面で売ることもできる。この部分が正確に市場取引となる。公共財に
ついては、法的な網掛けと市場取引を組み合わせることで対応可能であり、そこに新たな債権(排出
権)が出現する以上、金融にとってのビジネスチャンスとなる。このモデルが、後に二酸化炭素の排出
権取引に活用された。
市場取引の部分には、いくつもの取引手法があり、今後も開発されていく可能性が大きい。アメリ
カの酸性雨対策では、ある地域の二酸化イオウ(SO2)の排出総量が定められた。その場合、二酸化イ
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オウに関連する新たな工場建設ができなくなり、既存の工場も操業縮小を迫られることになった。こ
うした場合には、どこか別の工場での排出量の削減量を合算して、相殺する手法も認められるように
なった。こうした相殺手法は、オフセットと呼ばれ、多くの局面で活用されるようになった。交通の
便益性の高い地区の緑地を工業用地として活用する場合には、別の地域に同量の緑地を新たに作ると
いうオフセットが、デベロッパーによって実際に活用されている。
汚染物質排出量が規制を上回った場合には一般には操業停止に追い込まれるが、同業他社とネット
ワークを組み、総量として汚染排出量を規制以下の抑える手法もある。これは「ネッティング」と呼
ばれる。排出権は、売買できるのであり、こういう場面で起きていることは、実は「廃棄物排出権」
の商品化である。取引できるものは、すべて商品として扱うことができる。あるいは商品化すれば、
市場メカニズムを活用して、問題解決を図るとともに、同時に新たな市場開発にもなる。ここに環境
金融が関与する。
保険商品も同じように新たな商品開発局面に来ている。2012 年 7 月には、日本でも再生可能エネ
ルギー法(固定価格買い取り制度)が制定され、電力会社に再生可能エネルギーの買い取りが義務付け
られた。そこでメガソーラや風力発電が、現実の売電事業として、成立するようになった。ところが
風力発電では、風が吹いてくれれば発電できるが、風が吹かなければ電力の生産ができない。そこで
風力の量や日照時間等で生じるリスクを補償するための新たな保険(売買収入補償保険[特約])がすで
に開発されている。つまり環境関連事案では、新たな法の制定がなされ、新たな国際条約が結ばれる
たびごとに、それに対応する新たな金融商品開発のビジネスチャンスとなる。こうした見通しと見込
みがある。基本的にはそこでの業務は、新規債権の設定と新規保険商品の開発である。環境金融は、
おそらくまだこれから展開可能性が見えてくる事象だと考えおくのが妥当なところだと思える。
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死生観と自然観をつなぐ環境デザイン
――ホスピスにおける風景の意義――
岩崎 大（TIEPh）
キーワード：死生観、自然観、環境デザイン、緩和ケア、ホスピス

１．死の否定と緩和医療
回復の見込みのない病を患った終末期患者の存在は、病を治療することが目的である医療にとって、
自らの無力さを示す敗北の象徴である。それでも終末期患者は、入院から死亡に至るまでのときを、
医療の管理下で過ごす。人を生かすための医療が、死を前提として治療を行うことは、矛盾であるよ
うにも見える。それゆえ、医療従事者たちは、死にゆく過程にある終末期患者に対して、いかに処す
るべきかという問題を抱えることとなった。
終末期患者への対処の一つは、未告知である。その主な狙いは、治療不可能な病に罹患しているこ
とを隠すことで、患者の心理的負担を回避することにある。未告知によって、治療回復の姿勢が保た
れ、医療従事者たちの抱える矛盾は表面上回避される。死という動かしがたい結末を待つ終末期患者
にとって、そして医療にとって、死を意識することによる恐怖、不安、絶望は、避けるべきものとさ
れ、回復の希望を抱いたまま死を迎えることがよしとされていた。
1967 年のシシリー＝ソンダースによる近代ホスピスの設立と、1969 年のキューブラー＝ロスによ
る『死ぬ瞬間(On Death and Dying)』 1の出版によって、終末期患者を巡る医療の問題は、転換期を
むかえる。すなわち、終末期患者の苦悩と心理に寄り添い、ただ生かすための回復治療ではなく、疼
痛緩和やケアを中心とすることによって、最期までよく生きるための医療が実践され、普及していっ
たのである 2。
未告知という対処法は、この転換期のなかで次第に廃れていくようになる。日本においては 1990
年代頃のことである。しかしながら、未告知が廃れ、否定されるようになったのは、終末期患者の心
理を精神医学的に分析したキューブラー＝ロスの段階説や、ソンダースによるホスピスプログラムの
技術向上を直接の原因とするものではなく、「知る権利」といった、患者の人権意識の向上という社
1 cf. Elisabeth Kübler-Ross,On Death and Dying, Macmillan Publishing Company New York, 1969.（
『死ぬ瞬
間』、鈴木晶訳、中央公論新社、2001 年）なお、原題においては、死(death)と死にゆくこと(dying)という明確
な区別がなされ、本文の内容にも大きく関わるところであるが、邦題においてはそれが反映されていない点に留
意すべきである。
2 ここには安楽死の問題も関わってくる。安楽死は、生存を絶対の優先事項とする延命主義に対し、生命の質
(Quality of Life)、すなわち苦しみのない生、あるいは尊厳のある生を重視するという意識の下で主張される視
点である。
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会的状況によるものであった。すなわち、病名告知は、患者の心理的負担の考慮よりも、患者が自ら
の状態を知る権利が優先されたために、医療のスタンダードになったのである。それゆえ、医療従事
者は患者の負担を減ずるための一手段を奪われたという言い方をすることもできる。
だが、未告知という対処法が、最善の選択肢ではないということは、この転換期において明らかに
なりつつある。まず、未告知であっても、刻々と病状が悪化する患者を最後まで欺き通すことはでき
ないという事実がある。患者はしだいに周囲に疑問を抱き、一様に楽観視する周囲に不信感を覚え、
いずれ自らの死を悟るようになる。死にゆく過程のなかで、家族に嘘をつかせることは、信頼関係に
基づく深淵なコミュニケーションを阻害するものである 3。患者の目の前でその死を嘆くことも、死
後の家族の身の処し方について相談することもできない。そのような行為を禁じてまで、告知による
心理的負担を回避するべきであるのか。たしかに、医療従事者ならずとも、身近な者の死について語
ることは忌避されるのが現実である。それは他者配慮によるものなのかもしれないが、はたしてそれ
ほどまでに、死を意識し、語ることは否定されるべきものなのか。未告知は廃れても、未告知の心理
は消えたわけではない。未告知の心理は、終末期医療を越えて、現代社会全体に及ぶ根源的な問題で
ある。本論では、終末期患者の臨床を手掛かりに、死を否定する現代社会の諸問題について、死生観
と自然観の関わりを基に考察し、求められる環境デザインを構想していく。

２．ホスピスボランティアの役割
筆者は東京都内にあるＳ病院の院内独立型ホスピス 4において、2008 年から約二年間、ボランティ
アとして活動した。ホスピスにおけるボランティアの活動や存在意義は施設によって様々であるが、
Ｓ病院においては、マッサージ、入浴補助、外出の同伴、室内の清掃、配膳、カフェラウンジでの応
対等の、患者と接触や会話をする活動のほか、庭掃除、病室内の小物の作成、各種イベントの準備や
運営補助といった、患者と直接やりとりをすることのない活動も行う。数ヶ月に及ぶ事前研修を経て、
ボランティアコーディネーターや先輩ボランティアの指導の下で、庭掃除等の間接的活動から開始す
る。Ｓ病院では、医師や看護師などの医療従事者よりもはるかに多人数のボランティアが日常業務を
支えており、ボランティアの教育や統制を比較的厳格に行っている。ボランティア活動は原則週に一
度とし、曜日ごとにチームが組まれる。毎週の活動は、一週間分の情報の共有（死亡報告も含む）か
らはじまり、その後のミーティングでは、その日の活動報告と反省を全員が語り、どのように対処す
るべきであったのか、答えのない問題について話し合っている。ボランティアは近隣に住む主婦が中
心であり、仕事に一区切りをつけた老年の男性も僅かばかりいる。患者の家族や看護師、あるいは外
部の病院から研修でやってくる医療従事者等で、若年の者がいないわけではなかったが、筆者のよう
3 cf. Barney G.Glaser, Anselm L.Strauss, Awareness of Dying, Aldine Publishing, 1965(『死のアウェアネス
理論と看護 死の認識と終末期ケア』、木下康仁訳、医学書院、1988 年).
4 以下、本論では、在宅医療を含むケア体制としてのホスピスプログラムのうち、特定の施設およびそのうちで
行われるケアという意味と限定してホスピスという語を用いる。

596

な若年の男性ボランティアは、ホスピスにおいては異質の存在であったといえる。そのためもあって、
筆者が患者に直接対面することは僅かであり、ホスピスの実態を把握したとはいいがたい。本論では、
約二年間の活動のなかで最も時間を割いた、ホスピスの庭掃除の経験からえた気付きに基づいて論を
進めることとする。
Ｓ病院のホスピスは二階建てであるが、患者はすべて一階の部屋におり、二階はスタッフの作業所、
家族の宿泊所、会議やイベントのための大部屋等にあてられている。そして一階の部屋からは、いく
つかある英国風の庭園のいずれかが見えるようになっている。見えるというのは、ベッドに横たわっ
ていても見えるということである。当然、庭の手入れをするボランティアは、病室にいる患者の視野
に入ることになる。
ボランティアは研修の際に、庭掃除の具体的な作業内容を教わるのだが、その前にまず、最も重要
なことを教わる。すなわち、庭掃除の目的は庭の掃除ではないということ、庭掃除の一番の目的は、
「庭を掃除するという風景になる」こと、と教わるのである。これを理解するためには、ボランティ
アの役割を理解することが必要となる。ボランティアの活動は多岐にわたるが、当然、患者の生存や
疼痛緩和に関わる医療行為は専門家が行うものであり、ボランティアは関わらない 5。病院ボランティ
アの役割は病院業務の補助ともいえるが、医療行為における不可欠な補助ではない。端的にいえば、
ボランティアの存在意義は医療行為の外にあるため、治療を行う限りでは、病院の活動にボランティ
アは必要ないのである。病院ボランティアに求められる役割は、非専門家として患者の精神面に働き
かける活動をすることや、病院運営を補助することである。しかし、終末期患者というデリケートな
存在に、専門知識のない一般人を病院スタッフとして接触させることは、患者の心理面でも、病院の
責任問題としても危険である。それゆえに、ホスピスボランティアには、十分な教育と責任の自覚が
必要となる。そして、その際には、通常の病院ボランティアとは違い、ホスピスボランティアが有す
る独自の存在意義について自覚することが必要となるのである。
ホスピスボランティア特有の役割とは、まさにホスピスボランティアが医療の外の一般人として患
者に関わることのうちにある。終末期患者の多くはホスピスを終の棲家とし、この先の人生を病院で
過ごす。病院とは、医療という専門技術を施す場であり、技術を提供するサービスの場である。医療
従事者は当然、医療従事者として患者に接することになる。患者を取り巻く主な人間は、医療従事者
という専門家集団と家族に限定される。これは健康であったときの日常生活とは懸け離れた人間関係
のネットワークである。患者は病によって、身体機能のみならず、社会的立場や人間関係をも喪失す
る。ホスピスとは、患者の様々な喪失とそれに伴う苦悩を、解消ないし緩和するための施設なのであ
5

ただし、例えばボランティアによるマッサージなどは専門的ではない疼痛緩和に関わる行為であり、後述する
ように、ボランティアは患者の病態に無関係ではない。
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る 6。WHO は緩和ケアを、
「痛みや、その他の肉体的、心理社会的、そしてスピリチュアルな 7問題
を迅速に発見し、的確な評価と対応をする」行為と規定している 8。すなわち緩和ケアとは、病気に
対する医学的治療以上の、患者の生そのものに応じる「全人的アプローチ」を主目的とするという特
徴をもつのである。
ホスピスにおけるボランティアの役割は、喪失した関係性への対応である。Ｓ病院ではこれを「社
会の風になる」と表現する。病院という隔離された環境のなかで、壁の向こうにある日常の空気を送
る風になるのである。専門家でもない、人生を共に過ごした家族でもない、この社会のなかで生きて
いる他人として患者と関わることが、多様な人間関係の保持と、壁の向こうの社会とのつながりを可
能にするのである。

３．ホスピスにおける人間と自然
ホスピスボランティアの役割を理解したうえで、庭掃除の目的についての話に戻る。上述したよう
に、ホスピスボランティアにおける庭掃除の目的は「庭を掃除するという風景になる」ことであり、
社会の風として、患者の視線に入ることである。
庭掃除の風景になるための技術というものもある。キューブラー＝ロスの段階説からもわかるよう
に、終末期患者といっても、その症状や心理状態は様々な変遷を辿るものであり、一様ではない。そ
のため、同じ行為をしても、感謝されることもあれば、憤慨されることもある。ただ笑っていたとい
うだけで、患者の抑鬱を招くこともある。それゆえに、患者とのコミュニケーションには鋭敏かつ柔
軟な対応が求められる。
庭掃除の活動において、ボランティアは不特定多数の患者からの視線を受けていることを自覚しつ
つ、風景であることに徹する。哲学的な他者論に基づいて語るならば、風景であることに徹するとは、
即自存在(être-en-soi)として客体であり続けるということであり、決してまなざしによって患者を他
有化させないということである 9。他者、とりわけ健康な他者のまなざしは、患者の悲惨な現実を固
定化させる。まなざしに対する反応は、苦悩、羞恥、怒りなど、患者によって様々であるが、不意に
6

ホスピスは日本においては病棟施設を意味することが多い。ホスピスの起源はキリスト教巡礼者を慰安する宗
教施設であり、シシリー＝ソンダースによる近代ホスピスの誕生は、ロンドンの聖クリストファー＝ホスピス設
立にある。しかし、アメリカを中心としたホスピス運動は、ホスピスを施設に限定せず、在宅医療等も含めた緩
和ケアのプログラムとしてとらえており、実際にホスピスプログラムの主流は在宅医療にある。
7 緩和ケアにおけるスピリチュアル(spiritual)という語は、日本語でこの語を用いる際の心霊現象といった意味
合いとは異なるものである。たしかに西洋においても spirit はキリスト教では「聖霊」を意味する語であり、伝
統的には宗教概念として用いられている。しかしながらスピリチュアルという語は、宗教的意味合いのみなら
ず、より広範な意味で、身体(physical)や心理(mental)とは異なる、人間の本質的な生の領域を示す、哲学的要
素をもつ。訳語としては、
「霊的」というものがあるが、宗教性に限定しないために「たましい」や「実存」と
する場合もある。本来は「精神」と訳すべきものであるが、日本語においては心理的な病(mental illness)を精神
病と呼ぶため、これと区別できないという弊害があり、現状では「スピリチュアル」とカタカナ表記することが
通例となっている。
8 cf. World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, 2002.
9 cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 1943(『存在と無』
、松浪信三郎訳、人文書院、1956 年).
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視界に入る人間が、外からこちらにまなざしを向けることは、的確なケアとは程遠い暴力的な態度と
なるのである。それゆえボランティアは、常に病棟に背を向けて、それもあからさまにならないよう
に、完全に背を向けるのではなく、やや斜めの姿勢をとって掃除するのである。決してまなざしを向
けないこと、またその可能性すら疑わせないこと、これが庭掃除におけるケアのかたちであり、この
とき、掃除をする人間は、同じく即自存在たる自然と一体化し、風景となる。その風景はちょうど、
ミレーの『落穂拾い』のような風景である。患者は、部屋で横たわりながらも、こうした自然と人間
が一体化した風景を、日々の体験として蓄積していくのである。

ジャン＝フランソワ＝ミレー『落穂拾い』
厳密にいえば左の二人の女性にはまなざしが予感されうるので、
右の女性のような角度での作業が望ましい。

庭掃除に限っても、風景となる工夫は無数存在する。まなざしを向けないことの他にも、素早い動
きは避けるとか、力任せや危険な体勢での作業は、どんなに自信があってもしないとか、複数人が集
まって話をしないとか、そうした、風景から切り離されて意識されるような人間的な行動はしてはな
らない。
風景になるという目的ひとつで、意識のモードが変化し、様々な選択肢が生まれてくる。たとえば
竹箒で落ち葉を掃いていれば、その擦れる音に意識が向かう。音もまた風景である。この擦れる音も、
ある程度規則性のあるリズムにすれば心地良く聞こえるのではないか。一定のリズムを保ちつつ、違
和感のない所作を行うためには、落ち葉の集め方をどのようにすればよいか。このようにして、ひと
つの気付きから行為可能性が拡散してゆく。こうした気付きは、個々の能力によるところもあるが、
気付きや疑問に思ったことは、ミーティングの際に共有する。そこでまた多様性が確保され、自らの
行為の誤りに気付くこともある。行為には最終的な答えがあるわけではなく、常に模索され続け、そ
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の過程が脈々とボランティアに受け継がれていく。ボランティアは、患者の知らないところで環境を
構築しているのである。
終末期医療において、庭園などの自然環境は重要なケアの要素とされる。患者の心理面に配慮する
とき、自然を見て、ときに自然の中に入ることは有効な方法であると考えられている

10。それは、鬱

病患者が自然豊かな施設で療養する場合にもいえることである。終末期患者と鬱病患者では病態が異
なるが、緑に囲まれたときに感じる美しい光景と空気感、動植物たちのゆっくりとした時間の流れ、
そうした体験は、精神的苦悩に対して、なんらかの癒し、気付き、反省を促進する機能をもつと考え
られている。科学技術の結実たる医療現場での生活において、自然環境がもたらす心理的効用に疑う
余地はない。自然環境もまた、非日常的空間である病院に持ち込まれた日常である。
健康な人間である筆者も、庭掃除という作業を行うことで、四季の移り変わりや、動植物たちの機
微にふれるという新鮮な体験をえた。この体験は、通勤で駅に向かうまでに肌で感じる空気や、目に
映る街路樹でも感じることができたはずのものである。しかしながら多忙な日常生活のなかでは、そ
こにあるはずの自然に気付き、立ち止まって意識するという可能性が欠如している。意識のモードが
変化したとき、環境は意味を変え、その環境がまた新たな意識のモードをつくりだす。こうした作用
が、ホスピスにおける庭園で生じているのである。

４．緩和ケアの特徴
では、終末期患者にとっての自然環境とは、健康な人間が日々の生活から少しでも抜け出すことで
得られる心理的効用と同様の役割を担うにすぎないのだろうか。また、ホスピスにおける庭園は、代
替可能な心理療法の一手段にすぎないのであろうか。
終末期患者に特有の状況とは、自らの死が差し迫っているということにある。そして、この最終局
面としての死に向かって、徐々に喪失を経験していくのである。キューブラー＝ロスは、終末期患者
の抑鬱を二つに区別する

11。一つは、肉体的苦痛や人間関係の狭小化のような喪失過程に対する反応

的抑鬱(reactive depression)であり、これまでの自分や、人間らしさすらも失われていく現在の状況
に対する抑鬱である。もう一つは、死そのものに対する恐怖や不安としての準備的抑鬱(preparatory
depression)であり、自らの非存在や家族との別離という未来に対する抑鬱である。そして、反応的抑
鬱は準備的抑鬱を背景とする。すなわち、交通事故で歩けなくなるのとは違い、終末期患者が歩けな
くなるということは、差し迫った死へ着々と近づいているという実感を伴った苦悩として経験される
ものである。
死そのものに対する苦悩と、それを背景にした死にゆくことにおける苦悩は、終末期患者に特有の
10

患者は自立歩行や車いすのみならず、ベッドのまま外に出ることもある。

11

cf. Kübler-Ross, op.cit., On Death and Dying, p.78.
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ものである。たしかに、やがて死が訪れるということ、そして死に向かって徐々に老いていくことは、
誰しもにあてはまる状況ではある。しかし問題は、死が差し迫っているという意識にあり、ハイデガー
の言葉を使えば、死を我がものとして本来的に(eigentlich)意識しているか、ということである

12。癌

との長年に渡る戦いを経験した岸本は、差し迫った死を意識した人間は「生命飢餓状態」にあると表
現しているが、差し迫りの有無は、空腹な人間が激しく食物を欲することと、満腹な人間が食物につ
いて論じることほどに決定的な差異があると述べる

13。問題は、この生命飢餓状態にある終末期患者

にとって、自然環境というものが特別な意味をもつのか、ということである。
終末期患者の日々移り変わる症状、感情、意識のなかで、窓の外には常に自然の風景がある。しか
し、患者は、筆舌に尽くしがたい苦悩のなかで、視界に入るものに全く意識が向かないこともある。
圧倒的な死の存在感に囚われれば、それ以外のことを考えることはできない。また、肉体的苦痛が強
ければ、何かを考えることさえできない。やり残した仕事や、引き継ぐべき仕事があれば、その後悔
や処理に追われる。遺される者達の未来が心配であれば、そのための対応や罪悪感に心を奪われる。
こうした苦悩に対して、緩和医療のチームは、それぞれの仕方でケアにあたる。医師や看護師の他に
も、ソーシャルワーカー(MSW)や法律家、あるいは葬儀屋もチームとなる。当然、患者の家族や友人
も緩和ケアチームの一員となる

14。意識を支配するような問題を可能な限り解消することは、緩和ケ

アの基礎となる。この基礎があってはじめて、患者は自らの死と生について、ゆっくりと向き合うこ
とが可能となる。
「怒り」の段階にある患者は、自らの不遇な状態を嘆き、また自らの存在を確保するために、目に
映るものすべてを否定しようとする

15。自分のためだと理解しているにもかかわらず、自分に対する

あらゆる行為を嫌悪したくなる。そして、病や死に対する激しい感情と衰弱していく身体のうちで、
目に映る自然の美しさや力強さ、普遍性、ゆっくりとした時の流れは、ときに暴力的ですらある。そ
れゆえ、風景として目に映る自然を憎悪することもあれば、自らの無力さを自覚して抑鬱状態に陥る
こともある。自然環境は患者にとってネガティブなものにもなりうるという点は留意せねばならない。
Ｓ病院では、患者の自己否定的態度や攻撃的態度、そして抑鬱状態は、緩和医療における適切なケ
アよって、次第に変容し、やがて自らの死を受け入れ、他者に感謝して最期を迎えることができる、
という信念の下に活動している

16。そのための適切なケアとは、上述の基礎的なケアに加えて、より

根源的な苦悩、すなわち生と死を意識して苦悩するという、死生観に関わる問題に応じるケアをも含
12 「eigentlich」とは真偽の意味での本来性ではなく、独自、固有(eigen)という意味での本来性を意味するもの
であり、その否定形である「uneigentlich」とは、偽り、あるいは誤った生としての非本来性を意味するわけで
、原佑、渡
はない(vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer verlag Tübingen, 2001(『存在と時間』
辺二郎訳、中央公論社、1971 年).)。
13 参照：岸本英夫、
『死を見つめる心 ガンとたたかった十年間』、講談社、1973 年、11-12 頁。
14 家族や友人は、患者をケアするチームであると同時に、彼ら自身も予期悲嘆や死別悲嘆を含めた長期的なグ
リーフケアの対象として扱う必要がある。
15 cf. Kübler-Ross, op.cit., On Death and Dying, pp.47-71.
16 現状では緩和医療、緩和ケアと名の付く医療施設、医療行為が全てこの信念を有しているとはいいがたく、ま
た、終末期患者が必ずしも死を受容して死ぬことがないということは、段階説を発表したキューブラー＝ロス自
身が、怒りに満ちたまま最期を迎えたことからも明らかである。
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む。
新人ボランティアであった私は、庭や病棟にある蜘蛛の巣をどう扱うべきか、ミーティングで問う
た。その答えは様々であり、実際にボランティアそれぞれが異なる対応をしていた。ある者は、自分
が日常そうするように、蜘蛛の巣は清潔を保つためや、蜘蛛を追い払うために除去すると語り、ある
者は、生命の営みを妨げることで患者が自らの生と重ねてしまうかもしれないので、そのままにする
と語り、またある者は蜘蛛の巣は美しいものであると語る。この問いに答えはない。患者の性格やそ
のときの状態によってより良い結果というものは変わってくる。ボランティアは、蜘蛛の巣を見るで
あろう患者の情報を頭に入れつつ、各々の異なる意見を踏まえたうえで、その都度自分で判断するし
かない。このときの患者への気遣いには、「自分だったら」ではなく、また「普通だったら」でもな
く、「死を間近に感じている○○さんだったら」という意識のモードが働いている。たしかに、生命飢
餓状態にいないボランティアが患者を理解するということは基本的にはありえない

17。しかしなが

ら、理解しようとして意識のモードを変更し、患者の意識に近づくことは可能である。

５．死生観の空洞化
死が差し迫ったものとして意識されるという状況は、現代においては非日常である。かつて死につ
ながる病や怪我であったものは、医療の発達により治療可能となる。乳幼児死亡率も減少し、平均寿
命は延び続けている。天候に左右されない安定した食料供給や、頑健な建築物、気候を感じさせない
空調施設、こうした諸々の技術が、現代人を死から遠ざけている。現代の先進国において、自身の死
や、他者の死を意識させるような経験は日常には存在し難い。安全で豊かな生活とは、死の危険のな
い生活であり、死を意識する必要もない。そして死は、病院という非日常の空間によって管理統制さ
れることとなる。「死の医療化(medicalization)」についてここで詳しく述べることはしないが、現代
において、医療現場とは、終末期患者にとっても、彼らを気遣うボランティアや医療従事者、家族、
友人にとっても、死という非日常の出来事に相対し、死を意識せざるをえない稀有な場なのである。
上述のような社会的状況にある現代について、
「死生観の空洞化」が叫ばれて久しい。空洞化とは、
死生観が存在しないということではない。死んだらどうなるか、そのうえで現世をどうとらえるか、
問われれば何らかの答えはでてくる。しかしそこには、実感がなく、日々の行為や目的に直結するよ
うな力はない。死んだら何もなくなると語るにもかかわらず、墓参りや神頼みをし、幽霊を怖がると
いう矛盾した態度がその典型である。貧困や伝染病、戦争などで、死が日常のなかに溢れていた時代
では、生き残るためにどうするか、あるいは死後の救済はえられるのかということが、気分や感情に
直結し、生の態度を規定する切迫した問題として意識されていた。一方で、現代人の死生観は、実感
も切迫感もなく、生きることに関わりのない問題となりつつある。少なくとも、確たる死生観をもた
17

ホスピスボランティアには、自らが癌を罹患した経験がある者、家族をホスピスで看取った者など、本人の意
志や態度に影響を与えるような死に関わる体験をした者が少なからず存在する。
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なければ生きていけないということはない。そして、終末期医療という現代の切迫した死の現場で、
空洞化していた死生観では自らの生を支えきれず、ただ絶望と後悔に陥るという事態が生じる。そこ
には、具体的な喪失以上の、これまで漠然と有していた価値観の崩壊という喪失体験が存するのであ
る。
価値観の崩壊による絶望と後悔の過程のなかで、患者は、自身にとって本来的に大事なものが何か、
ということを問うことになる。これは、残されたもののなかで妥協するというような、喪失のうちで
の選び直しではなく、根源的な価値転換である。ヤスパースは、死という限界状況の自覚のうちで、
「行為が実存の現象として本質的であるとき、客観的には最もたわいのないものが重要性をもちうる」
と述べる

18。すなわち、自らの生と死を意識した実存としての人間は、全てを本来性の内にとらえ直

して価値づけるのである。それゆえ、
「死は実存の鏡となる」のである

19。

切迫した死を前にして、空洞化した死生観が変容を遂げ、自らの本来的な生たる実存の自覚と行為
を導く。ここにこそ真の幸福があると考えるのが、ヤスパースならびにいくつかの実存思想の哲学者
の述べるところである。だが、死を意識しない幸福は偽りであり、死を意識し、絶望や苦悩を経た生
にこそ真の幸福がある、という見解には、確たる実証性はない。なぜなら、それらを判断する普遍的
基準が存在しえないからである。さらにいえば、死を意識する必要のない人間には、これらの二者択
一は問いとして意識されることもない。
本論で死を意識した生の普遍的価値を考察することはしない。ただ、終末期医療の現場では、患者
が病を通して、死を意識した生の態度をとるという死生観の変容が問題になることは事実であり、緩
和ケアとは、その変容を幸福ないし自己肯定というかたちに導くためのものである。以下で述べるよ
うに、自然環境もまた、緩和ケアのひとつの可能性として、死生観の変容に対して特有の意味をもつ
こととなる。

６．死生観＝自然観＝世界観
終末期患者の変容する死生観に、自然環境がいかに関わるのか。無機質で親しみのない病室であれ
ば、おのずと視線が外の風景に向かうようになる。それゆえ、病室という環境は、健康な人間の日常
生活よりも、立ち止まって自然に目を向けるという機会が多くなる。ただしこれは、普段から自宅の
庭や散歩などで自然に目を向ける機会の多い者と大差はない。違いを挙げるとすれば、入院患者の方
は、閉塞空間における限定された選択肢のなかでの、必然的かつ受動的な行為機会であるという点で
ある。
窓の外の風景に終末期患者が何を感じるのか。生と死という意識のモードでみえる自然環境とはい
18 Karl Jaspers, Philosophie
II Existenzerhellung, 3 Auflage, Springer Verlag Berlin-Göttingen-Heidelberg,
1956,S223( 『実存開明（哲学 II）
』（本稿では『哲学』と略記する）
、草薙正夫、信太正三訳、創文社、1964
年、255 頁).
19 ibid.
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かなるものなのか。ここには、自然を「いのち」として捉える可能性が潜在している。いのちの文脈
で知覚する風景には、木々や草花、虫や蜘蛛の巣や鳥のさえずりに至るまで、そこにある生命と、失
われると同時に新たに生まれる生命の連鎖が映る。ある者はその風景に、自らの還っていく場として
の自然を見出す。これまでとは異なる意識のモードにある終末期患者が見る自然を理解し、的確に表
現することは困難であるが、患者のなかには、それを美と表現する者がある。芥川龍之介は自殺前に
友人に宛てた手紙のなかで、「唯自然はかう云ふ僕にはいつもよりも一層美しい。君は自然の美しい
のを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう」と、死を前にした人間が見る自然の美
しさを語る 20。この美は、生と死という意識のモードにおける、自然の新たな相貌の発見であるがゆ
えに、誰もが見ることのできる風景ではない。芥川が、「けれども自然の美しいのは僕の末期の目に
映るからである」と述べるように 21、この自然の相貌は、死に切迫した人間にのみ見える限定された
美であるともいえる。ここでは、死にゆく者達が見る自然こそが、自然の真の姿であるという議論を
するわけではない。問題は、このときの自然が、自らの生に関わるものとして意識されているという
点にある。すなわち、生と死という意識のモードで知覚される自然環境の様々な生命活動が、自らの
生き方および死に方に関わるものとして切迫しているのである。ここに、患者が自然をどう認識する
かという自然観と、患者が死と生をどう認識するかという死生観のあいだのつながりが生じるのであ
る。
ホスピスボランティアは、患者にまなざしを向けることなく、患者の風景になる。風景の中に人間
がいるということもまた、自然観と死生観をつなぐための潤滑油になりうる。その風景のなかには、
環境問題を語るときのような、人間と自然の主客分離は存在せず、客体のうちに人間と自然が溶け込
んでいる。たしかに、庭園とは人間によって統制された自然である。しかしながら、いのちの文脈で
知覚される自然は、人間と自然の共生という言葉ですらも足りないほどに、両者の隔たりをもたない
ものである。患者は、ボランティアという日常の風景を介して、次第に自らをも自然の内に客体化し、
自然の活動という、より大きなもののうちに、自らの生と死を溶解させていくことができるのである。
個々の生と死が、自らもそのうちに生き、そして死んでいく生命の営みとしての自然のなかで解釈
される。このとき、死生観と自然観は同じものとなる。さらにいえば、死生観と自然観の理解は、人
間の生死に関わるような彼岸の世界や、天地創造、人間存在や万物の活動に関する目的論的理解など
といった、この世界全体をどのように意味づけるかという、世界観に包含される。世界をいかように
して理解するかによって、自然観や死生観は基礎づけられるのであり、むしろこれらはひとつの認識
を異なる視点でとらえたものといえる。キリスト教の世界観であれば、人間は神の似姿として、被造
物のうちで特別な存在であり、地を支配し、信仰に生き、肉体の死後、復活して天国にゆく、という
一貫した物語ができている。アニミズムであれ、輪廻思想であれ、人間は確たる世界観のうちで、人
芥川龍之介「或旧友へ送る手記」
、『現代日本文學大系 43 芥川龍之介集』所収、筑摩書房、1968 年、304
頁。
21 同上
20
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間と自然を理解し、自らの生の意味と目的を獲得できるのである。しかし、こうした世界観がかたち
づくる「大きな物語」が失われれば、おのずと世界観、自然観、死生観の同一性が崩れ、異なるもの
として断絶し、なおかつ、これらが生の態度に関わるということもなくなっていく。宗教性の希薄化
は、死生観、自然観、世界観の乖離と空洞化に直結することとなった。
しかし、死を請け負う終末期医療の現場で、患者は死に切迫し、自らの生を問い直す。そのときに
知覚される自然の景色が、人間と自然の主客分離を脱することを通して、環境のうちの自己としての
気付きを与える。さらにそれが、死後の世界（自分が向かう彼岸の世界および自分がいなくなる現実
世界）の認識の変容をもたらし、患者の態度や行為の変容となって現れる。その例といえるものに、
終末期患者の「お迎え体験」とよばれるものがある。諸岡らは、2003 年から 2007 年にかけて患者を
看取った遺族に対する調査を行い、366 件のうち 42.3%の 155 件で、患者が「他人にはみえない人の
存在や風景」について語ったという結果を報告している 22。その体験で見たものの 52.9%が、
「すでに
亡くなった家族や知り合い」であり、それに次ぐ「その他の人物」の 34.2%に加え、
「お花畑」
、
「仏」
、
「光」
、
「川」や、動物なども数%ずつである。これらの体験は、死を前にしたときの死生観＝自然観＝
世界観に関わるものであり、「あの世で親父に会えると思うと楽しみだ。今までは死ぬのが、怖いと
思っていたけど･･･」という事例のように、死の恐怖を解消する方向へ変容することもある 23。
無論「お迎え体験」は、死後の世界を証明するものではないし、幻覚、せん妄という医学的診断の
うちに片づけてしまうことや、死と死にゆくことにおける苦悩を解消するための、逃避的な防衛反応
だととらえることも可能である。これらの体験に個人差があるのはもとより、文化や環境による地域
差、世代差があるのは疑いえない。それゆえ、お迎え体験による死生観＝自然観＝世界観の変容は、
正しい認識を獲得したということではない。認識の正誤や正当性、優劣は問題ではない。問題は、客
観的真理ではなく、キルケゴールが述べるところの、「私がそれのために生き、そして死にたいと思
うようなイデー」たる主体的真理である 24。諸岡は、
「お迎え体験」の語りの多くは、既存宗教への帰
依を示しているのではなく、
「
「宗教」と「無宗教」とのはざまに位置している」という現代日本の特
徴的な事態を示していると述べる 25。認識の変容は患者それぞれに独自であり、それゆえに本来的で
ある。切迫した自らの死を契機として、世界についての本来的な認識を獲得し、そのうえで自らがい
かに生き、いかに死んでいくかという態度を導く。そしてこの態度変容は、患者のみならず、家族や
周囲の人間の苦悩を緩和しうるものとして機能しているのである。
22

調査対象は在宅ホスピスを行う宮城県の診療所の利用者である。また、調査は遺族を対象にしているため、患
者が遺族に体験を伝えないことによる、実際の体験者の数との相違も予想される（参照：諸岡了介、相沢出、田
代志門、岡部健「現代の看取りにおける＜お迎え＞体験の語り－在宅ホスピス遺族アンケートから－」、
『死生学
研究 第九号』所収、東京大学大学院人文社会系研究科、2008 年、223(124)-205(142)頁）。
23 同上、214(133)頁。
24 Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaard's journals and papers ,volume 5 Autobiographical Part One 18291848, Howard V.Hong and Edna H.Hong, ed, Indiana University Press, 1978(キルケゴール「ギーレライエの
手記」
、『世界の名著 40 キルケゴール』所収、桝田啓三郎訳、20 頁).
25 諸岡了介、桐原健真「“あの世”はどこへ行ったか」
、『どう生き どう死ぬか 現場から考える死生学』所収、
弓箭書院、2009 年、170 頁。
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７．結語
終末期患者の苦悩に対する全人的ケアは、患者の認識や行為が、生と死という意識のモードのうち
で行われているということを前提にしなければならない。しかしそれは、死生観が空洞化する現代に
おいては、非日常的態度であり、死を意識しない人間には実感しがたいものでもある。空洞化した死
生観では、患者の苦悩に処することは困難である。それゆえ、患者の切迫した死生観に対して、ケア
する者は、患者の死という現実を通して、自らも生と死に向きあう経験を積み重ね、患者に近づいて
いくことが求められる。死にゆく者の孤独に対し、いかにして寄り添い、いかにして最期まで生きが
いをもたせるかを、共に模索していくのである。
一人の人間がいかに生き、いかなる死生観＝自然観＝世界観をもって死んでいったかを傍らで体験
することは、看取る者の死生観＝自然観＝世界観の変容を促すものである。筆舌に尽くしがたい死の
苦悩を生きる他者の死（二人称の死）を見届けることは、自らの死（一人称の死）を、そして自らの
生をいかに生きるかの決断を導く契機となる。この体験は、かつては必然的なものであった。人は自
らの家で、慣れ親しんだ風景のなか、家族や友人たちに囲まれながら死にゆく過程を生き、死を語り、
そして死んでいった。しかし、このような、アリエスが「飼いならされた死」と表現した時代は、死
が医療化し、死を語ることがタブー視される現代とは異なる

26。

現代における死生観＝自然観＝世界観の本来的変容は、意識的な環境デザインによって補われなけ
ればならない。ホスピスにおける自然環境は、患者の死生観と自然観、そして世界観を結びつけ、本
来的なものへと変容させるための環境デザインである。
現代という時代が、死を否定し、死を忘れ、死生観＝自然観＝世界観の本来的結合を欠いた時代で
あるとするなら、この事実が、生きがいを喪失することによる自殺者や精神病患者の増大や、自然と
の乖離に起因する環境問題を招く一因であると考えることも可能である。そして仮に、死の切迫に
よってはじめて、生と死という意識のモードで死生観＝自然観＝世界観をつなぐことができるのだと
したら、この稀有な現場で生じている変容を継承し、かつ応用することで、現代の諸問題への解決に
取り組むことが必要となる。現代において、死を伝え、死を意識させることは、困難な課題である。
ここには戦略が必要となる。風景を人工的に制作し、意識を向けさせることで、死生観＝自然観＝世
界観の変容を促す、というホスピスの環境デザインは、ひとつの戦略的方法としての価値をもつ。

cf. Philippe Ariès, L’homme devant la mort -1. Le temps des gisants-, Éditions du Seuil,1977 (『死を前に
した人間』、成瀬駒男訳、みすず書房、1990 年).
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プロセスとしての臨床（１）
―― ナラティブという経験は何を示唆するのか ――
稲垣 諭（自治医科大学）
キーワード：臨床、ナラティブ、意味、心的システム、社会システム、
プラセボ効果

１．EBM と調整課題としての医療
現在、日本の医療分野では、カナダやアメリカ、イギリス医学界を席巻している「根拠に基づく医
療（Evidence Based Medicine）
」 1の導入および進展が盛んである。2000 年には日本でも『EBM ジ
ャーナル』という専門誌が刊行され、さまざまな誤解を伴う EBM の内実を克明にし、臨床の現実に
届く行動指針となるよう、最新の知見の紹介が行われてきた 2。ここでいう「エビデンス（根拠）
」と
は、臨床試験的な根拠であり、より精確には統計的手法を介した疫学的データに裏打ちされている根
拠ということである。したがって必ずしも生理学的、生物学的病態メカニズムの解明と軌を一にして
いるわけではない。つまり、なぜそうなるのかの機序は分からなくても、疫学的に有意なパーセンテ
ージで患者の疾病からの回復や悪化、あるいはそのリスクが数量的に判定できる、そのための根拠と
いうことである。ただし疫学調査が示すのは、強弱のある相関性であり、そこに近代的意味での因果
は直接見出されない。その意味では、EBM の進展は図らずも病気や疾病といった事象には必ず原因
と、その機序があるという「病因論（etiology/Ätiologie）
」を維持することの限界ないし極致を露わに
したともいえる 3。あるいは、要素還元主義による近代的病因論の乗り越えである 4。
現在の医療行為の組み立ての力点は、患者は原因が明確な病気にかかり、それを除去（治療）する
という「原因療法」ないし「特定病因論」という発想から、何が疾病を引き起こすかは決定不能であ
り、その機序も不明であるが、統計的にリスク要因を特定し、それらを管理することで健康維持がで
きるという「予防医療」ないし「多因子病因論(multifactorial etiology)」へと移行している 5。
1

EBM の医学的意味合いの哲学的検討は、下記を参照。 J. Howick: The Philosophy of Evidence Based

Medicine, Wiley Blackwell, BMJ Books, 2011.

ただし、すでに一定の役割を終えたとの理由でこの雑誌は 2008 年をもって休刊になっている。
とはいえ、疫学に裏打ちされた医学における「多数のリスク要因の特定という発想」自体が、統計的な相関性
を超えて、「それら要因を除去すれば発病を抑えられる」という因果性を暗に前提していることも確かである。
現在においても因果による説明は抜群の説得力をもつため、医学の権威化にとっても不可欠なのである。佐藤純
一、池田光穂、野村一夫、寺岡伸悟、佐藤哲彦:『健康論の誘惑』
（文化書房博文社、2000）所収、佐藤純一:
「『生活習慣病』の作られ方－健康言説の構築過程」参照。
4 津田敏秀:『医学と仮説
原因と結果の科学を考える』（岩波書店、2011）。
5 ただし、西洋医学でも体液説のように身体内の全体的調和を目指す医学理論や、宗教的背景が濃厚であった 17
世紀以前は多因子病因論がむしろ主流であり、質の異なる多様な因果のネットワークを勘案したうえで治療が組
み立てられていた。佐藤純一他：前掲書、2000、もしくは L.S.King: Medical Thinking: A Historical Preface,
Princeton University Press, 1982, 第 9 章、10 章参照。
2
3
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こうした流れから、たとえばリハビリテーション医療における EBM の確立がなぜ極端に遅れてい
るのかの理由も浮かび上がってくる。RCT の設定が難しいというだけではない。神経系を巻き込ん
だ人間の複雑な動作や認知機能の再形成には、解剖的、生理的、神経的素因だけではなく、年齢、性
別、性格、職業、社会環境、家族構成といった多くの変数のネットワークが介在してしまう。そのた
め、リハビリの臨床における治療の取り組みはおのずと、多数の仮説因子を考慮した上での「調整課
題」もしくは「調整プロセス」とならざるをえないのである。調整課題とは、線形関数のような一意
的対応で解が出るような問いではなく、多因子、あるいは多システムとの連動関係を見極め、効果的
なポイントに介入し、調整することで、そのつどの最適解を見出すような実践的、継続的アプローチ
である。そのため最終的には、何をしたら、あるいはどのような段階で治癒が成立するのかが決定で
きないジレンマも生じる。精神科治療における薬剤の調薬はすでに以前からこの局面で格闘している。
また EBM の展開は、化学物質や生体構造の変化の機序を明らかにする基礎研究と、その臨床応用
の間の溝の拡大も引き起こしている。たとえば、すでに認可されている抗がん剤の多くが、臨床的に
は患者の生存率にほとんど寄与しないというデータや主張が出ている 6。基礎研究におけるタンパク
質あるいは分子構造レヴェルで実証される薬剤の治療効果が、細胞の集合体としての人間という臨床
レヴェルでは通用しないか、副作用の増大を引き起こし、生存率の向上に寄与しないというのである。
かりに生存率に差がないとすれば、患者の今後の生き方（QOL）に配慮した上で、抗がん剤を用いる
か、用いないかの選択肢を臨床データの提示とともに患者に提供する仕組みが必要になる。この局面
でもすでに医療行為は調整課題である。

２．ナラティブという経験
臨床医療にかかわる問題を扱うさいに「その臨床にエビデンスがあるのか」と問うことは、正しい
問いかけなのか。あるいは、そうした問い自体にエビデンスはあるのか。こうした問いの設定はすで
に、エビデンスとは独立に、一種の権威や脅し、ないしは単なるジョークのしるしを帯びた問いに変
質している。このようなトリッキーな問いをあえて立てるのは、90 年代以降の先進国的な医療の展
開に、グローバル化し、既成事実化する「EBM 物語」への盲信が隠されているのではないかという
素朴な疑問があるからである。
疫学的データは患者の個体差を平均化する中で獲得される。そこにおける患者は確率的存在である
が、実際に病気として診断される患者は、それをきっかけとして「生」そのものが分岐してしまう現
実的存在である。アリストテレスが、医術の普遍性を否定したのは、医者は健康一般を作り出すので

近藤誠:『抗がん剤は効かない』（文芸春秋、2011）、同:『ガン放置療法のすすめ 患者 150 人のすすめ』（文春
新書、2012）。慶応大学医学部の放射線科の医師である近藤は、がんは検査もせず、見つかっても放置するのが
よいとして放置療法を薦めている。そのような見解は、国際的なガン治療の研究論文の EBM の精査と、彼が臨
床でかかわってきた患者の生きたデータとを照合し、納得のいく場所を押さえた上で結論づけられている。医学
不要論は、いつの時代にも跋扈し、世間を賑わすが、近藤の立論の仕方はそのなかでも群を抜いている。

6
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はなく、個体としての人間の固有で具体的なそのつどの健康に配慮せねばならないからである 7。ど
んな医療も個体としての人間の健康にかかわらざるをえない。しかしそのための指針は疫学的データ
からは直接出てこない。さらに、現状においてエビデンスが確保されていない医療分野ではどのよう
な臨床の組み立てを行えばよいのか、最適な治療はどのようにして選択されるのかも、エビデンスか
らは出てこない 8。それゆえ上記の問いは、今後の医学や医療そのものの可能性と限界にかかわる問
いでもあるのだ。
医療サービスは、エビデンスが確立されていないからといって止めることはできない。現在の医学
研究で EBM が確立されている領域は 2 割から 3 割との報告も出ている。また、米国の内科学会に掲
載された論文のメタアナリシスの結果からは、実証されたエビデンスの耐用年数は 5 年前後であると
の見積もりも出ている

9

。そうだとすれば、EBM 以前、あるいは EBM の枠内に入ってこない医療

は、EBM とは異なる現実をもっており、それ固有の科学的プログラムとして設定可能でなければな
らない。エビデンスは科学性の保証の裏返しとして、その一時性、反証可能性、訂正可能性にさらさ
れている。そしてこのこと自体は、科学が健全であることの指標であり、そこに問題はない。むしろ
その忘却が医療への盲信や権威化に展開しがちであることが問題となる。
EBM の確立という至上命題が、現代医療がグローバルに共有し、それに便乗するひとつの物語で
あるとしても、その効用が絶大であることに疑いはない。多くの資金や人、資源が、それに応じた社
会的再編に巻き込まれている。ここでいう「物語」とは、「何らかの出来事の発端が遡及的に見出さ
れ、そこから意味の系列が再編、展開されることで最終的に現在の出来事に到達する、一連の有意味
な経験の説明枠のこと」と定義しておく

10。ある人が病気にかかることは、病の深刻さに応じて人生

の分岐を引き起こす。病は、病人とは独立の生物学的実在ではなく、当人と医療関係者、周囲の人々、
社会環境を巻き込み、彼らによって語られる「物語」の発端となり、一部となる。あるいは、共有さ
れた「病」はすでに物語の構造によって浸透されている。
このような医療従事者-患者関係における「意味のある物語」の共有および構築は、EBM 至上主義
と並行的に、NBM（Narrative Based Medicine）もしくは単に NM（Narrative Medicine）という
医療的立場として注目され始めている

11。ナラティブ・アプローチは、医学が特定する疾病が、これ

7 アリストテレス:『形而上学（上）
』（出隆訳、岩波文庫、1959）、22 頁以下、あるいは『ニコマコス倫理学』
（林一功訳、京都大学出版会 2002）、24 頁参照。
8 統計学に基づくエビデンスや証拠、根拠をどのように扱うのかに関しては、下記を参照。ベイズ主義と頻度主
義という証拠の意味づけについての正反対の立場の論争がまとめられている。E.ソーバー:『科学と証拠―統計の
哲学入門』（松王政浩訳、名古屋大学出版会、2012）。
9 K.G. Shojania, M. Sampson, M.T. et al. “How quickly do systematic reviews go out of date? A survival
analysis”, Annals of Internal Medicine,vol.147, 2007, p.224-33.
10 R.シャロンは、物語（ナラティブ）を「語り手、聴き手、時間経過、筋書き、そして目的を備えたストーリ
ー」として定義づけており、その特徴として 1）時間性、2）個別性、3）因果性、4）間主観性、5）倫理性を挙
げている。R.シャロン:『ナラティブ・メディスン 物語能力が医療を変える』（斎藤清二・岸本寛史・宮田靖
志・山本和利訳、医学書院、2011）。
11 R.シャロン: 前掲書 2011、J.P.メザ・D.S.パサーマン:『ナラティブとエビデンスの間』
（岩田健太郎訳、メデ
ィカル・サイエンス・インターナショナル、2013）参照。精神科臨床におけるナラティブの役割に関しては、加
藤敏:『統合失調症の語りと傾聴 EBM から NBM へ』（金剛出版、2005）に詳しい。
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まで生物学的な領域に限定され、その枠内だけで済むと過信されていたことを告発する。それはまた、
「病」や「障害」という経験が「言説的」
、
「社会的」に構成されていることを強調する立場（社会構
築主義）から派生する臨床応用事例のひとつでもある

12。

哲学分野でいえば、患者や医療従事者という当事者の「語り」
、もしくは「インタヴュー」から臨床
の現実を物語化し、
「隠された意味」や「主体の形成」を論じるナラティブや看護の「現象学」が現れ
てもいる

13。ただし、当事者の語りを重視し、そこから言表を組み上げ直すことで当人の現実を再構

成する手法は、図らずも精神分析が培ってきた臨床経験へと近づいていく

14。そこで構成される物語

は、当事者（精神分析では被分析者）や、その経験を共有するものにとって、自らが語らずに行って
きたことの意味的再編ないし、そこからの距離化のためのきっかけになり、経験を持たないものにと
っては病者や医療従事者の現実の一面を垣間見るためのきっかけとなる。そして、そこまではよいの
である。問題は、そうした試みの多くが、次の臨床の経験へとどのように「接続」されていくのか、
そして患者や医療従事者の経験の「変化」にどのように開かれるのかの検討がなされずにとどまるこ
とである。仮にこの局面に分析的まなざしが届かなければ、事後的説明の文学的読み物になってしま
う危険が多分にある。あるいは、記述的吟味を拒む神秘化に一気に傾いてしまう。そうした批判を避
けるためにも、ナラティブ・アプローチないし物語の経験は、1）臨床経験での種々のシステム的連
動関係に働きかける効用として、どのようなモードをもつのか、そして 2）当事者の体験世界の変容
や拡張という経験の変化可能性とどのように接続しうるのかという追加の問いを設定する必要があ

12

美馬達哉:『リスク化される身体』
（青土社、2012）、K.J.ガーゲン:『あなたへの社会構成主義』（東村知子
訳、ナカニシヤ出版、2004）参照。
13 村上靖彦:『摘便とお花見』
（医学書院、2013）、西村ユミ:『語りかける身体』（ゆみる出版、2001）参照。ま
た、福島真人:『学習の生態学 リスク・実験・高信頼性』（東京大学出版会、2010）における第 1 章「野生の知
識工学 『暗黙知』の民族誌のための序論」では、文化人類学や民俗学におけるインタヴュー研究の限界と陥穽
について、また、語られない知識に含まれる社会科学的、心理学的、現象学的問題の検討が行われている。
14 村上の近著（村上靖彦:前掲書 2013）では、全ての解釈が看護師の語りに基づいて行われている。語りのなか
から、語られないことや矛盾、意味や定義の動揺、感情の動き、自己評価の変動が推測され、そこから看護行為
の主体の形成や行為連関の再組織化が起こった場所を見定めるように論じられている。そもそも語られたことと
実際に行っていることが「ズレる」のはごく当たり前のことである。問題は、この経験のズレをどのように取り
扱うかで、その後の探究の展開に分岐が生じることである。たとえば、語りの中で形成されたと推測される主体
と、現実の看護行為のさなかで行われたであろう新たな行為の組織化にはどのような関係があるのか。仮に語り
の主体形成が行われたとする場面を、観察者が、語りからの推測ではなく、実際に観察していた場合、語りの主
体は自らにどのような変化が起きているのかには気づかず、行為の連関だけがおのずと組織化されるといったこ
とが観察されうる。それは語りや、語る主体の「無意識」とは異なる現実の行為の組織化の局面である。現実の
行為の組織化は、語りから推測される主体化や組織化に先立つ、もしくは独立である可能性が高い。その場合、
語られた事柄とは何の有意味な連関もない組織化のきっかけが観察を通して見出されうる。それは現象学的に
は、当人さえ気づいていない体験世界の特徴の取り出しになる。こうした探究手法は、当人や解釈者の意味理解
では届かない経験の動きに、語りやインタヴューから接近する以外の可能性を示唆している。現実の行為として
実行される組織化と、語りの中で推測される組織化は、同じものになるとは思えない。その場合、この推測的記
述と観察的記述のズレは何を意味するのかが、現象学的にも考慮されるべき課題となる。かりに当事者の言表だ
けに基づいて主体の形成を見届けるのだとすれば、それはやはり精神分析の臨床にかなり近いところにある。そ
うはいっても、たとえばフロイトは、患者の言表を信じることはせず、その背景で作動している経験を、臨床場
面で実際に観察しながら、つまり語りと観察という両軸を用いて個人の特異的世界に迫る解釈を組み立てていた
はずである。またラカン派では、この点がさらにラディカルになる。つまり「語り主の語りをそもそも理解して
はいけない」というのが、臨床原則のひとつであり、それは被分析者が仕掛ける有意味性の罠を避けるための戦
略である。B.フィンク:『精神分析技法の基礎 ラカン派臨床の実際』（椿田貴史・中西信之・信友建志・上尾真
道訳、精神書房、2012）参照。
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る。それはまた、物語の経験を、物語ると同時に異なる経験の運動に連接していく「遂行的物語」と
して理解することをも意味している。

３．物語／意味の効用
EBM の確立に欠かせない RCT および二重盲検法による統計データは、薬剤や施術法の有意性を
保証すると同時に、排除されるべき「プラセボ効果」をも実証している。つまり、制御困難さが付き
まとうとはいえ、被験者によっては偽薬であっても一定程度効いてしまうという現実がある。その効
果が単なる思い込みであったとしても、思い込みで痛みが緩和したのであれば、そこには必ず生物学
的、神経学的、生理的変化が相関している

15。プラセボ効果の心理・生理的メカニズムについては、

「エンドルフィン経路」や「生化学的ストレス経路」というように、いくつかの仮説が出ているが、
いまだ解明に至ってはいない

16。というより、60

兆もの細胞の集合である人間は、何が直接原因と

なって治癒効果が出たのかという問いそのものが無効になる複雑さを備えている。にもかかわらず、
痛みの軽減、高血圧患者の血圧低下、糖尿病患者の血糖値低下、悪性腫瘍の退縮、炎症の緩和、踵骨
棘やバニオンの消失が起こることが報告されており、その逆であるノシーボ効果も容易に生じる。
物語の効用のひとつは、この生化学反応への間接影響である

17。たとえば腹部の外科手術を受ける

患者を二グループに分ける。一方の統制群は、手術前に通常の麻酔医の訪問を受け、病歴の調査と医
学的検査を行う。それに対して実験群には、同じ検査とともに、麻酔医から「術後は誰でも痛みが残
りますが、その痛みはむしろ正常であり、当然予想されることです。痛みを軽減するには、楽な姿勢
をとったり、腹部を抑えながら咳をするというように、いくつかのやり方があります。耐えられない
場合は、医師の方で強い鎮痛剤の処方もできます。こちらは看護師も含めて全面的にバックアップし
ますので、いつでも遠慮なく言ってください」というメッセージが伝えられる。こうした対応の違い
だけで、術後に処方される鎮痛剤の量が、実験群では統制群の半分に減り、実験群のほうが統制群よ
りも平均二日早く退院するという変化が生まれる

18。プラセボ効果は、偽薬の有無とは関係なく成立

し、患者が、意識的にであれ、無意識的にであれ、病と外科手術をみずからが生きる物語としてどの

15

精神療法とプラセボ効果にかかわる現代的意義に関する検討は下記に詳しい。加藤敏:「プラセボ効果の吟味
と精神療法の再評価―うつ病に力点をおいて―」、
『精神神経学雑誌』（115 巻 8 号、2013）、887-900 頁。
16 H.ブローディ:『プラシーボの治癒力』(伊藤はるみ訳、日本教文社、2004)参照。またプラセボの歴史的経緯
および現代的意味の検討については、A.シャピロ、E.シャピロ:『パワフル・プラセボ‐古代の祈祷師から現代の
医師まで』（赤居正美・滝川一興・藤谷順子訳、共同医書出版社、2003）、S.シン、E.エツァート:『代替医療の
トリック』（青木薫訳、新潮社、2010）、P.ルモワンヌ:『偽薬のミステリー』（小野克彦、山田浩之訳、紀伊國屋
書店、2005）、広瀬弘忠:『心の潜在力 プラシーボ効果』（朝日新聞社、2001）、B.ゴールドエイカー:『デタラ
メ健康科学』
（梶山あゆみ訳、河出書房新社、2011）が参考になる。
17 最近のプラセボ効果の実証に関しては、以下を参照。機序には不明な点が多いが、痛み、パーキンソン病、鬱
病に関する効果が実証されたとしている。D.Murray; A.J.Stoessl, “Mechanisms and therapeutic implications
of the placebo effect in neurological and psychiatric conditions”, Pharmacology & Therapeutics 2013 Dec;
Vol. 140 (3), pp. 306-18.
18 L. D. Egbert, G. E. Battit, C. E. Welch, M.K. Bartlett, “Reduction of Post-Operative Pain by
Encouragement and Instruction of Patients”, New England Journal of Medicine 270, p.825-827, 1964.
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ように意味づけるかに応じて変化する。
この例では、術後の患者の変化を誘導するために「正常性への偏向」と「状況の自己コントロール」
という二つの戦略が用いられている。前者は、痛みが誰にとっても起こりうる出来事であり、順調に
回復に向かっている兆候であるという認識を与え、後者は、当人が取りうる選択肢によって事態をい
つでも調整、改善できるという自己認識を与える。これらが事前の予測枠となって患者の経験のうち
に、術後の緊張を緩和し、不用意なパニックを避け、不安や恐怖といった感情の動きを抑制するため
の制御変数を作り出している。そしてそのことが同時に、生理的、生物学的身体との連動関係を間接
的に変化させると予想される。ここでの物語はその意味でも、単に教訓や寓話として読み聞かされる
ようなものではなく、経験と行為を再組織化するきっかけとしての「遂行的物語」とでも呼ぶべきも
のとなる

19。

医療従事者として「患者の経験に寄り添うこと」
、
「患者の経験を動かすこと」
、
「患者の経験に巻き
込まれること」といったすべてが、物語を媒介しつつ、治癒プロセスに非線形的に関与する。そこに
は、表出される言動の背後で作動している、
「まなざし」や「声」、
「語気」、
「呼吸」
、
「身振り」
、
「立ち
振る舞い」といった多くの非意識的な変数が関連している

20。上述のメッセージを、患者の目を見ず

にぶっきらぼうに伝えれば、それ相応の反応が生まれないことも確かであろう

21。つまりそれらは、

言語使用や意味内容を超えて、経験の非意識的裾野にまで浸透する対人プロセスの駆動要因であり、
発汗や血圧変化、血糖値の変動をコントロールする自律神経系や内分泌系と密接かつ間接的に連動す
る。
なぜ単なる「意味」や「物語」がそうした効用をもつのか。この問い自体はとても厄介で、解明を
当初から拒むような性質をもつ。たとえば、この薬は絶対に効くと自分に言い聞かせて飲んだとして
も、それで効き目が出るわけではない。それは怪我をして痛んでいる部位を見ながら、痛くない痛く
ないと念じても痛みが緩和されないことと同じである。にもかかわらず、信頼のおける他者にこの薬
は効くと勧められたり、種々の外因的きっかけが複合化することで、意図せぬ効用が発動する。
おそらく物語は、心的システムに閉じているだけでは効果が限定される
19

22。また薬効等については

遂行的物語という語が意味するのは、行為としての「語ること」に限定されてはいない。むしろ語り（物語行
為）と語られたこと（物語）の双方が、産出プロセスと産出物の循環を起こすように、経験の固有なまとまりを
形成していくことを基本としている。語る行為は、傾聴者と語られた内実に制約されながら、語りそのもののモ
ードを変える。こうした規定は、語られた物事における「語ることの不在」や「その回収不能性」といった哲学
研究者には周知の思考の枠組みを回避する戦略でもある。
20 この問題は、精神医学における「暗示」の経験の近傍にある。P.ジャネは暗示について「ひとりの人間が今ひ
とり別な人間に影響をおよぼし、その人が意思的な合意という媒介なしに行動する、そのような影響力」である
と述べており、明確な対人的同意なしに働いてしまう経験と行為の組織化力を意味している。P.ジャネ:『心理学
的自動症』（松本雅彦訳、みすず書房、2013）、135 頁以下参照。ジャネの暗示についての詳細な検討および臨床
経験からの固有な洞察については、岡一太郎:「暗示とその周辺問題」、
『精神神経学雑誌』（115 巻、9 号、
2013）933-952 頁が詳しい。
21 プラセボ効果を最大限に活用する工夫のひとつは、患者と医者が「共に」臨床にかかわっているという経験を
積み重ねることである。それはたとえば、血圧の値を機材を介して共に覗き込んだり、問題のある身体部位に一
緒に触れたり、胃カメラの様子を実況を踏まえて共に見るような共同行為である。神田橋條治:『神田橋條治 医
学部講義』（黒木俊秀・かしまえりこ編、創元社、2013）151 頁以下参照。
22 以下、システムの設定に関しては、ルーマンのオートポイエティックなシステム論を下敷きにしている。心的
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経験の実感をともなう過去の履歴ネットワークが関与している。しかもその場合は、他者にすでにそ
の薬効を口外し、物語の共有ないし強化を試みている可能性もある。あるいは、普段より高価な薬を
買ったという経済システムへの参与履歴も考えられうる。その意味でも物語は、社会システムのコミ
ュニケーションとして産出され、断続的にであっても産出されつづけることで、心的システムの意味
の実感と連動している必要があると予想される。遂行的物語では、当初より複数のシステムの連動関
係が成立している。周囲から顔色が悪いと言われたことで、本当に体調が優れなくなることはよくあ
る。また、同僚の一人にそっけない反応をされただけで、社内全体が自分を排除するよう画策してい
るという筋書きが読み込まれることもある。こうした事例では、社会システム（コミュニケーション）
、
心的システム（心的意味とその実感）
、生体システム（生化学経路、神経システムを含む）という三つ
のシステムの複合連動が想定され、その中で固有な物語が遂行されている

23。それらシステムは単純

因果で結ばれることはありえないが、やむを得ない簡便化として考慮してみても、次の６つの線型連
動パターンが挙げられる。

①生物医学的物語とその変化

病のかたち

①-1 生体システム→心的システム→社会システム

（各種疾病、病覚あり）

①-2 生体システム→社会システム→心的システム

（各種疾病、病覚なし）

②個人的病の履歴とその変化
②-1 心的システム→生体システム→社会システム

（身体表現性障害）

②-2 心的システム→社会システム→生体システム

（適応障害、強迫性障害）

③社会的病理とその変化
③-1 社会システム→心的システム→生体システム

（環境ストレス、病覚あり）

③-2 社会システム→生体システム→心的システム

（環境ストレス、病覚なし）

どのシステムを起点とするかで構成される物語は変化する。①の生体システムを起点とするものは、
生物学的医学が提示する「病」の出現という物語である。②の心的システムを起点とするものは、個
人が感じ取る病の出現であり、③の社会システムを起点とするものは、社会環境に由来するか、社会
が構成する病の出現となる。
システムについては、N.Luhmann: “Die Autopoiesis des Bewußtseins“, Soziale Welt 36, 1985, S.402-446 を参
照。ルーマンによるシステムの一般的理解に関しては、N.ルーマン:『社会システム理論 上』（佐藤勉監訳、恒
星社厚生閣、1993）および、G.クニール・A.ナセヒ:『ルーマン 社会システム理論』（舘野受男、野崎和義、池
田貞夫訳、新泉社、1995）が参考になる。
23 さらに本来は、行為や動作の系列としての身体システムも設定する必要がある。しかしここでは、身体行為の
変化はコミュニケーションとして社会システム内に産出されるものとして把握しておく。後に詳細を論じるが、
リハビリテーションや精神療法の臨床において問題になっているのは、コミュニケーションされた身体だけでは
ないし、物語られる身体だけでもない。身体そのものや、その運動、動作、行為にかかわる現実は、意味的、物
語的現実と重複しつつも、それに限定される経験ではない。
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ナラティブを活用するセラピーがその効用として用いている連動関係は、②-2 の「心的システム→
社会システム→生体システム」および③-1 の「社会システム→心的システム→生体システム」である。
より精確には、②-2 という個人的思考の習い性を、③-１の社会的コミュニケーションの場で共有し、
コミュニケーションのかたちを変化させることで、心的システムの意味の実感を書き換え、心的シス
テムの動きのパターンを別様に組織化することであろう。ナラティブ・アプローチでは明確に語られ
ないが、そのことが結果として生体システムへの間接的変化も引き起こしている可能性が高い。物語
経験についての現象学的分析はこうした局面において、心的システムと社会システムの連動のモード
を発見し、連動関係そのものに変化を与える手がかりとしての体験世界の記述へと入り込むことにな
る

24。

４．遂行的物語
システム間の連動を貫くようにして体験される物語が、遂行的物語である。それは、当人が意識的、
意図的であることとは関係なく、併存する複数のシステムへと新しい変数を提供し、間接影響を与え
ることが条件となる。それは同時に、その意味的文脈とは独立に当人の体験世界の変化につながるも
のである必要がある

25。

病の経験を、遂行的物語として実行することは、それを体験するものが、みずからを別様な経験へ
と開いていくきっかけを手にすることを意味する。ナラティブ・アプローチにおける語りとその物語
は、患者が語ることを他者が傾聴し、新たな物語として語り直すというプロセスを何度も潜り抜けさ
せる中で、当人の経験に新しい変数を出現させ、体験世界の再組織化へと届かせようとするものであ
る。遂行的物語がどのような機能モードをもつのか、以下で検討する。

①問題の外在化

26

ニーチェが自分の痛みを「犬」と呼んだように、病の辛さや問題現象に名辞を与え、他人に共有し
てもらうことは、それら病的経験から一歩距離を取ることを可能にする

27。何が当人にとっての問題

であるのか、問題そのものの構造を社会システム内で浮き彫りにすることが、ナラティブ・セラピー

24

体験世界については、拙書:『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション』（春風社、
2012）参照。
25 映画や小説といった日常の経験とは異なる物語が、有意味性の経験として、多くの機能性をもっていることは
明らかである。なぜ私たちがそうしたものを好むのかには、おそらく多様な理由と、効用がある。一見するだけ
でも、1）経験の切り替え、区切りをつけること、2）感情の疑似体験、3）共感モードの発見、4）安心感の再確
認、5）心的緊張の緩和、6）共に観賞するものとの信頼関係の形成、といった様々なことが意味的物語の経験に
は含まれている。そしてそれらの背後では、恐怖や不安、辛さの疑似体験のさなかであっても、独特の「快」の
情動が作動している。すでにデカルトは、『情念論』の中で不快感や悲しみのさなかで同時に作動する「快」の
経験について指摘しており、その快を、人間に固有な情念である「内的情動」
、「知的喜び」と定義づけている。
R.デカルト:『省察・情念論』（井上庄七・森啓・野田又夫訳、中公クラシックス、2002）、91 節、147 節参照。
26 M.ホワイト・D.エプストン:『物語としての家族』
（小森康永訳、金剛出版、1992）参照。
27 F.ニーチェ:『悦ばしき知識』
（信太正三訳、ちくま学芸文庫 1993）329 頁。
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での焦点となる

28。それは、隙間のない感情の動きに対して、別種の感情の動きが起こりうる余地を

開き、増幅した感情が注意を変質させていたことにも気づくきっかけとなる。この場合、問題そのも
のを外在化することに力点があるのであって、その原因を追究することが求められてはいない。原因
の追及は、それが当人の内面に及ぼうと（原因の内在化）
、当人とは異なる外的なものに及ぼうと（原
因の外在化）、どちらであっても、自分や他人を責め立てるように感情を動かすことで、むしろ問題
を強化する。原因を理解すれば、疾病や症状が改善されるという保証はなく、むしろ安易な原因の除
去は、別の新たな原因を出現させ、問題をより強固で厄介なものにする

29。ここでも病因論的アプロ

ーチはほとんど役に立たない。重要なのは、原因を追究することで問題を解決するのではなく、事後
的因果の思考構造そのもののかたちや、問題に固着する感情の動きを変えることで、問題そのものを
矮小化し、解消してしまうことである。

②語りの二重作動
信頼のおける相手に、語り手がただ語りつづけるだけで、そのときの困難な局面を通過してしまう
ことがある。語り手は、話の内容を正確に伝えたいのでも、何か適切な助言を受けたいのでもない。
問題を共有して解決するのではなく、ただただ言いたいのである。したがって場合によって聴き手は、
話を聞かずに、適度な相槌を打っているだけでもよい。
「ただただ語りたい」という経験の実行では、
他者にその場に居合わせてもらうことで、語り手は語りながら、語りの内容とは独立の経験の組織化
を行っている

30。キリスト教的な告解も、精神療法も、この語りの二重作動を部分的に活用してきた

はずである。
何かを思い出して語るというより、とにかく言葉を絶やさないようにして語るなかで、むしろ記憶
が誘発される。というより、誘発された記憶はすでに言語的に分節化された異なる記憶になっている。
こうした語りを行うことで、1）記憶に言語的なまとまりとしての区切りと再配置を与え、2）感情を
再度呼び起こしながら、語られる物語に釣り合う感情の作動へと誘導し、3）それに応じた緊張の解
除とその感触をつかみ、4）傾聴してくれる相手への信頼の確認を行う、といった多くの経験が同時
に実行されていると予想される。語ることには、事柄の深刻さに応じた、速度や強度、あるいはそれ
らの適切な分配がある。内面にうごめく過剰な経験の運動を、それに見合う音と記号の連続的排出と
いう強度的、速度的経験に変換することは、発話以前の小児の経験にも含まれているはずである。

28

ケアにまつわる問題点とナラティブ・アプローチの格子を、システマティックに理解する入門書として下記の
ものが参考になる。野口裕二:『物語としてのケア ナラティヴ・アプローチの世界へ』
（医学書院、2002）。
29 ビンスワンガーはうつ病に典型的なこの無限遡及的な構造を、
「主題の交代可能性」と呼んでいる。L.ビンス
ワンガー:『うつ病と躁病』（山本巌夫他訳、みすず書房、1972）、27 頁。
30 この語りの二重作動は、言語行為論の「発話行為」や「発話内行為」
、「発話媒介行為」とは異なる水準の経験
として設定してある。語りの間には、発話内行為も、発話媒介行為も行われており、他者や社会とのかかわりの
中で「有意味な行為」を要求し、依頼し、宣誓することはごく普通のことである。そしてここでは、それらすべ
てが行われている最中であっても、それらとは独立に起こる当人の経験の再組織化のレヴェルへと届かせようと
している。言語行為論に関しては J.L.オースティン:『言語と行為』(坂本百大訳、大修館書店、1978)参照。
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③遂行的筋書き
物語には、結末へと向かう筋書きがあり、その筋書きには特定のタイプがある。どのような筋書き
が選択されているかで、システム間の連動の仕方が変化する。股関節骨折をして、リハビリ訓練を行
う高齢者へのインタヴュー調査と、その後の回復度合いの相関を分析したデータがある

31。インタヴ

ューを行ってみると、病を意味づける患者に異なるグループがあることが判明した。一方のグループ
は、骨折という問題を特に気にもせず、自分ではどうにもならない災難だったと屈託なく話せる群で
あり、もう一方のグループは、骨折の問題を自分の内面に関係づけ、それが元来の器質性のものだと
深刻視している群である。これら二群の 6 か月後の歩行機能の改善状況を追跡調査したところ、病の
意味づけを、自分の内面とは独立の災難として受け入れている群が、圧倒的な良好さを示したのであ
る。一方のグループは、病を、自己の制御を外れたところからやってきた事故のように事実記述する
傾向があり、他のグループは、病をきっかけに過去の生活を含めた人生の履歴を反省し、消極的に記
述する傾向がある

32。このような物語の筋書きの違いが、どのような機序で回復プロセスに関与して

いるのかは、依然不明であるが、病の経験を経たのちの「レジリエンス（回復力）
」に関連することは
確かである

33。

みずから心臓発作とガンから生還した社会学者 A.フランクが述べているように、選択される物語
には、
「混沌(chaos)」
、
「回復(restitution)」
、
「冒険的探求（quest）
」といったタイプを指定できそうで
ある

34。
「混沌」の物語では進むべく指針の一切がないまま、病的事態が進展し、主体はそれに振り

回される。「回復」の物語では、「理想的な健康」が医者等によって外挿され、病因の除去とともに、
そこへ収束するように回復が達成される。多くの病はこの物語として実行され、それによって見通し
と安心感が提供される。そうはいっても、慢性疾患や完治の見込みがない重篤な病も存在する。その
場合、回復や完治は選択されるべき結末ではなく、収束ポイントがそもそも存在しない。それでもな
お自らが変化し、経験を拡張するように多くの因子を調整しながら前進する経験プロセスがあるとす
れば、それが「探求」の物語となる。それは、何が起きるか分からない偶発的な現実を悲嘆すること
も、過信することも、臆することもなく、生きることの中に細かなまなざしを向け、経験が一歩でも
前進することだけを日々の希望として行為する、そのような生き方である

35。様々な苦痛に苛まれた

31 J.M. Borkan, M.Quirk, M.Sullivan: “Finding meaning after the fall: Injury from elderly hip fracture
patients”, Social Science and Medicine, vol.33, 1991, p.947-957.
32 デカルトの道徳論に「自己の能力の及ばぬものへの無関心」というものがある。これは、後悔や未練の感情を
作動させないためのデカルト道徳規則のひとつである。それ以外に「理性の有効使用」と「理性が勧告した事柄
を実行するという堅固たる決意」が道徳規則を構成しており、それらを通じて魂の平安が獲得されるという。こ
うした古典的な規定の有効性が、ナラティブという経験上で再び吟味されることになる。R.デカルト:「エリザベ
ト宛書簡」
、『デカルト著作集 3』（竹田篤司訳、白水社 2001）、319 頁。
33 A.ゾッリ・A.M.ヒーリー:『レジリエンス
あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か』（須川綾子
訳、ダイヤモンド社、2013）、第 4 章参照。
34 A.W.フランク:『傷ついた物語の語り手
身体・病・倫理』
（鈴木智之訳、ゆみる出版 2002）および、ブロー
ディ:前掲書 2002 も参照。
35 A.W.フランクは前掲書 2002、180 頁で、
「探求」の語りの事例として、オリヴァー・サックス:『左足をとり
もどすまで』(金沢泰子訳、晶文社、1994)等を取り上げているが、それら事例に共通する特性は、「こんな目に
あうなんてことを決して好きで選んだわけじゃないわ。でも、私の中で変わっていくものがあるというのはいい
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ニーチェは、生きることがすなわち航海を伴う冒険であるような生を選択することで、「大いなる健
康」に達すると述べている

36。

どのような物語が遂行的に実行されるのかには、当人が選択してきた生き方の「履歴」が関連して
おり、遂行的な筋書きに応じて、経験と行為の選択の幅に拡張ないし縮小が起きる。テロ攻撃等の人
災や自然災害、あるいは病死によって親愛な人を喪失した人々が PTSD を発症する割合は、最大でも
集団の 3 割ほどに抑えられるという報告がある

37。その場合、7

割近くの人にとって悲劇の意味づけ

は、混沌でも、回復でもなく、探求の物語として実行されている可能性がある。あるいは、いつでも
多様なタイプの物語に接続可能な経験の自在さがおのずと習得されていると思われる

38。

※※
先に物語の効用として「正常性への偏向」および「状況の自己コントロール」について指摘した。
これらも物語の筋を決め、心的システムの実感に働きかける固有の変数である。とりわけ「状況の自
己コントロール」は、「生体システム」と密接に連動することが実験的にも実証されている。精神科
医のルモワンヌが、このことを示す実験を報告している。まず、全体の半数のラットに定着するよう
に悪性腫瘍細胞（ウォーカー256 肉腫）を皮下注射で移植した後に、それらを三群に分ける。第一群
は統制群であり、平穏な状況のゲージに放置する。第二群は回避行動がとれないようにしたまま電気
ショックを与える。第三群には、電気ショックは与えるがペダルを踏むことでショックを回避できる
仕掛けをしておく。第三群の電気ショックの解除は、第二群のショックも中断するようになっている。
つまり、二群と三群は完全に等量のショックを受けている。一月後、すべてのラットの組織検査を行
った結果、腫瘍の定着率は、統制群 54％、二群 63%、三群 27%であったという

39。この結果は、環

境状況およびストレスに対する自己制御能力の行使およびその効果の実感が、腫瘍の定着に対して何
らかの働きを誘発するらしいことを示している。この場合、マウスが「意味のある物語」を、つまり
自分に降りかかる困難を克服するという物語を経験していたかどうかはどうでもよい。むしろ重要な
のは、環境の変化ないしそれに基づくストレスの制御を、予期を含んだ行為の再組織化の結果として
おのずと実行できるということが、生体システムの健全さに大きな役割を担っているということであ
る。ここでは、
「意味」や「物語」の一歩先にある経験と行為の組織化の問題が暗示されている。
わね。そこにいたるには、ぎりぎり限界までいかなければならなかったのでしょうけれど」という言い回しに含
まれている。芥川龍之介の『一塊の土』のお民の生き方も「探究」の物語の参考になると筆者は考えている。
36F.ニーチェ:前掲書、1993、456 頁参照。
37 A.ゾッリ・A.M.ヒーリー:前掲書 2013、166 頁参照。ただし自然災害では、人災よりも PTSD 発症率が低か
ったり、男性のほうが女性よりも発症率が低いといった、発症要因に関する多様な差異があることも確かであ
る。Kessler, R.C., Sonnega, E.J., Bromet, M., et al.:“Posttraumatic stress disorder in the national
comorbidity survey”, Archives of General Psychiatry, 52, 1995, 1048-1060.
38 物語に縛られること自体が、経験の自由度を狭め、レジリエンスを低下させる脆弱性につながることを指摘す
るものはそれほど多くないが、下記はそのひとつである。「意味のダンス」や収束点のない「無限のゲーム」と
いったアナロジーに訴えざるをえない経験に届かせようとしている。K.J.ガーゲン・J.ケイ:「ナラティブモデル
を超えて」
、『ナラティヴ・セラピー』（S.マクナミー、K.J.ガーゲン編、野口裕二、野村直樹訳、金剛出版、
1997）、183-218 頁参照。
39 P.ルモワンヌ:前掲書 2005、102 頁以下参照。
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５．物語を超えて：臨床という現実
社会構築主義は、病や障害を社会的、文化的、歴史的な産物と捉える。それには相応の理由があり、
フーコーが発見したように、言説ネットワークの履歴を縫うようにして現実が出現する、そうした場
所は確かにある

40。
事実と呼ばれるものは、根の深い共同主観的な社会ネットワークの中で構成され、

それとしてすでにナラティブに浸食されている。そこでは、私たちの「身体」さえも社会的産物に還
元されている。病にかかるのも、障害をかかえるのも、社会的産物としての身体であり、社会の意味
づけや物語が変化すれば、病的な身体それ自体も変化する。
しかし他方で、本当にそれで「生きた身体」の問題が汲み尽くされるのかという素朴な疑問は残る。
むしろ、そこにも現実の喪失の一種があるように思われる。純粋に解剖学的で、生理学的な身体が存
在しないのは、医療制度と医療技術の進歩という社会的履歴の恣意性と操作性がそこに浸食している
からである。また、病や障害の意味を変え、行為連関の再編を行い、社会への参与ネットワークを拡
充する、そうした遂行的物語も確かに存在する。ここまではすべて認めうることである。
しかし、そこでの現実は、たとえば片麻痺患者の動かない手を動かすことにどれほど貢献しうるの
か。あるいは、麻痺した身体の廃用といった二次障害を避けることにどれほど寄与するのであろうか。
動かない手に様々な意味を重ねることはでき、その四肢では参与できない社会的枠組みの偏狭さを批
判することもできる。そしてそこから、社会制度や世間一般の意味理解そのものの変革を促すことも
当然可能である。とはいえ、病の経験とは本当にそうしたことだけで解消可能なのか。あるいは、大
腿部を骨折したアスリートが、解剖学的、神経学的処置が首尾よく行われた後でも、以前のパフォー
マンスが戻らず、自らの身体感覚の違和を感じつづけているとき、その変容した体感は、意味や物語
を通じて再度変化するのであろうか。ナラティブが運動機能の変化に何をなしうるのかはほとんど謎
であり、それは、統合失調症圏や自閉症圏の経験にとっても同様である

41。

手のリーチング動作の改善や、廃用の回避、自己体感の再形成は、リハビリテーション医療の課題
である。おそらく身体の課題をこのように設定すると、それはパーソンズ流の「機能主義」やパース
流の「実用主義」であるという批判が構築主義からは持ち上がると思われる。つまり「病」や「障害」
は、社会的、制度的枠組みが要請する「正常からの逸脱」という基準で振り分けられた言説的産物で
あり、それに気づけないことへの無知さが指摘されるのである。とはいえ、本当に深刻な問題とは、
M.フーコー:『知の考古学』（慎改康之訳、河出文庫、2012）。
日野原は、統合失調者の発話を詳細に記録することで、そこに含まれる固有な強度的経験の周期を見出し、そ
れを言語使用の時制モードの変化と対応づける試みを行っている。日野原圭:「言語化された自然」
、『新世紀の精
神科治療（8）病の自然経過と精神療法』（中山書店、2003）所収、192-219 頁参照。また、浦野の発達障害児へ
のアプローチは、児童に対して補助者が背後からささやくことで、児童そのものの注意を背後の人物へと焦点化
させることなく、児童の自発的な発話や行為の「予期」を児童の中に変数化する試みである。この行為の共同産
出の履歴が、当人の制御変数となり、そしてそこから使うことも、使わないこともできるといった「自己制御変
数」に展開できるかが焦点となる。浦野茂・水川善文・中村和生:「社会生活技能訓練における発話の共同産出―
広汎性発達障害児への療育場面でのエスノメソドロジー―」
、『三重県立大学紀要 16』（2012、1-10 頁）参照。

40
41
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社会ネットワークへの参与の要求基準や、正常発達という統計的かつ外的な基準に適うかどうかで、
身体の「機能」や「実用性」が設定され、判定されていることではないのか。
そもそも呼吸や嚥下、歩行、走行といった基礎的な身体動作は、社会的に要請されて発達するので
も、基準を外部から当てがわれて発達するのでもない。むしろそうした行為は、子どもがみずからの
経験を展開するさいにおのずと習得してしまう副産物のようなものである。その副産物を、結果とし
て「機能性」や「実用性」と呼んでいるのが現状である。とすれば、副産物としての機能に到達する
以前であっても、そこには豊かな身体経験が隠されており、そうした経験は、いまだ機能ではなく、
機能障害でもない。社会制度や言説とは独立に作動する身体性のレヴェルがある

42。そもそも言説の

水準には出現してこないまま、世代を超えて受け継がれるような身体性である。システム的には、社
会システムや心的システムと連動しつつも、独立しても作動可能な「身体（動作）システム」の形成
と発達である。そうした身体だけが出会う「環境」も当然存在する。光や重力、大気、湿度、大地と
いうのが、その形成要因であり、それらの「経験」は、現行の自然科学的手法では届かない、身体と
浸透し、相即する体験世界を記述する現象学のフィールドとなる（発達-神経現象学 developmental-

neuro-phenomenology の課題）。
身体のリハビリテーションは、こうした経験の場から、新しい自己になるための手がかりを見つけ
出し、制御変数を増やすことで、経験を複雑化し、拡張させる試みである。遂行的物語は、こうした
経験の前進を促進する変数の一つにすぎない。外側から押し付けられる基準や枠とは独立に、当人に
とってのより生き生きとした呼吸の仕方、より生き生きとした歩行の仕方はある。当人とその生が、
たとえ一歩であっても、前進し、経験を豊かにすることで、自らを常に新しく世界に開いていくこと、
そして自己と身体の変化が、世界や環境の変化と相即する場所を見出すこと、それが現象学における
「超越論」という課題の設定であり、同時に臨床の現実に即した課題の設定となる

42

43。

社会構築主義が、言語還元主義ではないことは強調されており、構築の意味と役割の反復的吟味が重要である
ことも指摘されている。しかしそれでもなお、言語的、社会的親和性の高い身体の特性へと分析が制限される傾
向にあるように思える。加藤秀一:「構築主義と身体の臨界」
、『構築主義とは何か』（上野千鶴子編、勁草書房、
2001）、159-188 頁参照。
43 この局面での現象学と超越論性の内実に関しては、前掲拙書:2012、100 頁以下参照。
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プロセスとしての臨床（２）
―― 臨床-内-存在の現象学 ――
稲垣 諭（自治医科大学）
キーワード：現象学、臨床セッション、臨床-内-存在、直観、K.ゴルトシュタン、
代償

１．臨床という経験
どのような経験であれ、そこに入り込むための最良の仕方は、明確になっているかぎりでの経験の
境界と位相を、システムとしてあらかじめ輪郭化しておくことである 1。たとえばナラティブという
経験は、言語による表出を基本とすることから、コミュニケーションを要素とする「社会システム」
の作動として特徴づけられ、その物語の意味や表象をどのような実感として受け取っているのかが
「心的システム」の作動となる。相互は密接に連動し、浸透しているが、どのように連動するのかに
応じて、浸透のモードに変化と差異が生まれる 2。その場合、この変化ないし差異が、他の相即する
システムに対して間接影響を与えると仮定することができる。たとえば、ある物語を心的システム内
でどんなにくりかえし産出しても、そのことが直ちに「生体システム」としての自律神経系や内分泌
系の質的変化にはつながらない。しかし、社会システムとの浸透の度合いが変化することで、生体シ
ステムの作動に変化が生まれることがある。ナラティブという経験の活用は、この連動関係の変化と
調整を基本としている 3。
ナラティブ・セラピーや認知行動療法、各種精神療法も含めて、それら臨床上のターゲットは、従
来の神経症圏の病理、あるいは感情・情動・気分性の障害である場合が多く、言語コミュニケーショ
ン能力も一定水準に達している必要がある。同様に、臨床医療全般がナラティブ・アプローチですく
い上げようとしているのも、患者の苦しみや不安、痛みといった感情要因と、それにまつわる社会・
倫理要因である。言語を介した患者の「心的システム」への対応が優先されているからこそ、各種心
理療法、精神療法であり、ケアである。
それに対して重度心身障害者へのナラティブ・セラピーがどのような可能性をもつのかを検討した

1

ルーマンも述べるように、システムの条件や境界が変動し、新しいシステムとして分化することは、システム
の自然である。したがって当初確定されたシステムは、探究の進展とともにくりかえし吟味され、修正されうる
ものとして考えておいた方がよい。精神分析の臨床におけるシステム的アプローチは、十川が先鞭をつけて行っ
ている。十川幸司:『来るべき精神分析のプログラム』
（講談社、2008）参照。
2 河本英夫・L.チオンピ・花村誠一・W.ブランケンブルク:『精神医学』
（青土社、1998）所収の花村論文を参
照。
3 稲垣諭:「プロセスとしての臨床（1）ナラティブという経験は何を示唆するのか」
、『エコ・フィロソフィ研
究』（エコ・フィロソフィ学際研究イニシアティブ編、2014）参照。
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試みはほとんどない。精神科医の十川も述べているが、精神分析では、器質性疾患や一部の内因性疾
患という生物学的素因にかかわる疾患は治療対象外である 4。つまり、運動障害や外科手術が必要な
器質性疾患は、ナラティブとは異なる現実に属しており、それら病や障害について患者が感じ取る感
情や情動の作動に関して、ナラティブは一定の有効性をもつ。あるいは、運動障害にさえ働きかける
ナラティブがあるとすれば（必ずあると予想される）、それそのものが探究され、開発されていかね
ばならない。そこには、声のトーンや強度、リズム、運動イメージ、触覚イメージ、オノマトペの活
用といった経験の襞に踏み入る膨大な問題が含まれており、その射程がどれほどの広がりをもつのか
さえ定かではない 5。
基本的に、感情の問題は感情を動かすことでしか対処しえないし、運動の問題は運動を通じてしか
対処できない。これは実践能力の大原則である。ただしそうであっても、あるいはそうであるからこ
そ「言語」や「認知」
、
「思考」
、
「記憶」
、
「気づき」
、
「注意」、
「内感」といった異なる経験を間接的に
活用することが不可欠となる。
運動療法が介入する身体は、言語化され、言説化される身体ではない。そうした部分があるにして
も、運動機能からは測定誤差に入ってしまうほどの影響力しかもたない。そもそも運動機能の変異は、
コミュニケーションを通して起きている現実ではないからである。かりにそうであるとすれば、それ
は社会システムや心的システムといった異なるシステムの機能不全から身体の動作不全が間接的に
引き起こされているだけである。そのような病理も確かに存在する。それはたとえば、中枢神経系障
害による「麻痺」と「無視」の違いに対応する。動作不全が、
「感覚麻痺」で起きている場面と、注意
や記憶という高次認知の変質である「無視」ないし「否認」によって起きている場面は、全く異なり、
臨床上の介入ポイントも別様となる。
こうした細かな経験の差異に入り込むには、たとえば「動作システム（動作単位の連鎖系列）」や
「内感システム（固有感覚・深部感覚）
」を、
「生体システム」とは異なる「身体の固有システム」と
して新たに設定した方がよい。固有システムの設定は、事象的正しさの追求よりも、臨床的な介入ポ
イントの複数化を可能にする戦略である。事象的な吟味は、臨床的かかわりの成否に応じておのずと
行われる。
患者の心的表出に一切変化がなくても、動作の系列が変化してしまう場合があり、その逆も起こり
うる。つまり、動作やその他の行為連関に一切変化がないのに、当人だけが変わった、変わったと自
嘲気味に主張を繰り返すのである。リハビリテーションや精神医学に長く携わるものであれば、動作
や行為の再組織化が当人の意識や認知とは独立に起きてしまう事例に遭遇することは多々あるはず
である。

4

十川幸司:前掲書、2008、134 頁以下。
こうした試みの一つとして、河本英夫:「言語は身体に何を語るか 1」、『白山哲学』
（東洋大学哲学科編、
2011）、125-145 参照。ダンサーにおける指導、あるいはスポーツトレーナーやコーチ、監督といったアスリー
トに語る言葉に含まれる経験の分析が主題となる。身体と言語との距離を詰めたり、疎遠にさせたりするメタフ
ァーやイメージが活用されていると予想される。

5
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臨床という経験は一人では行えない。そもそもの初めから臨床空間には、他者関係、権威関係とい
う社会的素因が織り込まれている。人はその空間に入り込むだけで、この関係のネットワークに身を
置くのであり、そのため一挙手一投足が固有システムへの間接影響因となる。その結果、臨床空間で
は、コントロールされた知の網目をどのように配備しても、それをすり抜ける経験の運動が出現して
しまう。そして、それこそが臨床の自然である。以下ではそうした複雑さを消去することも、圧縮す
ることもなく、
「臨床-内-存在」の現象学を展開したい。そのさい主な手がかりとするのは、リハビリ
テーション医療と精神医学の臨床経験である。

２．プロセスという経験
臨床経験は「プロセス（過程）
」の連続である。それは経験の運動と推移からなり、変化を伴ってい
る。だからといってプロセスは変化ではない。むしろプロセスは、変化のさなかにありながら、経験
のまとまりを作り出している当のものである。ただしそれは外部からあてがわれる全体でもなければ、
内的な規則に応じて組織化されるのでもない。たとえば、知覚プロセスには一連の変化が伴っている
が、対象が変化しても知覚というプロセスの同型性は維持される。しかし知覚が唐突に想起のプロセ
スに移行した場合、プロセスそのものの局面が変化する。その意味で、
「プロセス内の変化」と「プロ
セス自体の変化」は経験の次元が異なる 6。
また、経験の許容度あるいはシステムの数多性に応じて、異なるプロセスが併存可能であり、いく
つもの「訴訟（Prozess）
」をかかえる人がいるように、同時進行することもある。プロセスとプロセ
スの連結部では、同質の変化に変化を重ね合わせるだけでは到達できない「質的不連続」が伴う。た
だしこの不連続性は、
「知覚」と「幻覚」の同時進行が起きるように、当の経験を生きるものにとって
はなだらかに接合される場合が多々ある。村上春樹の『1Q84』では、警官の制服の軽微な変更と新聞
記事のささいな見落としへの気づきが指標となって、ある世界から別の世界へと主人公の経験が接木
されている 7。
何もかもが変わってしまっているのに、プロセスとしての世界を生きるものには、そうした指標以
外の変化が感じ取れない。プロセス自体の変化が、プロセス内の変化として縮約されることは、妄想
性経験ではごく普通のことである（臨床原理①：プロセスの変化はプロセス内の変化に縮約される）
。
こうした局面は、コンラートの初期分裂病の区分では「トレマ期」に該当し、そこでは世界そのもの
の変化ではなく、世界内の作為的な変化への気づきが亢進する 8。また、重度片麻痺患者の上肢の治
療訓練をつづけていると、ある時から「腕が重くてしんどい」という発言が聞かれることがある。以
前はそもそも腕があるという実感すらもてなかった段階から、腕の内感が創発した段階へと身体経験
6

河本英夫:『メタモルフォーゼ―オートポイエーシスの核心』（青土社、2002）、82 頁参照。
村上春樹:『1Q84 Book1』（新潮社、2009）。
8 K.コンラート:『分裂病のはじまり』
（山口直彦・安克昌・中井久夫訳、岩崎学術出版社、1994）65 頁以下参
照。
7
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のプロセスが推移している。にもかかわらず、当人は腕を感じ取れることそのことにではなく、重い
手の不自由さや辛さにだけ注意を向けている 9。
哲学研究に没頭する以前のヤスパースが、こうしたプロセスの特性を病の出現として以下のように
指摘していた。
、、、、、
「これまでの生活の発展に対して、全く新たなものが精神的生の変化によって出現するのは、発
、、、、
病期(Phase)の場合かもしれない。しかし問題になっているのが精神生活の持続的な変化である
とすれば、その出来事を私たちは（病的）プロセスと呼ぶ」 10。

ここでヤスパースは、一時的変化を意味する「ファーゼ（発病）
」から、持続的、永続的変化を意味
する「プロセス（過程）
」を区別している。プロセスが持続的であり、永続的(für immer)であるとい
うのは、たとえば分裂性経験に移行すると、治癒する見込みが全くないと考えられていたからであ
る

11。この場面でのプロセスは、病的変化を生きる主体の内側からではなく、その外部から観望する

地点で捉えられている。むしろここで重要なのは、プロセス自体が水準の異なるプロセスへと不連続、
かつ質的に飛躍するということであり、それはヤスパースが述べるように「人格の発展」とは異なる
経験の推移と変化を指し示しているということである

12。

またヤスパースは、この病的プロセスが見かけ上、静的な安定性を伴っていることも指摘している。
つまり、急性の激しい変化やシュープとは異なり、そうした局面変化に至る以前の、あるいは、その
事後に現れる中間的な凪状の経験のまとまりとしての「プロセス」も捉えている。どのような検査や
問診をしても、その人間には変化した様子を見出すことはできず、病状も落ち着いている。にもかか
わらず、その人間の何もかもが変わってしまったという確信に裏打ちされる臨床がある。プロセスは
経験の運動であるかぎり、どんなに静的に見えても微細な運動に満ちている。それは一個の細胞が同
型的に安定していようとも、その深奥ではみずから細胞内要素を解体し、熱量を変化させ、身体を丸
ごと作り変えているのと類比的である。
ヤスパースが指摘した病的プロセスとは、変転後の「不可逆な」プロセスであり、その局面に移行
してしまうと、合理的で論理的な了解も、感情移入による心理的了解も跳ね返され、了解可能性が途
9

ここで留意すべきは、気づいていないことを理由に、そこに対して注意を向けさせ、気づかせる必要が常にあ
るわけではないことである。気づかずに変化していくことはごく普通のことであり、その場面を記憶にしっかり
残しておくことが次の変化にとって必要かどうかに応じて、気づきの必要性が判定される。むしろ安易に気づか
せることが、安定化を強化することがしばしば起こる。
10 K. Jaspers, Allgemeine Psychologie Neunte unveränderte Auflage Mit 3 Abbildungen, Springer Verlag,
1973, S.581.
11 ヤスパースは、
『精神病理学原論』(1913)以前に書かれた論文では、病的プロセスを「一度に孤立して起こる
か、繰り返し全般的に起こるかして、精神生活に干渉するあらゆる移行のある、今までの人格に異質な不治の精
神生活の変化である」と述べている。K.ヤスパース:『精神病理学研究 I 』（藤森英之訳、みすず書房、1969）、
193 頁。
12 ヤスパースは人格に関連する変化を、1）人格の成長、2）人格の発展、3）人格の現出形式の動揺、4）プロ
セスを通じた永続的(für immer)変化の四つに区分しているが、病的プロセスは 4）の変化にかかわる。Vgl. K.
Jaspers: 1973, S.536.

623

絶する。人格の発展や成長との厳密な区分はできないとしつつも、ヤスパースは、このプロセスを結
果として了解可能でも、神経症圏の病理でも、実存契機でもない、（真性妄想を含む）統合失調症性
の病変として押さえようとしている

13。本稿では、このプロセスの規定を手がかりに「微細な変化の

連続」と「質的変化を伴う不連続」との織り合わせとしての臨床経験に迫ることになる。

３．プロセスとしての臨床
「病的プロセス」では、それを生きるものと観望するものとが分岐し、観望するものがそれを静的
に把握している。しかし現実の臨床場面では、この分岐そのものが病者と治療者の織り成すプロセス
に取り込まれている。その場合、病的プロセスを規定していたものが、対人的な臨床という経験にお
いて再度吟味され、大幅に拡張されなければならない

14。

①セッションの可逆性と不可逆性
何度くりかえしても、以前のセッションが帳消しにされ、何も進展していないように感じ取られる
臨床がある

15。本来であれば、順を追うようにセッションは展開し、それとともに患者の経験も変化

することが望ましい。にもかかわらず、あるセッションで患者の経験が変化しても、次の機会には、
波にさらわれる砂模様のように、一切がリセットされてしまうことが頻繁に起こる。単なる日和見話
やマッサージを行っているのではないかぎり、介入ポイントは次の変化や展開可能性を見越したうえ
で設定されているはずである。それは会話の糸口を探ることであったり、以前は聞けなかった病状の
問診であったり、あるいは先回首尾よくいった訓練の反復的復習であったりする。にもかかわらず、
それら試み一切に展開がなければ、また最初から開始せざるをえない。その意味では、どのように行
われても、どのような順序であっても大差のない問診や訓練という臨床がある。
脳神経システムの挙動からいえば、本来同じことの反復はありえない。同じ対象をくりかえし知覚
するという局所的な神経系の作動であっても、細胞集合体の脳波パターンはどれひとつとして同じに
はならないからである

16。
「同じ臨床の反復」というのは、意識レヴェルの虚構された真実にすぎず、

同じことしか見ない意識の惰性である。その意味では、臨床にかかわるものの経験が、すでに同じも
のしか見ないように組織化され、安定している。仮にそうであるとすれば、どのような理論的、仮説
K. Jaspers: 1973, S.591ff.. ただしヤスパースは、この病的プロセスの中にさらに異なるモードを見出し、
「器質的病的プロセス」を「精神的病的プロセス」から区分する。
14 精神病理学における「プロセス」概念の批判的検討と、そのモードの拡張にかかわる分析は、H.ヘーフナーに
よる以下の論考に詳しい。H.ヘーフナー:「精神病理学の基本概念としての過程と発展（Prozeß und
Entwicklung als Grundbegriffe der Psychopathologie 1963）」
、『分裂病の人間学―ドイツ精神病理学アンソロ
ジー』
（木村敏監訳、医学書院、1981）、1-81 頁参照。
15
ただひたすら耐えるセッションについては、十川幸司:『来るべき精神分析のプログラム』（講談社、2008）
171 頁以下参照。こうした場面で試されるのが臨床家の分析能力であり、吟味能力を維持し続けていることであ
る。
16 稲垣諭:「組織化としての体験」
、
『神経現象学リハビリテーション研究 vol.1 』（神経現象学リハビリテーショ
ン研究センター編、2012）、45-57 頁参照。
13

624

的、個人的枠組みで患者を診ているのかをくりかえしカッコに入れ、経験そのものをリスタートさせ
る必要が出てくる。こうした操作を「臨床的還元(clinical reduction)」と名付けておく（臨床原理②：
臨床的還元）。精神病理学者のミュラー・ズーアは、統合失調症の患者の微細な病態に迫るには、症
状論として細分化され、類型化された疾病論的特性を廃棄することなく、「カッコに入れつつ（エポ
ケーしつつ）
」
、患者の生そのものに肉薄する必要があると述べている

17。彼が「統合失調的なもの」

を「出来事」として取り出せたのも、この臨床的還元を通じてである

18。

ただしこの操作は、シェーラーがフッサールの還元理論を批判したように、単なる思考実験ではな
いし、行おうとして直ちに実行できるものでもない

19。患者をよく診ようとすればするほど、まなざ

しは見たいものしか示してはくれないからである。さらにこれに、停滞局面が連続すると、退屈さや
苛立ちという逆転移も強化され、臨床プロセス内の細かな変化が一層分からなくなるという悪循環を
産み出す。これは、
「臨床のパラドクス」とでもいうべき事態である。
同じ臨床は本来ありえない。その意味で臨床経験はいつでも不可逆なプロセスである。にもかかわ
らず、セッション相互が、その流れから取り外し可能で、順序替えできるような可逆的プロセスに見
えてしまうのは、セッションの積み重ねを貫く「通底する経験」へとまなざしが届いていないからで
ある。片麻痺の治療訓練において、あるセッションで成功した上肢の動作パターンの再獲得が、次回
へと継続しない場面を考えてみる。そこにはたとえば、

1）動作を行った以前の「場面」の想起はできても（エピソード記憶）
、そのときの動作や内感の「感
触」が戻ってこないという、動作や行為にかかわる記憶の働きやそのモードを捉え損ねている場
合（記憶モードの誤解）
、
2）以前の視覚イメージ等の想起で逆に固有な緊張が入り、動作が遂行されない場合（記憶の機能
解離と意識緊張）
、
3）想起もでき、以前の動作の感触もあるが、他の身体部位も動員されることで、ターゲットの運
H.ミュラー・ズーア:「分裂病性症状と分裂病性の印象」
、『分裂病の人間学―ドイツ精神病理学アンソロジ
ー』（木村敏監訳、医学書院、1981）、83-101 頁参照。ミュラー・ズーアの現象学の捉え方は、以下の文章に端
的に示されおり、それは後述する「臨床内病理」の問題とも関係する。特定の不可解さの印象をもつ「分裂病性
の現象は、その他のもろもろの分裂病症状とならぶもう一つの症状にすぎないようなものではなくて、分裂病症
状を通して現れ出る、固有かつ独特の現実性を帯びた人間存在の様態変化なのである。そしてこの様態変化は、
その差異づけされた現象的構造のために、臨床的・症状論的次元では把握不可能である。したがって、この分裂
病性なるものは、そこから場合によっては後にいろいろな分裂病症状が際立ってくることはあっても、程度の差
はあれ不特定で複合質的－全体的な『最初の』印象といったものにはとどまらない。真の分裂病性なるものに示
される独特の現実性は一つの現象であり、全く特定の『態度のとり方』を前提としたある種の現象学的『本質直
観』にとってのみ接近可能なものである」。
18 H.Müller-Suur: „Das Schizophrene als Ereignis“, H. Kranz, H. (Hrsg.), Psychopathologie heute, Stuttgart,
1962, S.82-93. 出来事としての統合失調性は、患者によって、ただ間接的に、過去のものとして語られる。それは
「述定に先立つ何ものか、物事とは関係のない何ものかとして、にもかかわらず、個体的で、本質的なリアルな何
ものかとして把握されねばならない。それは、それを体験する人間に襲いかかるが、それ自体は把握されえない
何ものかとして、無関係にとどまるものとしてだけ生起し、したがって比較不可能なものにとどまらざるをえな
い」。
19 シェーラーとフッサールの「還元」理解の違いについては、拙論:「行為と現実の現象学―フッサール、シェ
ーラーの現象学的探求をてがかりに」
、『実存思想論集 XXIV』（実存思想協会編、2009）、99-115 頁参照。
17
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動実行につながっていかない場合（動員部位の混乱と過剰動員）
、
4）感触もあり、実行もできるが、運動単位の連結、順序が適切に調整されない場合
（単位連結の実行計画と調整の不備）
、
5）前回の訓練後に生活シーンで用いた動作経験がマイナス要因となり、当の動作が抑制されてし
まっている場合（臨床外素因の見落とし）
、

というように、多様な要因を見出すことができ、それぞれは複合化する。そしてどのシナリオを選択
しているのかに応じて、ターゲットとなる経験も変化してしまう。それゆえ、セッション間を貫く「通
底する経験」の特定が、患者にとっての変化の兆しにつながる臨床家の中期的予測を支えると同時に、
くりかえし自らの病態の見立てを吟味する近接的指標にもなることが分かる。

②臨床の誘導
一般的には、上記のような病理の吟味を行う手前で、自分の臨床行為が患者の経験をどのように「誘
導」 20しているのかを特定する必要がある。一見するだけでも、

1）医療行為の効率化および医療者の私的事情による外的誘導、
2）患者の発言の安易な受け入れによる誘導、
3）転移性感情の固着による誘導、
4）みずからの病態仮説による誘導、
5）過去の成功例ないし反復例に基づく誘導、

といったものが考えられる。1）は、臨床という患者の経験を巻き込んだプロセスを共有するのでは
なく、制度上、職務上のシステムに載るように、あるいは医療者の感情的満足に見合うように患者を
誘導しているだけである

21。2）は、患者の発言の真意、もしくは患者が発言を通してどのような経

験をしているのかを顧みることも、問うこともなく、患者のニーズに場当たり的に応えようとしてい
る誘導である。3）は、臨床の経験をくりかえし共有することで、逆説的に情動的、感情的な関係性
の強化が行われ、それによって介入すべきポイントとは異なる場面へと注意を動員してしまうような
誘導である。リュムケが指摘したように、典型的には患者の感情運動のパターンや強度に同調した対
応を繰り返してしまう

22。4）は、自らの病態の見立てとそれに基づく治療や訓練の実行というプロ

20

ここでの「誘導」という語には強い主体的ニュアンスがあるが、臨床経験の大まかな「方向づけ」といったこ
とから、無意識的誘導といったことまでを含んだ広い意味合いで用いている。それは全体的な臨床の流れを決定
づけている方向性や傾向性のようなものであり、そこには「患者による誘導」も含まれている。
21 J.グループマン:『医者は現場でどう考えるか』
（見沢惠子訳、石風社、2011）、43 頁参照。グループマンは、
臨床経験において医師が内的感情の調整を身に着けることの重要性を説いている。ほとんどの誤診や医療ミス
は、認識にかかわる様々なバイアスに帰因し、その一因に自身の内面感情があるからである。
22 精神科臨床においてこれは特に起きやすい。後述の「プレコックス感」で周知の精神科医のリュムケが「大抵
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グラム化された誘導である

23。ただし確証バイアスを生む源泉でもあることから、臨床を通じて仮説

や訓練の吟味を行うことを主眼とする統制された誘導であるべきである。本来は、この 4）を基調と
して、2）
、3）が効果的に配置され、1）を満たすように臨床が組み立てられるのが望ましい。そのさ
い、5）の以前うまくいった臨床の経験をこっそりと 4）として用いることもたびたび起こる。その場
合には、以前の成功体験に基づくパターン認識が、逆に病態の見立てを妨害することにもなる。これ
も、数式を解くこととは異なる、臨床のパラドクスのひとつである。
こうした誘導モードの確認も含めた、セッション後の反省は、臨床プロセスを共有しているものに
しか見えない経験と、共有しているからこそ見落としてしまう経験とのギャップを調整するために行
われる。たとえば、感情を不用意に動かしてしまった場面や、躊躇や迷いの印象を与えてしまった場
面、あるいは意味のない反復を行ってしまった場面等が、臨床の継続に決定的で持続的な変化を及ぼ
すことがある。しかしそうした変化は、その場ではほとんど見えてこない。あるいは、展開に差し掛
かった場面での「一時的停滞」なのか、展開の萌芽が皆無で進むべき方向が見えてこない「持続的停
滞」なのかの区別も、臨床のさなかでは見えてこない。
また患者が発達途上の場合、経験そのものが臨床経験とは独立におのずと組織化を起こしてしまう。
体重が変化し、身長が変化すれば、それに見合った身体経験がそのつど獲得される。さらにそこに知
能の発達や自己理解の向上も加わる。そうしたことは社会環境の変化と相即している。身体的成熟と
社会における成長という二つの変数は、患者の病理と臨床プロセスにおいて極めて重要な影響力をも
つ。そのためにも家庭ないし社会における患者の発話や行動がどのように変化しているのか、あるい
はしていないのかを関係者等に問診することが必要となる。それは、臨床場面における意識レヴェル
での拒否にあうような経験が、非意識的に受け入れられているか、あるいはその逆がないかどうかを
吟味するさいにも役に立つ。リハビリでよく起こる問題は、訓練室でできる動作や行為が、自宅に戻
ると全く活用されないことである。また精神科臨床では、本人の同意があるのに薬の服用が守られな
いことがしばしば起こる。こうした問題は、表面上の意識レヴェルでの許容の非意識レヴェルでの拒
否としても理解でき、システム的な関連を明確にし、患者の経験を詳細に詰めてみなければならない。

③臨床-内-存在とその病理
疾病分類や検査項目等による病理学的分類からではなく、臨床的なかかわりの中でしか見えてこな
い病理がある。一度の臨床や患者自身の報告からでは、何も分からない病理がある。そうした病理は、
セッションの継続に応じて形を変え、あるいはセッションを通じて産み出され、くりかえし変遷する
「プロセスとしての病理」である。それは、臨床における感度と経験の中で初めて捉えられるのであ
の医師は躁病者に対して躁的に反応し、精神病質者には精神病質的に、神経症者には神経症的に反応してしま
う」と述べている。そうした反応が患者の治癒的変化につながるかどうかの吟味を経た後になされた選択である
のかどうかが焦点となる。H.C.リュムケ:「分裂病の核症状と『プレコックス感』
」（1941）、中井久夫:『中井久
夫著作集 1 巻 精神医学の経験 分裂病』（岩崎学術出版社、1984）所収論文、336 頁参照。
23 リハビリテーションのプログラム化については拙書:『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテ
ーション』（春風社、2013）参照。
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って、臨床とは独立に規定可能な経過類型のようなものではない（臨床原理③：臨床内病理の洞察）24。
中枢神経系障害により生じる右片麻痺と左片麻痺には、リハビリテーション臨床において感じ取ら
れる明らかな差異がある。それが何に由来しているのかは明確ではなくても、長年臨床にかかわるセ
ラピストであれば、その多くが共有できる経験である。たとえば患者は、左麻痺では楽天的で強引さ
が目立ち、ことの深刻さを感じ取ることや問題に直面することが困難になる傾向が強い。それに対し
て右麻痺では失語があってもどこか通じ合える実感を共有できるが、他方で知識や言語的意味に回収
してものごとを理解したがる傾向がある。失行・失認の症状も左麻痺と右麻痺とでは明らかにモード
が異なるようである

25。

これに似たものとして精神科臨床では、リュムケが導入した「プレコックス感(Präcoxgefühl)」と
いう統合失調症者を嗅ぎ分ける固有感覚があるといわれつづけてきた

26。神田橋の臨床によれば、統

合失調症と中毒性精神病の違いの判断は、この感覚の有無からスタートする

27。また花村誠一による

「強度にしたがう観察」 28もある。さらに現在の心理療法に多大な影響を与えたロジャーズは、患者
のありのままを受け入れ、喜びに満たされる「受容(acceptance)」という瞬間を治療者が潜り抜ける
ことで患者に変化が生まれると述べており

29、フォーカシングを発明したジェンドリンは、患者が

「フェルトセンス(feltsense)」という単なる情動でも、感覚でもない、社会的問題そのものの身体的
実感に形を与え、変化させる技法を生み出している

30。

おそらく、こうしたものの具体的定義を取り出そうとすれば、それこそ臨床家の数だけ内容が異な
り、またその精度を科学的に定量化しようとすれば、ほとんど信用に値しない結果になると予想され

24

「プロセス」と「経過類型」とのかかわりおよび区別について、H.ヘーフナーによる以下の論考に詳しい。
H.ヘーフナー:前掲論文、1981、4 頁以下参照。ヘーフナーは、当初の身体的、器質的な医学上の「経過」概念
が、精神的、心的経験に対しても適用されるさいに、身体的疾患の経過との対応関係が見出される精神疾患のよ
うに、うまく説明可能なものと、そうした対応関係が見られないものとが分岐し、概念上の混乱にまで発展した
と考えている。ヘーフナーは同論文で、その混乱の源であるヤスパースを乗り越えるために、ヤスパースが導入
した「精神的プロセス(psyshischer Prozess)」を、身体因による仮説に基づくことのない人間学的な規定として
以下のように再定義する「精神的過程（プロセス）とは、生命的事態や人格発展の基礎にある諸秩序から逸脱し
てはいないが、それの正常な経過からは逸脱している、ある程度不可避的な進行をとる経過連関なのであって、
この経過連関は見せかけの自己実現と世界の代用物を通じて自己および世界をある程度不可逆的な部分的隠蔽へ
と導くものである。精神的過程は、能作欠損の増大として、あるいは自己実現の可能性および現実的な世界との
関連の縮減として現れる」
（24 頁以下）
。最終的にヘーフナーは、精神疾患にかかわるプロセスを、
「解体プロセ
ス」と「精神的プロセス」に区分し、後者をさらに「変転プロセス」と「制限プロセス」に区分している。
25 リハビリテーション臨床における固有病理の指摘については、三好春樹:『身体障害学』
（雲母書房、1998）を
参照。また、人見眞理は重度脳性麻痺児の臨床像から、右麻痺傾向と左麻痺傾向という「見かけの半球優位性」
があることを剔抉し、類型化している。こうした類型化にはいまだ科学的エビデンスはないが、臨床上外せない
統制的指針となる。人見眞理:『発達とは何か』
（青土社、2012）、第 8 章以下参照。
26 H.C.リュムケ:前掲書、および中井久夫によるその解説（前掲書、329 頁以下）も参照。
27
神田橋條治:『神田橋條治 医学部講義』（黒木俊秀・かしまえりこ編、創元社、2013）参照。
28 河本英夫、L・チオンピ、花村誠一、W・ブランケンブルク:『精神医学』
（青土社、1998）、202 頁。
29 M.ブーバー、C.R.ロジャーズ:『対話』
（山田邦男監訳、春秋社、2007）61 頁以下参照。本書は、1954 年に行
われた公開討論のテープ起こしに基づいている。その討論でロジャーズは臨床経験を、ブーバーの我－汝関係と
重ね合わせようとしており、そのさいの感覚的確信として「受容」という経験を持ち出している。それに対して
ブーバーは、臨床経験には権威関係や、能力関係の差が入り込み、純粋な人間との出会いは見いだせないとロジ
ャーズの主張に反論している。しかし最終的には、ロジャーズの「受容」とブーバーの「確認」という概念の違
いがあるだけで、両者は歩み寄れる対人経験の場所を指定しているように思える。
30 E,T.ジェンドリン:『フォーカシング』
（村山正治・都留春夫・村瀬孝雄訳、福村出版、1982）参照。
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る。にもかかわらず、それらはプロセスとしての臨床を統制する重要な手がかりでありつづけている。
その意味でもそれは、科学的事実とはいえないが、「臨床内真実」とでも呼ぶべきものとなる。治療
者と患者が相互に臨床というプロセスを共有し、経験することで成立するのが「臨床-内-存在(ImKlinischen-Sein)」である。臨床-内-存在には、それ固有の真実が成立し、治療者にとってはその中で
しか見えてこない病理が出現する。それはまた後述するように、治療者と患者とがくりかえしカップ
リングの関係に入るための重要な手がかりでもある。
この臨床内病理は、治療行為を組織し、方向修正するための統制的な役割をもち、その臨床を外れ
てしまうと似非科学に位置づけられるような疑似的真実である。カントに倣えば、そうした原理は、
自然現象を基礎づける原理（構成的原理）にはなりえない。しかしそのことを肝に銘じるかぎり、そ
れを積極的に活用することはできる（臨床原理④：臨床内真実の発見と活用）。臨床内真実は、その
つどの科学の進歩に応じて、科学的事実へと転換されるか、廃棄されていく。にもかかわらず、いつ
の時代にも臨床内真実は残りつづける。それは、人間が生存をかけて活用し続けてきた「直観」能力
に関係しているからである

31。

直観とは、媒介なしに物事の本性を捉える働きである。哲学に由来するこの直観概念は、長大な歴
史的背景の中で変遷し、様々な仕方で開発されつづけてきた。有名どころを挙げてみても、感性的直
観（カント）
、知的直観（ドイツ観念論）
、原型的直観（ゲーテ）
、本質直観（フッサール）
、行為的直
観（西田）というように切りがない。それぞれの内実を問いつめるには膨大なテクスト的精査が必要
となり、それら精査を通じても規定不可能な部分が残り続けるもの、それが直観である。
日本語の「直感」概念との混乱もあるが、この直観は、予測の精度に関して非常に誤りやすいもの
であることがすでに様々なフィールドで証明されている

32。にもかかわらず、臨床内存在の関係性に

おいて、この直観の役割は侮れない。たとえエビデンスに基づいてマニュアル化された対応であった
としても、人が人にそうした対応を行うかぎりで、そこには声かけの強弱、言い回し、ニュアンス、
まなざしの向け方、触れ方、四肢の動かし方、呼吸のリズム、それらが、複合的、間接的に臨床空間
内で反響し、影響を与え合う。そしてその中で、「いつもと同じ対応をしている／されている」のに
何かが違うという気づきが起こる。この違和感の背後では、いつでも直観が働いている。
たとえばリハビリの臨床では、患者がセラピストの問いかけに応えようとしているときに、そのセ
ラピストの視線が別のところに向いていただけで、四肢の緊張や心理的緊張の度合いが変化すること
がある。そのように緊張が入った身体に運動訓練を行うことと、緊張の度合いが低いまま訓練を行う
こととでは、その後の臨床経験の変化に違いが生じる。にもかかわらず、そうした変化を感じ取れる

31

精神科医の加藤は、EBM が提示するエビデンスは「外的エビデンス」にとどまるため、実際の臨床において
は、この外的エビデンスを個々の患者に位置づけ、そこからどのような治療行為を組織するのかを決定するため
の「内的エビデンス」が重要になると述べている。その内実の規定に関しては議論が必要であるにしても、この
段階で現象学的な「直観的・内的明証性（エビデンス）」
（フッサール）との親近性も出てくる。加藤敏:『統合失
調症の語りと傾聴 EBM から NBM へ』（金剛出版、2005）、20 頁以下参照。
32 D.G.マイヤーズ:『直観を科学する』
（岡本浩一訳、麗澤大学出版会、2012）、および J.グループマン: 前掲書
2011、第 8 章参照。
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人と取れない人とが間違いなく分岐する。
実際、名セラピストの多くは、患者に声をかけ、四肢に触れただけで、次回以降も患者からの指名
を受け、他のセラピストを拒絶するように患者を誘導してしまうことがある（そしてそれが職場での
問題になる）。なぜなら、セラピストの性格や人柄の良さが単に問題になっているのではなく、その
セラピストのまなざしが、どこまで患者の経験に届いており、何を見ようとしてくれているのかが、
患者に一挙に伝わってしまうからである。
熟達したセラピストでは、問診や視診によって患者に対するおおよその介入ポイントが際立ち、そ
のための治療方針や訓練設定のパターンがチャート状にイメージされる。介入ポイントが際立つとい
うことは、その裏で同時に、何が病理であるかが読み取られているということでもある。ここまでは、
経験に裏付けられた直観の働き、そこからの発見的問題解決法である

33。そして重要なのはこの先で

ある。おそくら熟達した臨床家では、こうした病理の見立ての周囲に、知識と介入の修正を可能にす
る「行為的ブランク（余白）」のようなものが同時に配備されている。つまり、その直観には一定程度
の経験の幅が付随し、それが治療者当人も気づかない仕方で直観の可謬性を隈なくフォローしている
と思われる。その意味では、直観に従っていただけでは失敗してしまうような臨床の試みが、それと
して顕在化する以前に消去され、訂正されている。それはいまだ修正とすらいえない介入行為であり、
問題が起きる可能性を先回りして抑制し、病理の本性を追い詰めていくことを可能にする（臨床原理
⑤：前修正と後修正の差異）。
この行為的ブランクを通じた対応可能性の幅は、それを観察するものには直接見えてこない。だか
らこそ逆説的に、直観的かかわりの特殊性だけが際立ってしまうことになる。そのことは、私たちが
単に立位をしているだけ、あるいは何かを指先で指示するポーズをするさいに、気づかないほどの低
振幅の揺れの制御を高頻度に行っていることと類比的である。実際に知覚されるのは、立位と指差し
のポーズだけである。
おそらく直観という名人芸的な能力は、微分状の大量な修正行為の蓄積の果てに構築され、観察さ
れる粗雑な経験なのである。たとえば金属加工を行う職人は、視覚では決して捉えられないマイクロ
メートル単位の表面の粗さを、指先を擦らせて感知し、即座に研磨の強さ、位置、角度を修正する。
観察していると、何気なく一律に研磨しているようにしか見えないその動きに、大量の修正行為が介
在している。このような触覚性の経験と触覚的な対応可能性の獲得が、臨床における経験モデルのひ
とつになる。

33 J.グループマン: 前掲書 2011、参照。
「現場の医師は、膨大な量のデータを集めてから、ありうる診断につい
て悠長に仮説を立てるようなことはしない。医師は逆に、患者にあった瞬間から診断のことを考え始める。
『こ
んにちは』と言いながら相手を観察し、顔が青白いか赤いか、首の傾き、目や口の動き、座り方や立ち方、声の
響き、呼吸の深さなどを頭に入れていく。次に、患者の目の中を覗き込み、心音を聞き、肝臓を押し、最初の X
線写真を調べるうちに、患者のどこが悪いという最初の印象をさらに発展させる。研究によると、ほとんどの医
師は、患者と会った時点で、即座に二、三の診断の可能性を思いつき、中には四つや五つの診断を頭の中で巧み
に操る器用な者もいる。それらすべての極めて不完全な情報に基づいて仮説を展開させるのだ。そのためには近
道をせざるを得ない。ヒューリスティックス（発見法的問題解決法）と呼ばれる手法だ」（42 頁）。
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また他方で、臨床内病理が変転することは、治療や訓練の見立ての単なる失敗ともいえない。むし
ろ患者の抱える問題が単純病理ではなく、複合病理であることを暗示しているだけである。急性の病
ではない、慢性疾患の多くや重度心身障害児の身体経験は、複合的な病理のネットワークを形成して
いる。その場合、介入することでネットワークのバランスや局所への負荷のかかり具合が変わり、そ
れによって以前は目立ってこなかった潜在的病理が浮かび上がる。場合によっては、以前の病理も背
景化しているだけで、依然維持されつづけている。そうだとすれば、むしろ慢性疾患で病理が変わら
ないということこそ、患者の経験に動きがない、つまり経験の可動範囲を強化するように臨床が行わ
れている証左となる。
慢性疾患は、たとえ患者当人にとって不都合なことが多くても、安定している。そして慢性期にお
ける医療はこの安定性維持に一役買っている。とはいえこの安定性は、病理を含みこんだ安定性であ
り、病理とともにある安定性である。システム的に見ると、動きを欠いたまま展開することのない疑
似-安定系の獲得である。その意味では、精神病理的用法を超えて、ヤスパースの不可逆で持続的なプ
ロセス概念が、慢性疾患においても該当してしまうことになる。そしてこれは、病理や障害を通じた
「代償」という問題に直結する。

４．ゴルトシュタインの意匠―代償と病的安定性
臨床内病理は、名辞できない場合でも、それ自体まとまりのある経験として感じ取られる。粗雑な
言い方だが、このまとまりをヤスパースは「病的プロセス」と呼んでいた。統合失調症の病状は多彩
な軌跡を描きながらも、ある一定の範囲に収束していく。それが病理であるかぎり、そこには何らか
の経験の動的安定性が成立している。あるいは、そうした経験のまとまりが臨床内で感じ取れないか
ぎり、介入する足掛かりさえ見いだせない。
しかも、そうしたことが起こるのは心的システムだけではない。社会システムにも、身体動作シス
テムにも同様なことが起き、さらにそれらが固有にカップリングを形成し、安定する。そのためプロ
セスとしての臨床で問題になるのは、ヤスパースに抗って、システムの変化可能性とそこから別様の
安定系への移行可能性を患者の経験のうちに作り出すことができるのかどうかである

34。すでにこの

場面では、了解可能か、不可能かは副次的問題にすぎない。
C.ウェルニッケのもとで医学を学んだクルト・ゴルトシュタイン(1878-1965)は、人間の病理を、
有機体としての生命が様々に獲得する経験の疑似-安定系として理解しようとしていた。彼は、ドイ
ツの脳病理学者であり、1935 年にアメリカに亡命し、後の神経心理学や異常心理学の展開を促した
パイオニアでもある。大戦中に多くの脳外傷者の臨床を行い、彼らの精神構造を、有機体が世界にか
34 H.ヘーフナー:前掲論文、1981、25 頁以下参照。および脚注 23 におけるヘーフナーによるプロセス概念の刷
新についても参照。彼の定義では、プロセスの必然的不可逆性は放棄され、「ある程度の不可避性」、
「ある程度
の不可逆性」という譲歩が行われることで、患者の変化可能性、展開可能性を積極的に取り入れようとしてい
る。
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かわる態度の障害として記述することで、現象学者のメルロ＝ポンティや、患者中心療法のロジャー
ズにも多大な影響を与えた。
そのゴルトシュタインは主著『有機体の構成―病的人間の経験への特殊な配慮に基づく生物学入門』
において、当時の主流である局在論的な病理観察に異を唱え、生命の全体論的観察の重要性を説いて
いる。精神や身体、そのどちらを起点にしてもいけない。いつでも生体全体から出発しなければなら
ない、それがゴルトシュタインの探究指針である。局在論批判の論拠として彼は、①大脳における機
能中枢の不在、②局所的疾患の生体全体への影響関係、③ミクロ病理とマクロ病態との対応関係のな
さ（1 対多、多対 1）
、④生体の利害調整（意味）による経験の組織化力といったものを挙げている
そして、生体として中枢神経系疾患を観察すると下記のような一般的病像が見えてくるという

1）

35。

36。

いかなる場合も、ただ一つの作能や作能領域のみが廃絶されることなく、いつでも多かれ少
なかれ全作能領域が侵される（ただし強度は領域ごとに異なる）

2）

いかなる場合も、一作能領域が完全に廃絶することはない。多少の作能は保存される。

3）

さまざまな領域に見られる障害は、種類から見れば同一である。それら症状はひとつの根本
的病変の表現である。

4）

根本的変化の特質とは、一定の態度の障害か、機能の障害である。

1）の原則からは、局所の障害であっても生体システム全体に何らかの変化が起こること、さらに
局所の障害を仮に回復できたとしても全体システムが元に戻る保証はないことが示唆される。2）の
原則は、個別作能にも度合いがあり、その障害の度合いに応じて、全体に与える影響が変わってしま
うことが考慮されている。片麻痺の場合でも、完全麻痺というのはほぼありえないし、認知機能の一
切が途絶することもない。残存作能のありようによって代償パターンは多彩化する。3）の原則は、
どのような障害であれ、健常という経験の安定性から、病理を含んだ疑似‐安定性への移行として捉
えるゴルトシュタインの探究指針である。4）の原則は、たとえ局所的な機能の障害であっても、そ
れはその生体全体、さらには環境世界とのかかわり方全体（態度）の変化および障害のプロセスであ
ることを意味する。ゴルトシュタインにとって「機能(Funktion)」は、
「作能(Leistung)」からは明確
に区別され、実験的条件を整備し、孤立化や、局在化という操作の果てに観察される抽象概念である

37。

K.ゴールドシュタイン:『生体の機能』
（村上仁・黒丸正四郎訳、みすず書房、1970）、48 頁以下、124 頁以下
参照。
36 K.ゴールドシュタイン: 1970、9 頁以下参照。またゴルトシュタインによる臨床における症状の確定原則は以
下のようなものである。1）あらゆる現象を観察し、それら現象に優劣をつけないこと、2）現れている結果その
ものが重要ではなく、結果に至るプロセスの種類を見極めること、課題の解決そのものが重要ではなく、どのよ
うに解決に至ったのかを見極めることが重要である、3）観察される現象がどのような状況において行われてい
たのかを配慮すること（環境状況、対人状況）
。
37 ゴルトシュタインは、
「機能(Funktion)」と「作能（Leistung）」とを区別して用いている。なぜなら「機能と
いう語は行動の形式的構造を示すものであり、作能という語は、生体が自己を具現していく具体的行為そのもの
を意味しているからである。ゲーテはこのようなとき、『行為しつつある存在（Dasein in Tätigkeit）』という語
を用いた」。K.ゴールドシュタイン: 1970、198 頁参照。
35
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メルロ＝ポンティに影響を与えた考えは、3）と 4）の原則にかかわる。ゴルトシュタインは、病理
を世界とかかわる生体の「態度様式の障害」と考えている。言い換えると、病理とは、脳内や身体の
器質的変化とは独立に、生体と世界との現象学的な関係性の変容ないし障害である。このことは、
「症
状とは病者に与えられた一定の課題に対する彼の解答である。したがって、少なくとも課題によって
限定を受ける」 38という彼の症状論からも読み取れる。このような見解を彼が導き出せたのは、「失
認」
、
「否認」、
「半側空間無視」
、
「一側性小脳損傷による運動失調」の患者との臨床経験を通じてであ
る。これらの疾病に共通しているのは、第三者的には明らかに奇妙な知覚経験、行動をしているのに、
当人はそのおかしさを感じ取れないことであり、「世界とのかかわり」そのものが何か奇妙に変容し
ていることである。それゆえ、ゴルトシュタインにとっての「代償経験」ないし「疑似安定性の獲得」
とは、個体の変容が、それが生きる世界の変容と相関してしまう地点において成立する。そして以下
が、この代償という現象に含まれる一般原則である

39。

1）ある領域の作能が障害を受けた場合、生体全体の作能からみて最重要と思われる作能が保護さ
れる。
2）生体全体の要求から考えて、従来のやり方で、その器官の解決すべき課題が充分に完遂されて
いれば、従来のやり方が保存される。しかしその作能では完遂できなくなると、「態度の転換」
が起こる。この転換は、第一の原則に従う。
3）価値の高い作能が一領域に発生する場合、必然的に生じてくる他の種類の障害は無視される。
その場合、原則としてそうした障害が生じても、生体全体は該当領域の障害よりも影響が少ない
ことが前提となる。
4）態度の転換は練習の結果ではなく、患者の知らないうちに突如として起こる。

この態度の転換とは、残存機能によって自己防御しながら世界とかかわる態度を、あるいは世界か
ら撤退する態度を、その当人の意識や意図とは独立に患者の生体が新たに身に着けることである。そ
のかぎりで、それが障害に見えるのは、当人にとってではなく、それを観察するものにとってでしか
ない。ここには、患者にとっての「世界の変容」
、および「世界にかかわることそのものの変容」
、さ
らに「その変容の無視」が伴っている。この態度の転換、すなわち「代償」の獲得は、生体の危機回
避の結果おのずと生じる。それは、患者の生にとっての「最適な選択」であり、そのかぎりで安定的
になるとゴルトシュタインは述べている

40。

「代償作能の意義はその内容の如何にあるのではなく、むしろそれが行われているかぎり他の
K.ゴールドシュタイン: 1970、3 頁。
K.ゴールドシュタイン: 1970、24 頁以下。
40 K.ゴールドシュタイン: 1970、195 頁。
「身体の一部において最適なる動作は生体全体にとっても最適なる動
作であり、身体の他の部分が最適の状態にあって初めて可能になる」という発言も参照。
38
39
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危機反応が起こらないという点で意味がある。また生体解体の段階構造からいうと最後の救い
であり、生存を維持する唯一の手段であり、その点では、外界の意義深い処理法である」 41。

左半側無視では、通常の中心窩とは異なる部位に焦点を合わせるように頭と体幹を右前方に傾け、
中心部をずらした地点で視野が組織化される。そしてその体勢と視野内で経験が生じている限りで知
覚的にも、情動的にも患者は安定する。そしてそのような体勢と視野でしか世界にかかわれないこと
自体が、患者の経験可能性から締め出される。それに対して、一次視覚野の軽度障害による半側性弱
視では、半側無視のような態度の変換は起こらない

42。対象物が見えづらいとはいえ、従来の世界と

のかかわりが維持できるからである。

「患者にとってある刺激が有害になり始めるとただちに危機反応が起こり、それからは適切な
刺激評価も行われなくなり、患者は外界から全く隔離されてしまう。彼は危険な状況を積極的に
避けるというよりも、むしろ受動的に避けている。…患者をその危険性を熟知している状況に無
理に置こうとすると、彼は何か他の作能―すなわち代償作能を行うことによって、この強迫から
逃げようとする。この点で患者は非常に聡明である」 43。

代償動作は、明らかに無意味で、社会的に有害な行動であっても、それ以上の危機に対する防衛反
応が抑制されるかぎりで選択され、それが意識の自然となる。「欠陥を有する生体は、その欠陥相応
に彼の環境を制限しなければ、秩序ある行動をとることはできない」 44からである。その意味では代
償行動の発現は同時に、患者が経験できる「環境の制限」と、その「制限の非意識的許容」を含んで
いる。
地面やベッド、風呂、タンスといった環境内の存在は、代償によって対応可能であり、利用可能な
範囲にあるかぎりで知覚され、経験される。逆からいえば、生体が対応すべき有意味な環境の特性が
代償パターンの生成に影響を与えている。ゴルトシュタインは、例えばカブトムシであっても、環境
に応じて代償行動のモードを切り替えると述べている。中肢の末端を切断されたカブトムシは、肌理
が粗い平面上ではほとんど変わらない正常歩行を行うが、つるつるの平面に置かれると、即座に切断
された肢だけを使わない交代歩行に切り替える

45。カニでも同様の転換が起こるらしい。こうした場

面で、昆虫やカニが無い肢を嘆きながら、意識を通じて目の粗い場所と滑らかな場所の特性を区別し
K.ゴールドシュタイン: 1970、18 頁。
K.ゴールドシュタイン: 1970、23 頁。
43 K.ゴールドシュタイン: 1970、18 頁。または、小脳損傷の患者についての以下の記述も参照。
「患者は身体、
ことに頭部の患部の患側への傾斜を示す。病者はこの異常な姿勢を保っているかぎり、比較的気分がよく、眩暈
等の主観的症状もより軽度である。また歩行、指示等の客観的作能も正常に近い。しかし病者が以前の正常な姿
勢に返るや否や、種々の症状は再び著明になる。すなわち姿勢異常はより正常に近い作能の前提条件であり、病
者にとって『最も適当な状況』である」
（222 頁）。
44 K.ゴールドシュタイン: 1970、22 頁。
45 K.ゴールドシュタイン: 1970、119 頁。
41
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ているはずはない。ほぼ自動的に対応している。昆虫では、運動パターンの生成は胸部神経節で行わ
れるが、パターンの切り替えや、開始、終了、方向調整等には、頭部神経節の働きが必須である。そ
の意味でも、ここでは中枢神経系を介した自動的で、非意識的な生体と環境とのかかわりの形成（代
償）および調整が問題になっている。
代償の出現が、その生体が生きるのに選択する環境特性と切り離すことができないというのは、こ
の局面においてである。つまりゴルトシュタインが見出したのは、志向性や気づきを伴った高次認知
とは異なる場所で、体験世界とのかかわり形成を行う生体の現実である。またさらに、このように代
償を通じた病理の安定化を把握することは、精神疾患における幻覚・妄想の役割と類比的でもある。
現象学にも精通していた精神科医のヘーフナーは、妄想や幻覚を、縮減し、隠蔽された世界とのかか
わりを補完する「世界の代用物」として、つまり世界を代償することとして理解している。

「妄想は『現実的な〔世界との〕関連から退いて自己中心的となった特殊な関連の中に閉じこも
る』ことを可能にするカプセルとして現れる。言い換えれば、世界との関連を縮減された形で可
能にするものの、危険性のある経験領域は覆い隠してしまう〔妄想という〕
『まゆのような中間
世界像』を通じて一過性の相対的安定化がもたらされる」 46。

ヘーフナーの病理理解にゴルトシュタインを援用すれば、妄想・幻覚は生体とその経験の安定化に
とって必須の補完物であり、生体そのものの最適な生存戦略となる。このことを患者の現実からいえ
ば、妄想や幻覚といった各種症状の抑制的、消去的な治療介入は、この安定性に対する直接的攻撃と
なる。それに対してたとえば、患者に二重見当識を獲得させるような介入は、現実世界と妄想世界と
の境界線をくりかえし引き直す調整作業となる

47。この境界の揺り動かしは、病理の代償的安定系に

変化を与え、患者の経験に選択肢を組み込み、自由度を高めることを焦点としている。生体そのもの
による代償の自動的選択から、患者の意識や気づきを介した任意的選択へと病理が変化することは、
それ以外の経験の安定系へと移行するさいのステップのひとつとなる。問題になっているのは、安定
系そのものの複合化であり、それに関連する臨床的な介入の試みである。

５．代償と最近接領域
プロセスとしての臨床の内実を展開してみると、経験の安定化としての代償の問題が現れてくる。
精神科医であり、心理学者でもあったアドラーによれば、「代償（Kompensation）」という概念は、
欠陥をかかえた器官をもつ有機体が、その欠陥を補うように行動を変化させること、場合によってさ
46 H.ヘーフナー:前掲論文、1981、58 頁以下参照。注 24 でも述べたが、ヘーフナーは最終的にプロセス概念
を、「解体プロセス」と、「精神的プロセス」に区分し、後者をさらに「変転プロセス」と「制限プロセス」に分
ける。引用箇所は、変転プロセスにおける妄想・幻覚の役割についてである。
47加藤敏:前掲書、2005、60 頁以下参照。
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らに悪化させるところにまで進んでしまうこと（過剰代償）を指摘した生物学由来のものである

48。

内科学でも、代償性肝硬変のように、機能の欠損を残存能力で補うことで症状が出ない潜在期に代償
という語が用いられている。あるいは、多汗症手術後に起こる、以前にはなかった身体部位での発汗
が代償性発汗と呼ばれる。これらに共通しているのは、代償が、システムの運動に何らかの変異、障
害が起きたさいに、システム自体が対応する結果生じるものであり、それが成立することで、一時的
であってもシステムの再安定化もしくは疑似-安定化が図られるということである。
このような経験の安定化に対して、どのような臨床上のアプローチが考えられるであろうか。ある
いは、維持すべき安定化とそうではない安定化の区分はどのようになされるべきか。これらの問いは、
リハビリテーションないし精神医学の臨床において避けることのできない難問である。
経験のドイツ語は Erfahrung である。その原義は、不断の前進を獲得することである。システム
論的に不断に前進するということは、自らの境界を変えて新たなシステムに成り行くことである。シ
ステムが自己組織的に展開すること、あるいは展開する余力を十分に備えたシステムであることが、
経験の原義に忠実である。この場面で、システムの「健全さ(healthiness)」という問題が浮上する。
システムが自己の境界を生み出し、内外を区分しながら安定化することは、システム合理性である。
そこにはエネルギー効率化や、システムの行為履歴が関与している。この点までは、健全なシステム
であれ、病的なシステムであれ、違いはない。では何が、システムの健全さを積極的に決定するのか。
これは、ゴルトシュタインでさえも踏み込めてはいない課題設定である。
システムをそのプロセスから見た場合、その不健全さの指標として以下のことが考えられる。すな
わち、システムの安定化が、1）当のシステムの運動可能性の制約となり、システムの自由度を減少
させ、短期的に、全面停止へと至る可能性を含んでいること、2）他の安定状態への展開や、その移
行可能性を廃棄していること（これは、展開の選択肢を潜在的に抑制していることとは異なる）、3）
外因ないし内因を通じたシステム内に生じる攪乱に対して脆弱であること、4）局在的であれ機能不
全が生じたさいに再度安定したシステムへと復帰できないこと、等が挙げられる。
1）と 2）は、システムの自己組織化を拒む指標であり、3）と 4）はシステムのレジリエンスを減
少させる指標である。システムの安定化にとって「自己組織化(selforganization)」と「レジリエンス
(resilience)」は相補関係にある。というのも、健全なシステムにおけるレジリエンスの減少は、シス
テムを不安定状態に置くことで自己組織化を誘発し、そこからシステムを再度レジリエントなシステ
ムへと回帰させるからである。その意味では、システムの健全さは、システムがこの再帰的かつ自己
展開的な循環運動を継続可能かどうか、複数の安定系のネットワーク間を遊走する「ハイパーサイク
ル」になりうるかどうかによって決定される

49。とはいえ厄介なのは、この健全さが当のシステムが

48 A. Adler: Studie über Minderwertigkeit von Organen, Urban & Schwarzenberg, Berlin/Wien, 1907. あるい
は A.アドラー:『人間知の心理学』
（岸見一郎訳、アルテ、2008）、79 頁以下参照。ただし日本語訳では、代償で
はなく、補償となっている。
49 ハイパーサイクルに関しては、拙論「健康のデザイン…建築と覚醒する身体」
、山田利明・河本英夫・稲垣諭
編著:『エコロジーをデザインする―エコ・フィロソフィの挑戦』（春秋社、2013）所収論文、278 頁以下参照。
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安定状態から逸脱したさいにしか評価できないことである（健全さのパラドクス）。そもそも上記の
指標は、直接、安定化したシステムの内実からは見出せず、システムが新たなプロセスを進むさいに、
どのような運動を実現するのかに応じてしか吟味できない。
このことをより臨床に近い場面で捉えると、発達心理学者のヴィゴツキーが、定常的な発達水準と
は区別して導入した「最近接領域（zone of proximal development）
」50の発見と極めて類似の問題設
定であることが分かる。二人の子どもがいて、彼らに知能テストを行った結果、どちらも知能年齢が
七歳だったとする。その二人の子どもに彼らの知能年齢よりも高い課題を提示し、さらに他者がその
課題についての誘導と教示を行ったさい、一人の子どもは発達水準を二年も追い越す課題をクリアで
きたのに対し、もう一人の子どもは半年先の課題しかこなせないといった「差」が見出されることが
ある。この「経験の伸び代」、
「潜在的対応力の幅」の差が、個々のシステムの発達上の最近接領域を
特徴づけている。知能水準や外的行動が等しくても、その個体が対応できる経験ないし課題は異なる
のだから、教育者はこの差を見極めて教育的課題を設定しなければならない。
この最近接領域の特定には、一度既存のシステムの安定に揺さぶりをかける必要がある。教育場面
でいえば、自力では決して解決できない問いに直面させることである。しかもその揺さぶりは、心的
システムによる完全な拒絶、思考停止、感情の過剰運動を引き起こすものであってはならない。そう
した揺さぶりでは、結果として、既存のシステムの防衛的強化にしかならないからである。そうでは
なく、拒絶や防衛が強く出ない個々のシステムの経験の位相を特定し、その経験の近傍に、既存のシ
ステムの選択肢では対応できない課題を順次設定していくのである。
ヴィゴツキーは最近接領域の発見にさいして、子どもの「自発性」ではなく、
「模倣能力」を重視し
ている。そもそも既存のシステムにはない選択肢を実行させるのであるから、その選択の場所まで当
人の経験を引っ張るよりない。模倣能力の活用は、経験を拡張するための最初のとっかかりを作る。
単に模倣といっても、それが成立するには「呼応行動」、
「共同注意の共有」
、
「言語をつうじた経験理
解」といった背景的な経験の作動が前提になり、そのうえで思考パターンや感情運動、動作遂行にか
かわる模倣の実行が可能になる。
臨床場面において個々の患者の能力を吟味し、最近接領域に触れるためには、患者とセラピストと
の間に「カップリング」が成立しなければならない

51。カップリングは質の異なるシステム相互の連

動関係である。この連動が、模倣を通じて患者の疑似安定系の境界を拡張するように働きかけること
を可能にする。カップリングは、システム間の連動とはいえ、因果的な線形の関係ではない。その意
味では、セラピストが患者を治療するのでも、患者がセラピストに治療されるのでもない局面でのみ、
カップリングは成立する。両者は独自のシステムとして固有に閉じており、固有に閉じたシステムが、
互いの距離間、速度、リズム、強度を変化させているうちに、おのずと連動関係が成立してしまうこ
とがある。等しい友人間で、口癖や動作が似てしまったり、できなかった運動動作のお手本を一度見

50
51

ヴィゴツキー:『「発達の最近接領域」の理論』
（土井捷三・神谷栄司訳、三学出版、2003）参照。
人見眞理:前掲書 2012、302 頁以下参照。
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るだけで、動作の水準が変化してしまうことがある。こうした場面での模倣が、カップリングを通じ
ておのずと起こる。そしてこのカップリングは、臨床というプロセスを共有する中でしか行われえな
い。それはまた、断ち切られることもあれば、断ち切ることで初めて接続されることもある。
カップリングを通じた臨床では、セラピストは固有に何かを継続的に行っている、にもかかわらず
その傍らにいた患者は、セラピストが行ったこととは独立になぜか勝手に治癒してしまうというのが
実感として正しい関係となる。確かにセラピストはさまざまな試行を行うし、注意や気づき、認知を
総動員して訓練を組み立てている。しかし最終的に患者は、自分で自分を変えていくのである。その
関係に入らなければ、それ自体また展開を欠いた頭打ちの代償となり、別種の病的安定系となる。お
そらく、こうした臨床を首尾よく実行している臨床家は、患者が変化していること以上に、自分自身
の経験を変化させている。自ら変われないものが、他者の変化にかかわれるはずはないからである。
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セルフ・セットアップ
――記憶への旅立ちの日々に――
河本 英夫（文学部）
（DVD 作品台本）
[音入れ]寺井直子・アダージョ
海岸沿い、内陸放射能、都市部、世界的都市、東京、横浜、ニューヨーク、パリ、ロサンゼルス、上
海
道路の遠近、環状道路、首都高速、上下交差する道路、海に消える道路(道路の映像を基調にする)、
点と線のイメージを多用、

どのように思慮し、比類なく配慮して選択的に振る舞っても、それに対して選択になっていない事
象がある。
あらゆる思考が、どのように考え抜かれたものであろうと、すべて測定誤差に入ってしまうような
事態がある。
必要な行動はいくらでもあるのに、その行動の圧倒的なささやかさに、自分でも愕然とするような
局面はある。
やらなければならないことは無数にあるのに、行動に釣り合うだけの成果がほとんど感じられない
場面はある。
どのような感情であれ、浮かぶさなかから、引っ込めなければならないような時がある。
そして結局何もなさないまま、時間だけが過ぎているにもかかわらず、現実の傍らにただいること
しかできない日々がある。

忘れたのではない。戦略的健忘でもない。ただ事象への接点の採り方がわからないのである。膨大
な情報は日々流れており、ほとんど進まない復興という事実を前にしても、なお有効な接点の採り方
の分からないという局面がある。

次に進むために、ただ捨てる作業をやらなければならないことがある。瓦礫の山を見ながら、ただ
捨てることが、「今」の仕事なのだと言い聞かせなければならないことがある。次に進むために、た
だ捨てること。これは容易な仕事ではない。思想でも、科学的な知見でも、あるいはどのような種類
の技法であっても、ただ捨てることは容易ではない。新たな見通し、次の選択、なんらかの可能性の
予感のなかであれば、すでに捨てる準備は整っている。あるいはおのずと捨てる回路に入っている。

もはや何もないところから、さらに捨てていくことは、ほとんど絶望の一歩先である。
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捨てていくように見えながら、捨てることのできないものを捨てようとしている。
汚染土壌。
捨てることが、ひと時の場所移動にしかなっていないことがある。
場所移動の終着点、それは「最終処分地」というネヴァーランドである。

[音入れ]ピアノ曲、バッハ
瓦礫、放散した土壌、点在、瓦礫の中の住居、点在するもの、クレーの絵、随所に津波直後の映像、
福島の現状、移動しながら各地の映像

ヒロビロトシタ

パノラマノヨウニ

アカクヤケタダレタ

ニンゲンノ死体ﾉキミョウナリズム

スベテアッタコトカ

アリエタコトナノカ

パット剥ギトッテシマッタ

アトノセカイ

(原民喜「夏の花」)

忘れてはならないと思いながらも、気が付けば忘れようとしている事象がある。
そうしようと思わないのに、気が付けばそうしている自分がいる。
生きているだけでも幸運だと、自分自身に無理に言い聞かせる以外にないことがある。

数メートの居場所の違いが、生死を分けた過酷な偶然がある。
しがみつく以外にはない流木によって、ひび割れた二本の肋骨がある。
何度ももうだめだと思った瞬間に助かっている今の自分がいる。
水に流されながら、足を延ばすとそこに地面があったという奇跡的な偶然がある。
もう大丈夫だと大声で言いながら、そのまま行方不明になったものがいる。
三階と四階の違いが、空間の落差ではない厳然とした事実がある。
見知らぬ人から、多くの異なる名前で呼びとめられた夜がある。
流れた家屋の柱の生木を燃やして、生き延びた一夜がある。
お社の土塀の暖かさを感じた一夜がある。

どうかすると自分の耳が、他人の声に脅かされている日々がある。
一挙に迫ってくる水の勢いが、何度も思い浮かぶ午後がある。
一日一食の食事が、それでも喉を通らないことがある。
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ペットボトルの水を飲みながら、地下水は大丈夫かと余分な心配だけが浮かぶ日々がある。
もはやない家に、いつ帰れるのかと思い描く夕暮れがある。

そして日々衰弱していく、隣人がいる。

放射線は、カオス状に分散する。
風合瀬ように放射線が集う地域がある。
混じることのできない存在があり、解消することのできない存在がある。
消滅を願い以外にはない存在がある。
それが放射線の細道である。

心許なき日かず重なるままに、白川の関にかかりて旅心定まりぬ。「いかで都へ」と便求めしも断
也。中にも此関は三関の一にして、風繰の人心をとどむ。秋風を耳に残し、紅葉を俤にして、青葉の
梢猶あわれ也。卯の花の白妙に、茨の花の咲きそいて、雪にもこゆる心地ぞする。古人冠を正し衣装
を改し事など、清輔の筆にもとどめ置かれしとぞ。

卯の花をかざしに関の晴れ着かな

曾良

とかくして超行くままに、あぶくま川を渡る。左に会津根高く、右に岩城・相馬・三春の庄、下野
の地をさかひて山つらなる。かげ沼云所を行に、今日は空曇りて物影うつらず。すか川の駅に等窮と
いうものを尋て、四、五日とどめらる。先「白河の関いかにこえつるや」と問。
「長途のくるしみ、身
心つかれ、且は風景に魂うばわれ、懐旧に腸を断て、はかばかしう思ひめぐらさず。
」
（松尾芭蕉『おくのほそ道』
）

[音入れ]ゴッドファーザー愛のテーマ
オフィリア各種、日本各地の神社、戸隠、諏訪神社、伏見神社、橿原神社、稲荷・・・・神社の風
景、岩棚、岸壁、鳥居、各種門、
海岸沿いの更地

彼の人の眠りは、徐かに覚めて行った、まつ黒い夜の中に、更に冷え圧するものの澱んでいるなか
に、目の開いてくるのを、覚えたのである。
した

した

した。耳に伝うように来るのは、水の垂れる音か。ただ凍りつくような暗闇の中で、
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おのずと睫と睫とが離れて来る。
・・・・・・

さうして、なお深い闇。ぽっちりと目をあいて見廻す瞳に、まづ圧しかかる黒い巌の天井を意識し
た。次いで、氷になった岩床。両脇に垂れ下がる荒石の壁。したしたと、岩伝う雫の音。
時がたった――。眠りの深さが、はじめて頭に浮かんで来る。長い眠りであった。けれども亦、浅
い夢ばかり見続けていた気がする。うつらうつら思っていた考えが、現実に繋がって、ありありと、
目に沁みついているようである。
・・・・・・・・・・・

おれは、このおれは、何処にいるのだ。
・・・・それから、ここは何処なのだ。其れよりも第一、此
のおれは誰なのだ。其れをすっかり、おれは忘れた。
だが待てよ。おれは覚えている。あの時だ。鴨が聲を聞いたのだっけ。そうだ。譯語田の家を引き
出されて、巌余の池に行った。堤の上には、遠巻きに人が一ぱい。あしこの萱原、そこの倭叢から、
首がつき出ていた。皆が、大きな喚び声を、挙げていたっけな。あの声は残らず、おれをいとうしが
っている、半泣きの喚き声だったのだ。
・・・・・・・・・・・・・

おれの名は、誰も伝えるものがない。おれすら忘れていた。長く久しく、おれ自身にすら忘れられ
て居たのだ。可愛しいおれの名は、そうだ。語り伝える子があった筈だ。語り伝えさせる筈の語部も、
出来て居ただろうに――なぜか、なぜか、おれの心は寂しい。
・・・・・・・・・・・・・・

外の世界が知りたい。世の中の様子が見たい。
だが、おれの耳は聞こえる。其れなのに、目が見えぬ。この耳すら、世間の語を聞き分けなって居
る。

(折口信夫「死者の書」現代語表記改め)

この土の下に、この海の底に、なお行方不明者がいる。
どこか遠くの地に迷い込み、連絡が取れないまま、まだ生きていると感じられる日々がある。
死の現実感は、ゆっくりとピントを合わせるようにやってくる。

[音入れ] ロック
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落差を基調に、鳥取砂丘(砂の山)、大洗海岸、海岸サハラ砂漠、ゴビ砂漠、絶壁(ヨセミテ、アルプ
ス、ヒマラヤ)、大きな水車、風力発電、津波、噴火、孤島各種、都市と農村
復興と放置されているものの落差(再建と放置、集まっているものと分散したもの、対比的な映像
を繰り返す)、孤島
原発の場面では、ゴジラとアトムを随時数枚入れる。
復興と放置の落差、海岸沿いと内陸の落差、

落差は、運動の源であり、生命の源である。
落差のある場所で、人間は落下し、内外の圧の違いの場所に、選択的透過性が生じる。
落差は、世界に非対称性を生み出す境界のことである。
落差の蓄積は、予想をはるかに超えた激変を生み出す。
孤島とは、落差そのもののことである。
津波とは、突如出現した巨大な落差への反復的な揺れ戻しである。

落差から開始される動きは、一つの自己組織化となる。
自己組織化は、途上でつねに新たな落差を生み出すプロセスである。
新たな落差の回路に入ることで、それ自体は消えていくプロセスがある。
結晶は、まさに溶液から外に出ることで、新たな落差を生み出す。
急激な落差は、真空を作り出す。真空の周りには回転運動が生じる。
回転運動の中心の真空に向かって、空気は一挙に上昇する。
それを人は竜巻と呼ぶ。

どのようにしても落差を生まないもの。そしてそれ自体では、消えてなくならないもの、それを人
間は「ゴミ」と呼んでいる。
ゴミを移動させることを、人間の言葉では「処理」と呼ぶ。
移動はできるが、捨てることのできないゴミがある。

現状以上に変形も変換もできないものもゴミである。
冬の石油ストーブの周辺には、熱というゴミが発散されている。
ゴミのただなかにいるものは、ゴミに取り囲まれて暖かい。
大気中から二酸化炭素だけを取りだして液化し、海洋や地中に埋めている。
ゴミの中には、次の出番をまっているものもいる。
シェール・オイルを撹拌するために使うという。
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北京を澱ませ闇にする小粒子がある。
それは PM2.5 の 5 倍以上ある大きな粒子である。
PM2.5 は人間の眼にはみえない。
見えない小粒子こそ、肺や気管を蝕んでいる。

放射性元素は、減っても消滅することはない。
長崎市の被爆地周辺の平均寿命は、いまでも低い。
このゴミには、空間がない。
あらかじめ飛び交う空間を指定できない。
非空間的核都市。
閉じ込めることのできないゴミがある。
圧縮できないゴミがある。

火の制御は、文明の歴史そのものである。
それはなんどもプロメテウスを蘇らせてきた歴史である。
原子力は、人為的な火であり、プロメテウスがいまだかたちを取ることのできない火である。
原子力は、作品世界で、二人のスーパースターを生んだ。
アトムとゴジラである。
アトムの動力は、原子力が想定されており、ゴジラは放射能変形動物である。

人間も異なる理由で落差を作ることができない。
だが人間だけは、ゴミになれなれず、ゴミになってはならないのである。
ここに自然界の例外条項がある。
そこに倫理があり、文明の制約がある。

[音入れ]寺井直子・ファーストラヴ
蝋燭各種、教会、ステンドグラス、当時の津波の映像各種、津波の映像と噴火の映像と原発の映像
を交互に入れる。
新たに出現する島、流れてしまった集落の更地、長崎、広島のドーム、チェルノブイリの現在、ス
リーマイル島の現在、ギリシャのエトナ山

およそどんなものも人間ほど高く育つことはない、人間ほど深く滅びることはない。ときには自分
の苦悩を深淵の闇とくらべ、幸福をエーテルとくらべる。しかも、それでもまだ言いつくされはしな
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いのだ。

ヘルダーリン『エンペドクレスの死』

人間の可能性をかけた実験がある。前例がなく想定外だから、なお遂行しなければならない実験が
ある。頭も身体も、思うようには動いてくれない。だがそれでもさらに捨て、再度開始しなければな
らないことがある。

まるで開始することが一つの希望であるかのように開始しなければならないのである。終わること
のない開始がある。

世界には、調停しにくい根本的な断絶がある。主観と自然との間に、有機的なものと非有機的なも
のの間に、精神と言語の間に、普遍と個の間に、愛と憎の間に・・・。これらをヘルダーリンは調和
させようとはしない。だが対立したまま和解することができるだけではなく、対立するからこそ、和
解することができるという経験の層を探り当てようとしている。

対立を論理や技巧で克服するのではなく、どこか経験を越えたところに救済を求める(形而上学)の
でもなく、対立を統一してくれる第三項(生命)へと向かうのでもない。

和解は、芸術的な美の出現のように「今」においてしか成立せず、それは争いの最高の産物でもあ
る。その瞬間、本来組織化されようのないものが一つの「個体」となる。だが個体化が出現するとた
だちに普遍化、一般化が生じて、個体そのものが解体する。こうして個体は、際限のない生成プロセ
スに入ることになる。個体は感情において感じ取られているだけであり、意識はそのことを知ること
ができない。

非組織的なもの、すなわち組織化以前のものが繰り返し組織化され、個体が出現するが、それは普
遍化されてただちに一つのモデルや規範となり形骸化する。そのときすでに次の組織化が開始されて
いるはずだが、多くの場合それは見落とされてしまう。調和なき断続的な和解、これは確かに一つの
実験たりうるのである。

和解できないものがどこかで一致するのでなければ、一まとまりの現実性が出現することは不可能
になる。だが和解することのない基本的な事態がなければ、そもそも感覚の現実性が成立しない。ま
ったく和解した世界では、もはや何も感じられず、何一つ認識する必要もない。ただ世界はそのよう
にあるだけである。

エンペドクレスは、自然哲学を、詩で描いている。そこに使われている道具立てが、「愛」と「争
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い」(憎)である。
愛は四元素の結合原理であり、争いは分離の原理であるが、同時に愛は同質性を超え出て、同質的
なものを分離していく原理であり、争いは異質なものの結合から同質的なものが分離し、同質的なも
のが集まる結合原理でもある。
それこそ語られなければならないのに、論理化したとたんに失われてしまうのである。ここにシス
テムの新たな論理が必要となる。

エンペドクレスは、誰にも通じない言葉を語り続けて、みずから去る以外に現状を変えることがで
きないと覚悟する。去って行っても何も変わらないことはわかっている。だがそうするよりないので
ある。
去ることによってはじめて現実を形成する言葉がある。
去ることによって、その一歩先で何かが通じることがある。
去ることによって、はじめて現実の落差が形成されることがある。

[音入れ]愛と青春の旅立ち
フォアロマーナ、ドレスデンのバスタイ、モネの庭、一面のコスモス、睡蓮、モンゴルの草原、

良い記憶の数だけ、良い人生である。
これは生活に投錨された記憶の基本規則である。
だが過酷な記憶は、良い記憶と相殺されることはなく、また量として計量することもできない。
薄れゆく記憶は、記録のかたちをつうじて繰り返し思い起こすことができる。
写真も使い慣れた道具も家屋ももはやどこにも存在しない。
忘れることと想起することは、いずれも一つの組織化である。
想起するたびに、記憶は再編される。
そこに感触が付きまとう。
この感触は、どこか感傷に似ている。
だがこの感触を調整能力として活用することはできる。

再度立ち上がること以外には選択はない。
だがそれは選択でさえない。
立ち上がることが、一つの希望であるように立ち上がることはできる。
そして、それは新たな希望の語りを創出することでもある。
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『「 エコ ・ フ ィロ ソ フ ィ」 研究 』 第 9 号 所収 論 文
Ⅲ

―TIEPh 第 3 ユ ニ ッ ト

環境デザインユニット―

環境とは身体の環境である。意識もしくは主観性は、その事態をまるで上から見下
ろすように、環境のなかに身体を置きいれ、環境のなかに身体があるかのように思い
描いている。環境の概念史をたどると、環境は客観性の総体という認識論のなかで登
場する。これがユクスキュルやハイデガーの環境世界となると、存在そのものを取り
巻いているような周囲世界となる。この周囲世界は、認識をつうじて捉えられたもの
ではない。意識もしくは主観性にとっての環境ではないとしたら、いったい何にとっ
ての環境なのか。周囲世界が身体にとっての環境であるとき、身体と環境のかかわり
は、およそ認識で捉えられるようなものではない。あるいは認識にとっては、このか
かわりは、際限のない奥行きと底深さをもつ自明の事象である。
身 体 は み ず か ら 存 在 す る 。物 も み ず か ら 存 在 す る 。そ れ が「 自 体 」An sich で あ る 。
自体は認識で知られるが、認識によってはじめて自体になるわけではない。自体のカ
テゴリーはどの程度のものが必要とされるのか。いまのところなお見渡しができるも
のではない。このカテゴリーを取りそろえるために、身体表現、身体再生、身体技法
等々の領域で、考察が必要とされている。そこに向かって、さまざまな企てを行う作
業が必要とされる。
身体表現は、みずからを表現するものである。しかし身体の動きのかたちを見ても
らうようなものではないはずである。いったい何を表現しているのだろうか。最終的
には、みずからが身体であることの表現であるはずである。しかしそれはみずからが
そうあることと、同時にそれがひとつの表現であることが一体となったような事象で
ある。ここに向かって、何度も何度も繰り返し試行錯誤を行っていくよりない。
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イーストコースト・エクスプレス
河本 英夫（文学部）
キーワード：グラウンド・ゼロ、ハイライン・パーク、
バイオスクリーヴ・ハウス

ニューヨークには巨大な再生力がある。再生に向けた無数の企てがある。果敢な企てを実行し、さ
らに自分で調整する。これは内部から調整力を生み出す仕組みでもある。たとえば多くの死と隣り
合ったままでは、再生には余分な抑止がかかる。だが多くの死を忘れることもできない。ここに記憶
の工夫が必要となる。リセットと忘却は、実は同じことの両面である。だがこれらは簡単には両立は
しない。ただたんに忘れることとは異なる忘却が必要となる。事実市の中心部で、あれほど多くの死
者を出したはずである。それは気の重くなるような事実であり、深刻な思いに浸されるほどの出来事
であったはずである。にもかかわらずそれでもなお次の選択肢を見出していくのである。
内面化されてしまった物事は、もはや思い起こす必要もない。誰にとっても自分の歩行を思い起こ
すことはできず、日本語の発話を思い起こすこともできない。思い起こせるのは、ある時点のある場
所での歩行の像であり、日本語を話している像である。像の記憶とは異なる回路で記憶され、作動し
ている多くの記憶がある。これらはラリー・スクワイアーによって「非宣言記憶」と命名されたが、
そこには多くのモードがある。これらは認知科学の実験には容易には引っかからない。歩行している
とき、どの程度それが記憶に依存しているのかは判別できないからである。そのため逆に非宣言記憶
のような補集合の総称になってしまっている。この総称のもとにいったいどの程度の種類の働きがあ
るのか。行為のさなかにある事象やプロセスのさなかにある事象は、想起するさいに静止画像を思い
出すような仕組みにはならない。それはいったいどのように作動しているのか。これらはいまだ人間
が踏み込めないでいる課題の一つである。ニューヨークには記憶にかかわる多くの工夫と事例がある。

１、追憶と再生
たとえば死を悼む。それはほとんどの場合、死をひきずることでもある。誰の死も、他によって置
き換えが効かない。置き換えが効かないということだけが、最後に残されたかけがえのなさでもある。
私の親族は、2013 年 10 月と 2014 年 5 月に相次いで亡くなった。それらの親族の一人は、抑鬱と統
合失調性の行動異常を繰り返し、いまなお立ち直れないでいる。そうした反復のなかでも、その親族
は病とは異なる回路を探り当てようとしている。精確には、ただひたすら必死である。だが一歩踏み
出すことができないでいる。そして知力の低下と増大する病弱さを「自分であること」の最後の拠り

648

所にしようとさえしている。それはおそらく緩慢な死という人間的な誠実さの別名でもある。死に遭
遇するというような場面で、リセットという選択肢をもつことは容易ではない。
死は、実は誰にとっても自分に起きることではない。生の延長上に死があるというのは、観察者の
言い分である。そこに倫理を含めた物語が出現する。生の先には死が待ち構えている。これがアリス
トテレスからハイデガーまで繰り返された「生の目的論」である。安らかな死のための禁欲と、所詮
死ぬのだから精一杯の欲望の充足を訴えることが、同じ一つの事柄の両面になる。欲望を極力抑える
という抑制と、どうせ死ぬのだから精一杯欲望のままに生きるという居直は、実は同じ勘違いの上に
成り立っている。こうしたヘレニズム思想の両極は、同じ地点にいきつく。安らかな死を願う、とい
うものである。終着点から割り当てられたやすらかさ。何か筋が違うのではないか。
その手前に無数の断念がある。「見るべきほどのものは見つ」(平家物語)、「生きるも死ぬも一度限
り、すでに十分に生きたわ」
（織田信長・本能寺）、
「一期は夢よ、ただ狂え」
（時宗）
。これらはいずれ
も気持ちはわかるのだが、どこか気負い過ぎている。気負わなければ対面できないのが、死という現
実である。終わりという拠点から、生を、自己を、そして人間を意義付けようとしている。そしてこ
れこそが、人間の可能性の桎梏となる。
20 世紀の後半に、こうした人間の死にまつわる気負いを組み替えようという議論が、いくつも展
開された。ドゥルーズ、ガタリは、死に対して「器官なき身体」を提示している。身体はなにかに役
立とうとして存在するのではない。役立つものは、やがて役割を負える。機能的なものは、やがて機
能の低下を招く。そして身体の停止がやってくる。これは個々のプロセスを終わりから再編する伝統
的な議論である。これに対して器官なき身体は、何かに役立とうとはしていない。ただみずからを消
尽するだけである。終わりという目的に向かうのでもなく、終わりから割り当てられた現在の位置価
を全うしようとするのでもない。だが誰しも消尽した先が死である、と言いたい誘惑に駆られる。そ
れが観察者の気負いなのである。死はどのような意味でも自分にやってくるのではない。ドゥルーズ、
ガタリは、アリストテレスの目的論に、別建ての回路を設定しようとした。これによって少なくとも、
どのようにリセットを続けるかに、議論の力点を移動させることができる。自己組織化やオートポイ
エーシスが向かったのが、こうした議論である。
死に抗するもう一つの戦いは、アラカワ＋ギンズによって開始された。人間の思想を制約し、ヨー
ロッパ思想にことごとく色合いをあたえた「死」に対して、「私は死なない」と端的に宣言したので
ある。死を起点とする一切の議論を別様に転倒するための施政方針綱領が、「死なないために」であ
る。そして 2010 年 5 月にアラカワは死に、2014 年 1 月にマドリン・ギンズが亡くなった。人間の
可能性の一歩先を言い当て、可能性の拡張へと向かうためには、彼らには「死」という固有観念を断
ち切る必要があった。そこから数々の名言も生まれた。その一つが、
「不可能故に、我信ず」である。
この現代の「黙示録」は、深刻さや気負いとは無縁で、どこかコミカルで冗談めいている。アラカワ
は自殺は絶対に許容できないと語る。自殺しようとするものは、処刑にあたいするという。これはそ
れじたい手の込んだ冗談である。アラカワとギンズは、「深刻さとは軽薄なことだ」というゲーテに
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もニーチェにも見られる感性の贅肉のなさを共有していた。アラカワはいつも、「河本さんの文章は
軽い」と言っていた。この場合、人間が死ぬというのは、言ってみれば「気のせい」なのである。こ
うした軽さと笑いは、一方では免疫力を高めることに寄与し、他方では遊びが創造性につながる回路
となる。
3000 余名の死者の鎮魂と祈念のためには、力強くしかもソフィストケイトされた施設が望ましい。
深刻に過度に意味を帯びさせるのでもいなく、壮大な儀式でもなく、簡素でかつ際限なく奥行きのあ
る記念碑が望ましい。それが「グラウンド・ゼロ」である。どこまでも再生に向け、しかも方向を限
定しない自在さがある。それは人間の身の丈を超えた大地と水と深さから成る。そして可能な限りの
装飾を排する。嘆くのでもなく、忘れるのでもない。主張するのでもなく、黙して語らないのでもな
い。感情を抑止するのでもなく、大袈裟に叫びだすのでもない。叫ぶこと以外の何かを実行しなけれ
ば、その場に居続けることも難しい。
何かを実行するように促す場所があり、その場に居合わせて想起することが、別の回路を見出すこ
とにつながるように場所を設定することができる。こうした想起こそリセットである。ここには想起
するさいに別様の現実に踏み出すことにつながるような工夫がある。特定の方向に誘導するのではな
い。皆に同じ感動をあたえるのでもない。ただ個々人がさらにそこで何か一歩踏み出すように促すの
である。それが簡素さのもつ奥行きとなる。どのような言葉も、次の言葉を引き出すためのステップ
であり、どのような行為も次の行為を生み出すためのステップである。何かが始まるためのステップ
として、場所を設定し、それ以上に何も制約しないこと、それこそ「ゼロ」であり、無限の奥行きで
ある。
これは感情の活用の問題ではなく、自分自身への覚悟の決め方の問題でもない。ある場所で選択肢
を開く。より多くの選択肢が開けるように場所を設定すると、各人はそこで想起をつうじてみずから
であることと、次の一歩へと向けた選択におのずと直面することになる。
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ハイライン・パーク（ウエストサイド 10 番通り）は、かつて 2 階を走っていた貨物鉄道網を、そ
のまま公園として作り変えたものである。すでに不要となった異物・廃物を作り変えて公園としたの
である。不思議な情感と爽快感がある。歴史的経緯は、マンハッタンのロウアー・ウエストサイドに
ある多数の会社と倉庫の間を貨物運搬するために 1929 年に高架線路として設定されたものである。
やがて物流の形態はトラック輸送が主力となり、1960 年には一部が壊され、1980 年までには貨物列
車輸送は、廃止されている。こうして鉄道線路網だけが、異物となり、多くの場合景観を損なうだけ
のゴミになりかかっていた。それを 2002 年から NPO フレンズ・ハイラインが都市設計に組み込む
ような活動を行い、2006 年に着工されて、長距離の高架公園となった。
2 階を歩道として活用するだけで、都市や建築物の景観は一変する。たとえば大学の校舎間の移動
は、すべて建物の間の 2 階の歩道になっていれば、キャンパス風景は変わってしまう。筑波大学と仙
台の東北福祉大で一部実現されているが、景観が 2 階とそこでの歩行という位置から構成されてく
る。地面は一般に静止のための場所である。建物は静止という位置から配置をあたえられている。と
ころが 2 階は、もともと移動のための場所である。もちろん移動の途中に休む場所も設定されている
が、基本的には移動という動作によって、また移動という動作をつうじて成立するように作られてい
る。この作り変えの構想力は、都市建設に別の選択肢を提示している。静止とは異なる機能性で成立
する建築物である。

また 2 階という高さを移動することには、独特の情感がともなっている。2 階という高さは、3 階
以上や屋上からの景観とは異なる。2 階は、鳥瞰的な図柄をあたえる高さではない。全貌を見渡すよ
うな見晴らしをあたえるものではないのである。つまり 2 階は、上でもなく下でもなく、それじたい
が一つの宙吊りである。宙吊りの空間は、基礎にも頂点にも回収されることはなく、固有の視野と速
度感をもつ。それらは歩行速度とともに過ぎ行くものであり、ゆったりとした時間のなかで歩行速度
に応じて、過ぎ行く速度を変える景観である。この速度感に釣り合うように、木、低木、植物を配置
している。この公園での自転車、バイク、スケートボードは禁止されている。
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過去の経済的インフラを、時に応じ、老朽化に応じて、散歩のための公共の施設に代えていく。別
様の働きとして再生していくのである。以前の貨物線路の痕跡を残しながら、それを公園の構造部材
の一部として活用する。ここにもリセットの仕組みがあり、それはニューヨークシティの雰囲気とも
なっている。ゴミゴミとした、どちらかと言えば美しくはない市である。少なくともオシャレな街並
みではない。ただしプロセスとしてのリセットの仕組みを到る所に組み込み、あらゆる場所でそれら
を作動させ続けている。

２、アラカワという出来事―――思い出の一歩先
アラカワは、20 世紀後半で見れば、世界で 10 本の指に入るほどのアーティストである。建築家と
して見ても、10 本の指に入るほどの革命的な建築家である。彼自身が一つの出来事であり、事件であ
る。それでもアメリカでやっていくことはほんとうに大変である。よほど実力と才能がない限り、一
発屋で終わってしまう。アラカワとギンズがある州で文化講演会を行ったとき、聴衆の一人が勝手に
壇上に上がり、パワポで映像を示して、人間の身体が穴だらけであることを示すようなものを提示し
たことがある。人間の身体を二万倍程度に拡大すれば、穴だらけに見える。裸眼ではそれが見えない
だけである。
透明なコップに入れた水は穴だらけである。そのため水をとおして、水の向こうが見える。ところ
が水の穴は裸眼では見えはしない。これと同じで、身体も見えなくても穴だらけだというような映像
を、他人の講演会の最中に壇上に上がり提示した人物がいたらしい。このときの映像が会場全体に大
騒ぎを引き起こし、アラカワ・ギンズの講演会は、ほとんど中止に近くなったという。こんなことが
起こる国である。アメリカの講演会では、毎回エキサンティングで挑発的なことを語り続けなければ
ならない。しかもどこかで根本的なことに触れていなければならない。そのためには毎日の日常生活
で、事件のような出来事に遭遇し続けなければならない。アラカワやギンズにとって、それは制作の
一コマに組み込まれた小さな刺激であったのかもしれない。
エンパイヤステートビル近くのマンションの 20 階以上の階で、窓から飛び降り自殺を図った老婆
がいる。決意と覚悟のダイビングである。ところが強いビル風のためか、数階下の窓の開いた部屋に、
偶然吹き込まれてしまい、一命を取り留めたと言うべきか、死ぬことに失敗したと言うべきか、とも
かくもほとんど怪我もなく、数階下の他人の部屋に降りただけという事件が起きたことがあった。ア
ラカワはそのニュースを聞くと、ただちにその老婆に会いに行っている。このときには何を聞いても、
老婆はほとんど何も語らず、ただ黙っているだけだったという。
ロサンゼルスのカルロス・カスタネダにも会いに行っている。例のシャーマニズムと哲学を合体さ
せたような教義を展開したチリ出身の宗教家である。1 週間ほどカスタネダの住所に訪ねつづけたと
いう。カスタネダは、ぼろぼろと泣くばかりで、ほとんど何も話さなかったという。
アラカワがキリコに手紙を出して会いに行ったとき、キリコは世界中から植物性、動物性の油を集
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めてさまざまに混合し、「永遠に乾かない油」を作ろうとしていたという。どんな油でも数百年経て
ば乾く。そうなれば色合いが変わる。それを防ぐためには、乾かない油が必要となる。それをキリコ
は自分で作ろうとしていたようである。当時アラカワはキリコからまだ学べるものがあると考えてい
た。ほどなくキリコは亡くなるが、そのとき大型のトラックが数台やってきて、家のなかにあったも
のをすべて運び出したようである。バチカンからトラックが差し向けられたとのことである。人類の
財産として、バチカンが引き受けるのである。これがヨーロッパである。
アラカワが帰国し日本に滞在している間に、私は何度もアラカワに会い、本当に多くのことを話した。
ほとんどが半蔵門にあるアークサイドホテルのラウンジで会ったのである。会えば 1 回平均 6，7 時
間話し続けていたと思う。東京荒川事務所の本間桃世社長に次ぐほど、私は多くの時間アラカワと過
ごし議論した。
あるとき通路という仕組みがおかしいという話をしたことがある。歩行にともなう足音が後ろに流
れていく、という話をしたと思う。誰であれ、歩けば自分の足音は背後に遠ざかっていく。このこと
が過去と未来の間に動かしがたい区別を作り出してしまう。過去は背後に流れ去り、未来は前方から
やってくる、というのである。そうだとすれば、足音が、前方からやってくるような通路を作ること
ができるはずである。その通路では足音は前方からやってくる。こんな話をすると、アラカワは、い
つものように負けてたまるかという調子で、足音は歩行者の右から左に流れていくというような通路
にしようという話を持ち出してくる。歩行は前後という線型性を作り出す。この線型性こそ、世界を
狭くしてしまう。行為の結果がつねに因果関係として働き、そこに現実性を作り出してしまう。地球
の物理的現実では、多くの場合そうなるが、必ずしもそれがいつも起きるわけでもない。そこに別様
な現実性の選択肢を設定しようとしたのである。
長い付き合いのなかで、一度だけアラカワは、私と口をきかなくなったことがある。私が、「どの
ように細かく制御しても、制作者にとっても予想外のことが起きる場所がある」、ということを言い
始めた頃である。奈義の龍安寺では、行為に対して、神経系の形成速度が速いために、誰にとっても
本人にも分からない事態が起きるという主張をしたときである。アラカワには、このことは認めるこ
とはできない事であったようである。アラカワの作品は、徹底的に工夫し細かく計算して出来上がっ
ている。すべては計算のなかで示されたような効果をもつはずである。ところが奈義の龍安寺のよう
な場所では、神経系に関与する光や重力の効果で、神経系の可動域がどんどんと広がり、そこに半時
間、1 時間と佇むうちに身体の感覚さえ変わってしまう。子供たちは、そこで邪気なく遊びながら、
そうした可動域の拡張を行うことができる。つまり計算し想定された効果を超えて、そうした建築は
働き続け、何度もリセットを繰り返す。
自己組織化では、こうした事態は当然のことに思える。しかし何故かアラカワはしばらくはそのこ
とを認めず、会っても眼も合わせず、会話もしなかった。ところが 3 か月ほど経ってから、ニュー
ヨークのアラカワから電話があり、私の言う通りのことが起きると認めたのである。何か筋の違うと
ころに引っかかって、アラカワは素直に認めることができない理由があったのである。

653

アラカワは英語はうまいが、自分で英語の文章は書かなかった。マドリン・ギンズに話しかけ、議
論して話がまとまっていく。さらにそれを詩人のマドリン・ギンズがとても凝った文章に仕上げた。
つまり一読しても解読できないような文章を書いたのである。訳者がほとほと困り果てるような文章
になって、それが公開された。アラカワは、そのことの意義を説明しなかったが、言語を複数個組み
合わせるような文章が出来あがっていった。ギンズはフランス語の慣用句にそのまま英語の単語を置
き換えて描くような癖があった。
そんな文章を日本語に訳すことは容易ではない。意味を理解して、意訳したのでは、元の文章の異
様なほどの雰囲気は消えてしまう。つまり謎解きをして意味を理解することは最初の第一歩である。
分かる形までは、ともかくも解読する。それをわかる日本語にしたのでは、元の文章の感触がほとん
ど伝わらない。そこで再度文章の中の個々の単語が日本語のどこかに痕跡が残るように、日本語に無
理をかけるのである。少々不自然であっても、その無理が原文の異様さを感触として伝えるように、
日本語を選んで訳文を作り出していく。そうやって翻訳したのが、
『建築する身体』である。1 冊の本
だから、どのようにしても意味不明の箇所が残る。そこでマドリン・ギンズにメールで手紙を書き、
易しくリライトしてくれと頼みこんだ。おそらく 30 箇所程度は、リライトしてもらって、それをも
とに訳文を組み立てたのである。
アラカワとギンズでは、向かおうとしている企ては、ほとんど同じ方向に向いており、人間の能力
の拡張に向かっていることは間違いないところである。ただし基礎的な基盤として何を元にしながら
構想を進めていくかはかなり異なっていた。たとえばカオス理論に対しては、二人とも大賛成であっ
た。アラカワは生態心理学には比較的に寛大だった。ところがギンズは、オートポイエーシスを基礎
においていた。このことは 1996 年にアラカワとギンズが来日し、そのさいのリセプションでのギン
ズの講演からもわかる。この時期のギンズは、オートポイエーシスを連発していた。
アラカワは、よく細かな科学の動向について私に聞いた。人工生命は、どうして前に進まないのか
ということが話題になったことがある。人工生命は、コンピュータのディスプレイ上に示された物体
の運動であり、その物の仕草がどこか生命に似ているというものである。ただし空間がディスプレイ
という人工空間に限定されている。物は運動をつうじてみずからの空間を形成する。空間をどうする
かで、建築には膨大な可能性があった。
アラカワの周辺には、生態心理学に傾注している人たちが多くいて、アラカワにも議論を仕向けて
いたらしい。ギブソンの高弟たちが、生態心理学の陣営から次々と去っていくことをアラカワは不思
議な思いで見ていた時期があった。どうしてそうしたことが起きるのかと私に聞いた。生態心理学は、
知覚と環境情報との関連を問い、その知覚と運動との関連を問う心理学である。たとえば眼前に迫っ
てくる物体を知覚するとき、何を知覚するのかを実験的に問うのである。すると物体が自分に到達す
るまでの時間を知覚しているというのが、実験での解答となる。ギブソンの高弟の一人であるデー
ヴィット・リーが明らかにした仕事である。ところが迫ってくる物体に対して、それを避けることも、
手で受け止めることも、場合によっては顔面で受け止めることもできる。こうしたことができるため
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には、身体のもつ選択肢に見合うような時間と空間との変換関係が成立していなければならない。そ
うでなければ避けることさえ難しくなる。
実験的な研究は、指標の取り出しを前提としている。指標の取出しは、知覚の本性でもある。そこ
に生態心理学研究の基本があった。知覚とは、そのなかに直観的な指標の取出しを含むプロセスであ
る。ところがその指標のなかでの情報に基づいて、行動が行われると生態心理学者は考えて行った。
それによって指標があらかじめ前提のように扱われることになった。実験科学ではしばしば起こるこ
とである。
ニューヨークシティ北部のイーストハンプトンという避暑地に、「バイオスクリーヴハウス」があ
る。今回はそれを視察した。片道約 3 時間の道程である。バイオスクリーヴハウスの作りは大きいが、
基本的な構想は三鷹の天命反転住宅と同じであり、実際の建築の手続きは、マドリン・ギンズが陣頭
指揮を執った。その時期、アラカワは三鷹ロフトの建築にかかりっきりだった。このバイオスクリー
ズハウスには、三鷹ロフトで経験できるような細かさがない。建築途上の資金の流入の変更もあった。
建築ではしばしば起きることであり、思うようにできなかった建築である。途中で施工主も変わって
いる。それでも天命反転系の建築である。それ以上に実際に建築を行う業者の問題もあった。避暑地
のイーストハンプトンの数名の地元の業者が行ったようである。おそらくその業者にとっては、無理
な注文が課されている、と受け取るタイプのものである。つまりやっとやっと注文に応えたという建
築物である。
天命反転系の住宅は、そこにいるだけで何かの行為を誘発するように作られている。鉄柱があれば、
おのずとそれに登ってみたくなる。同行した稲垣諭さんは、すぐに登りはじめ、天井にタッチすると
降りてきた。何度か登っている間に、どんどんとうまくなって行き、力を籠めるところと抜くところ
のはっきりとした区分が動作のなかに出現し始めた。こんなときにも立て続けに実行しようとしない
で、次の機会まで間をおくのである。これが記憶による形成力であり、次の機会には身体はおのずと
リセットされている。このリセットと再組織化の働きを活性化する仕組みが、天命反転住宅の要であ
り、それが何によってもたらされているかは、経験科学的にははっきりしない。
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歴代の革命的な建築家には、設計図が残るだけの人が多い。実際に作るところまでは行かないので
ある。資金の出し手が見つからない場合もある。それ以上にそれを作るだけの建築の技術水準に到っ
ていない場合も多い。イーストハンプトンのバイオスクリーヴハウスと三鷹ロフトとの最大の違いは、
三鷹ロフトには球形の部屋があることである。球形の部屋は、多くの建築技術がなければ、作り出す
ことさえ難しい。竹中工務店のような世界最高水準の技術をもつ建設会社でなければ、できない部分
が多い。養老天命反転地でも奈義の龍安寺でも三鷹ロフトでも、球の活用が天命反転系の建築の最大
の特徴であるが、実際には簡単に作れないのである。球の小部屋を作ると壁が一定の厚さになるため
に、たとえば入り口の切り込みにおのずと傾斜ができる。この傾斜は球面の一部であるのだから湾曲
していなければならず、しかも正面から見て直線でなければならない。この球と直線の変換関係を含
むのが、球形の部屋である。これが現在自閉症の治療に活用されている。
設計から建築物の実現に到る間に、別のプログラムが作動
しなければならない。たとえどのような構想で設計図や見取
り図を描こうとも、物理的な建築として作り上げていくため
には、そこに職人の集団が関与する。アラカワは、職人は自
分のやりたいことしかせず、アラカワ自身が実際にやってみ
せても、「はい分かりました」と言って、いっさい従わず、
それまでと同様に自分のやりたいことしか行わないらしい。
職人は、不思議な人種だとアラカワは面白がった。その職
人が、自分たちで面白がり、設計図以上の設計を実現したの
が、三鷹ロフトである。設計図が直接実現することはない。
そこには翻訳規則のようなものはない。現実の物理的形態は、
身体とともに職人たちが作り出すのである。その間をつなぐ
人物がいる。現場監督である。現場監督の指示に従って職人が動くこともない。現場監督の仕事は、
プロデューサーに似ている。プロデューサーの仕事は、職人たちの動きを作り出し、最大限に能力を
発揮させることであり、大枠での制限と各部分作業の自由度を作り出すことである。
教員や治療者の作業にも、プロデューサーの部分がある。相手の経験の動きを作り出し、相手の経
験がもっとも動きやすい所に誘導し、そのことをつうじて経験の自由度を獲得したり、経験の境界を
変えたり、経験の制御の仕方を本人が修得するように促すのである。シラバスに合わせて、知識を習
得させることは、実は教育でもなんでもない。たとえば「瞬間」という事態は、どのように経験すれ
ばよいのか。瞬間には幅がある。瞬間は、それを指定したときすでに過ぎ去っている。こんなふうに
言葉で押さえて行ったのでは、言葉の意味解釈になってしまう。むしろたとえば戯曲のなかの変化の
場面を経験させた方が良い。たとえばあまりその日うまくいかずがっくりとした気持ちで新宿の裏通
りを歩いていると、小雨の中をその日満足にエサを得ることのできなかった痩せた犬が前方から歩い
てくる。こんなときにあんな犬に会うのかと少し距離を取ると、犬も道路の端に身を寄せようとして
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いる。そのときである。偶然、この犬と眼が合ってしまい、双方ともになにか気まずい思いを抱えて、
少し足早に歩きはじめる。こうした変化の出現する場面を瞬間の経験として取り出すことができれば、
「瞬間」の経験は動き始める。経験を動かさなければ、意味理解になってしまう。意味の理解ではな
く、経験の動きをつうじてそのプロセスを感じ取るのである。
対人関係は基本的に相互理解から成り立つと思われている。ところが理解ではなく、相互の経験が
もっとも自在に動くように、互いが他の媒体になるような関係を形成することができる。こうした関
係が「カップリング」である。何故だかわからないが、ずっとうまく行為できるようになった、とい
うのがここでの成果である。こうした経験の動きを作り出す部分が、プロデューサーの仕事である。
そしてそれは教育にとっても治療にとってももっとも必要とされる部分である。
ニューヨーク市街地の衣料品店の階段に、ギンズが作っ
た建築物がある。実はこれは外見だけ天命反転系の住宅に
似せた見世物である。見世物でも悪いわけではないが、
「行
為とともに変化する部分を含む」という必要条件が欠けて
いる。これでは知識としてだけ記憶されても、体験に通じ
る回路がない。そこを通過するたびに想起と踏み出しをつ
うじて経験がリセットされるのでなければ、ただの見世物
になってしまう。
「そこでの行為がそのつどリセットされる
場所」が、
「天命反転」の内実であり、必要条件である。も
ちろんバイオスクリーヴハウスに誘導するための市内イン
センティヴの提供でもよいのだが、少なくとも階段にはエ
スカレータに乗るよりもさらに面白く感じられる工夫が必
要である。階段は、建築の構造部材の一部であり、建築全体の強さを支えている。そこに工夫を導入
する。たとえば階段の三分の一は、凸凹でもよいのである。それにしてもアメリカの職人は不器用だ
と感じられる。
アラカワの居住兼事務所は、5 階建てのビルである。そこには多くの作品が残されている。遺稿も
多い。管財人が押さえているために、現在まだ自由に使うことができない。壁に立てかけられている
作品では、クレーやキリコが晩年に取り組んだポリフォニー（多重性）のさらに一歩先を行く作品群
が構想されているようである。おそらく空間そのものを多重化させる試みである。世界はつねに多重
に重なっている。その多重性のなかで、さらには多重性の隙間で、あるいは多重性の交叉で、いった
いどのような経験が成り立つのか。こうした課題にいつか取り組みたいと思う。

３、動く島
サイエンス・バージェ（平底船）は、多くの教訓をあたえるものとなった。ある意味で、エコと称
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する企てが、何故貧相になり、多くの者たちを感動させるところまで行かないのかの理由を示す教材
でもある。かりに海上での生活が可能になれば、人工の島でのタイム・スパンの異なる生活圏を形成
することができる。しかしそれは、もっと大きな構想力で作り出されなければならないものである。
エコを標榜する施設には、共通の特徴がある。自然性に回帰することを訴えながら、不自然なほど
作為的なのである。ビルの屋上にイネやムギを植えたり、植物を育てることは、どこか取ってつけた
ような無理がある。アメリカのような広大な土地が余っているところも、日本のように茨城県全域ほ
どの耕作放棄地があるところも、土地が不足するからビルで穀物を植えるのではない。屋上の植物栽
培は、屋上の面積と光を活用しているだけである。
エコの基本は、現にある自然条件や文化環境条件を最大限に活用する工夫のことである。エコはギ
リシャ語のオイコス（家）から由来し、エコ=ノモス（家の規則）が経済学となり、エコ=ロゴス（家
の論理）が 19 世紀の後半にヘッケルによって造語された。経済学も生態学も同じ意味だが、もっと
も無駄の少ない経済性に向かうようにするのでなければ、作為性が前に出てしまう。ヘッケル自身は、
結構な生物学者で、最も原初的な生命体を、ライプニッツのモナドから名前を取り「モネラ」と呼ん
だ。モネラからすべての生物の由来を導くような壮大な系統樹を組み立てた。ラマルク・タイプの進
化論を構想していたのである。そこから出された有名な定式化が、
「個体発生は系統発生を繰り返す」
という提言である。このタイプの進化論は、生命の起源や発生の場面では、なお有用な面がある。
人工の島は魅力がある。その島が動くのであれば、「ひょっこりひょうたん島」である。滞在しよ
うと望めば、一生をそこで終わることもでき、場合によっては数か月、数週間滞在することもできる。
現在は、巨大クルーザーに乗り、数週間の船旅となる。これが信じられないほどの費用がかかる。現
状では、贅沢な試みである。中国富裕層でも簡単に実行できることではない。それをかりにごく低価
格で提供できるのであれば、現状の生活の選択肢を増やしていることになる。
人や情報から離れる場所がなくなってしまったのが、現在の情報社会である。すべては情報でつな
がっている。ある意味で巨大な情報ネットワークで、むしろ選択肢が減ってしまってもいる。山に登っ
ても山間の温泉に行っても、携帯やスマホで連絡を取っている。情報を断ち切らなければ、固有の経
験に入っていくことは難しい。壁を作って引きこもれば、ただの「引きこもり」である。これでは何
も変わらない。引きこもっても、匿名のツイッターで、次々と現状が発信され報告される。島に移動
ししばし海洋上にでてしまう。5 キロも沖合に出れば、
「進撃の巨人」もさすがに追いかけては来ない
だろう。
ところでどうやって島で暮らすのだろう。クルージングであれば、必要なものを陸から運び込み、
大量の物資を備えて洋上に出る。これでは島の生活にはならない。自給自足の生活条件を整えるため
には相当の工夫が必要である。
陸上生命体の持続可能性を維持するためには、水と光と土（植物のための滋養）は欠くことができ
ない。水は雨から備給するだけでは足りていない。ところが海水は周囲に無数にある。海水からの水
蒸気を受け止める自然の装置が「陸」である。海水からの水蒸気が大量の熱を含み、大気上層で真水
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として液化するさいに、大気圏外に熱を放出する。これが地表の熱を大気圏外に運び、地表付近の温
度を一定にする仕組みである。島では真水の確保が第一の課題となる。海水から直接塩分を分離する
ことは容易ではない。すると 24 時間雨水が作られる装置が必要となる。太陽光を使って、恒常的に
結露する蒸留水ができるようにするのだろうか。

土は、植物の本体を支える基礎的部材でもあるが、それじたいはスポンジで置き換えても良い。す
ると問題は土に由来する植物にとっての栄養である。植物にとっての必要な肥料は、窒素、リン、カ
リウムである。これらを地上から運び込むのではなく、海水と海産物から取り入れなければならない。
海洋性の昆布から取り出すことができれば、陸生の植物を栽培できるが、相当に大きな規模の装置が
必要である。海洋は濃度を薄める装置であり、そのため自然浄化力の母体となってきた。これに対し
て、土は濃縮の装置である。植物性の炭水化物があれば、1 週間ほどで動物性のタンパク質は作るこ
とができる。
この平底船にもいくつか工夫はあった。水が上から落ちて、植物に注ぎ、植物のために活用された
水が下の水槽に落ち、そこでは下に溜められた水で金魚が飼ってあり、その水が循環的に再度上から
注ぐ仕組みになっている。しかしこれでは金魚に別建てで餌をやらなければならない。金魚が餌とし
て最も必要とするのは、植物の死骸に由来する炭水化物であり、いくつかのアミノ酸である。また植
物にまとわりつく微生物由来の窒素化合物である。金魚の糞を再度植物に循環させるところは、物質
循環の基本形が実現されている。
一人の人間が、洋上で暮らすためにはどの程度の面積が必要なのかと思う。それによって最小限の
島の範囲（面積）が決まる。平底船を運営管理して説明してくれた人たちも、この船で暮らしてはお
らず、どこか近くの陸の上で暮らしているようである。現状では海岸付近の環境整備の一環として、
観光・教育付帯物の一つなのであろう。
海水と真水の分離は、生命体の進化にとって何を意味していたのだろう。細胞にとっての浸透圧が
大きく異なるために、両方で暮らせる動植物はごくわずかである。すると生態系の最初の境界は、海
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水と真水の分離であろう。内陸でもカスピ海のように海水ほどの濃度をもつ湖もある。陸上の条件は、
強い紫外線と体重の重さと気温の大きな変動と有り余るほどの酸素である。光の量が圧倒的であるた
めに、聴覚に代わり視覚が認知機能では優位を占めるようになった。浮力がないことによる体重の増
加は、個々の動作の多様性をもたらしたはずである。気温の変動は、多くの生活パターンを生み出す
ことになった。冬場はただ眠るだけという贅沢ともいえる生活のパターンも生じた。一般には変化の
規模も速度も激しい。多様化の条件が厳しいために、一挙に夥しいほどの激しい増殖と激滅を繰り返
すような環境条件である。発生で見れば、短期間に資源を一挙に使い尽くすような急速な個体増殖が
起き、またたくまにその地域を覆っては、その後ほぼ絶滅するというイメージである。陸上では生け
る化石は難しい。かつて名古屋万博で、マンモスの冷凍保存された一部が展示されたことがある。シ
ベリアはかつて草原であり、そこに多くのマンモスが生育していた。1 万 8 千年ほど前に、地表付近
の温度が約 10 度ほど上昇し、そのためシベリアあたりにも大量の雨が降り、冬場にそれが凍り分厚
い氷ができて、真夏でも融けなくなった。永久凍土とはごく最近の出来事である。そこに閉じ込めら
れたマンモスが化石化しないまま冷凍保存されていたというのが実情である。
海水と真水の接点(界面)は、複雑さの大きな環境であるため、通常では進化の宝庫のはずである。
複雑な環境ではより多くの適応の回路があり、そこにさまざまな適応の仕方が出現するはずである。
ところが海水と真水の落差はあまりにも大きく、ひとたびそこで出現したものでも、生命の維持のた
めにはおそらくそこから遠ざからなければならないほどである。この落差を埋めて海洋上で活用する
ことは容易ではない。

４、ボストン
ボストンは、アメリカで最も古いと言われるほど古い町並みであり、教会と大学を中心に形成され
た文化都市である。どこかヨーロッパの都市に似ている。街の規模からすればフランクフルトと同規
模である。ここに MIT という世界有数の大学がある。ノーヴェル賞級科学者が多くいる。その水準
の科学者が自由に議論できる環境が形成されていれば、一般にアイディアも出やすくなる。建物にも
工夫がなされている。
どこで人間はアイディアや霊感を得るのかはよくわからない。直観力の優れているものとそうでな
いもの、言葉で説明しなくてもわかるものと説明しなければわからないものの区別はすぐにできる。
言葉で説明しなければ分からないものは、言葉で説明しても分からない。実際には言葉で理解したこ
としか分からない。ここには言葉と理解の限界がある。
経験の限界辺りにある事象は、直感で捉えても外れることも多い。精神疾患や脳神経系の疾患につ
いては、繰り返しそうした外れ方をする。そのときそれをさっさと宙吊りにしておくほどの経験の軽
さ(自在さ)が必要となる。外れたアイディアを間違ったものだと考えないのである。とりあえず今す
ぐには役立たないアイディアだと、ペンディングにする。やがて思い起こせなくなるものは、もとも
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と接点のなかったアイディアである。それがひと時頭をよぎったのである。アイディアについては、
真/偽ではなく、想起を活用する。ペンディングにしたものも、何度も機会に応じて想起されるならば、
経験のどこかに接点がある。それがなければいずれ想起されなくなる。
写真は、MIT 集会場の 2 階外通路に置かれたオブ
ジェである。このオブジェを前にして、どのような
問いをもてばよいのか。
「これは何であるか」という
問いは、このオブジェを知るという課題である。こ
の問いはこのオブジェに対して、豊かなかかわり方
なのだろうか。知るというかかわりは、実は最後の
末端の問いである。
「これは何の役に立つのか」とい
う問いは、すぐに役立てようとする実用的な問いで
ある。有用に使えなければすぐに放棄するのでは、
現在の一時的実用性に制約されすぎている。つまり
時間的な辺境主義である。「これとどのように遊べ
ばよいか」という問いは、このオブジェとの遊びを
見つけなさいという問いなので、当面当惑しても開
かれたままであるような問いである。これらの問い
は、伝統的には、真、善、美と呼ばれたものである。
ここまでの問いでアリストテレスからカントまでを覆っている。
これ以外にもまだまだ問いは立てうるのである。たとえばこのオブジェの裏は何かと考えてみる。
「裏」とは他の物との関係で、相対的な位置価は同じで、その二つだけで比べれば正反対のような関
係である。アラカワが頻用した「対」の関係への問いである。あるいはこのオブジェそのものの「愛」
は何であるかを考えてみる。オブジェ(物体)と愛は、直接関係がない。またこのオブジェは愛をテー
マにして作られたものではない。だからむしろこのオブジェを前にして、このオブジェの「愛」を問
うのである。どこか笑えるような問いである。このオブジェの隠喩を取り出しなさいという問いであ
り、これはイメージの拡張にかかわっている。愛以外にも、この「オブジェの希望」
「オブジェの夢」
「オブジェの戦い」「オブジェの陶酔」等々が考えられる。こうした問いの立て方は、二十世紀の構
造主義が編み出したものであり、レヴィ=ストロースやラカンでは頻繁に活用されている。
これに対して、このオブジェはそれじたいで何になりうるかという問いを発することもできる。こ
れは自己組織化の問いであり、このオブジェをつねに途上に置く問いである。現にあるオブジェを前
にして、このオブジェがより豊かな現実になるプロセスへの問いなのである。つまりこれを足場にし
て、さらに次のオブジェをイメージしなさいという課題である。さらにこのオブジェを内面化するに
はどうするかという問いが成立する。進撃の巨人のようにこれを食べればよいのか。内面化とはそも
そもどうすることなのか。この問いにまで至れば、オートポイエーシスの段階に突入している。
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こうした問いが次々と湧き上がるような施設や設備がこの建物の周辺や内部に配置されていた。世界
中から短期でも客員研究員になりたいという多くの希望が来ていて、その人たちを向い入れてさらに
リサーチ・ネットワークを拡張している。
大学の付属の施設として、MIT ミュージアムがある。過去に活用した道具、器具、産物、製品の一
部を放棄するのではなく、歴史的経緯を示すものとして記憶にとどめ、多くの人に提供するのである。
これらは大学そのものの履歴でもある。個人に履歴書があるように大学にも履歴書があってよい。要
するにそれだけの実力があるということなのだろう。東京大学には、それに匹敵するようなミュージ
アムはない。ながらく全国すべての大学の予備費の 1 割の割り当てを使いながら、そうした大学の履
歴の公開に相当する設備が見当たらない。
このミュージアムには、多くの教育効果をもつように作られ、観光用に展示されているものもある。
そのなかには回転運動をさまざまなモードの運動に転換するマシーン群があった。前後運動やしなり
の運動に転嫁する機械も作られていた。これらは現在ロボットの多くの関節をささえ、移動を支えて
いる。ロボットの場合、関節はモーターで動かすために、前後運動、上下運動のためにはいくつもの
運動のモードの変換が必要である。
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ファンタスティックロード――熊野
河本 英夫（文学部）
キーワード：熊野大社、熊野古道、南方熊楠、場所の喚起力

熊野は、標高の低い山が幾重にも入り組み、それが海岸近くまで続いている。この山の総数は、3
千とも 3 千 5 百ともいわれる。小さな山の底を一つ抜けると、次の山並みが半開きの扇のように出現
する。それが何度も繰り返される。地図がなければ、自然の迷路である。迷路を抜けることは、それ
じたいでプロセスである。一つの迷路を抜け、次の迷路に入りまた抜ける。この感触は独特のもので
ある。巨大な山に登り頂上に到達し、まるで目標に到達したかのように達成される登山がある。苦難
を乗り越え、一つ一つの手順を目標への到達に組み込み、そこに到達すれば大半の課題が達成される。
また尾根の縦走のような眺望的な視界の移りゆきを満喫する移動もある。鳥瞰的な見晴らしが次々と
移り変わることを楽しむのである。これらに比べれば、迷路を繰り返し抜けていく移動は、最終的に
どこかに到達することを目標としてはいない。またパノラマ的な眺望を獲得しているのではない。迷
路はやがて終わることもあれば、場合によっては終わらないこともある。また迷路の途上に、さまざ
まなものに遭遇することもある。それが滝であったり、巨大な岩であったりする。熊野の基本は、ファ
ンタジーである。

１、何が起きるのか
迷路のさなかの風景には、いくつもの特異的な特徴がある。迷路を抜ければ繰り返し視界が開ける
が、開け行く視界は、どこか映像のようで、まるで日常の現実性とは異なったものである。映画の一
コマのように現実性が成立している。だがこれが現実なのである。こうした現実性に自分自身の経験
を釣り合わせるためには、いくつもの文化的な装置が必要となる。それが文化の蓄積となる。
迷路のさなかで出現する風景は予測が効かない。富士山の頂上のように到達点に到れば、どのよう
な眺望なのかは予期のなかにある。そしてその予期にふさわしい風景に感動するのである。感動の予
兆が満たされる。それが確かな現実感となる。湯の峰から熊野本宮に到る古道で、下りの山道を降り
ていくと、木々の隙間から眼下に水の流れが感じられる。それがどのようなものであるかはわからな
い。大きな池のようなものか、ダム状のものか、それとも流れの緩やかな幅広の川面なのか、その時
点ではわからない。しかもそのわからなさは、平地に出るまで続く。そしてそれが川幅 100 メートル
近くもある熊野川の蛇行点であることが突如わかる。
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古道は気が付いたときにはすでに始まっている。バスで古道の近くまで行き、歩行を開始する。民
家の生活圏の範囲を進んでいく。南方熊楠の下宿した民家跡も看板付で残っている。そして気が付い
たときにはすでに古道に入っている。明確な区切りがないことは、実はどこで始まったのかもはっき
りしない。本当はバスに乗っている間にもすでに始まっていたのかもしれない。観光用に作られた石
段は、人工的に保存されたもので、この保存はごく最近になされたことである。一般に迷路の中の通
路は、始まりも終わりもない。迷路に彷徨こむとき、開始はつねに追憶のなかにしかない。それは厳
しい上り坂であったり、道路脇の巨大な杉の木であったりする。それらは実は迷路のランドマークで
しかない。というのもすでにそれ以前に迷路は開始していたのである。変化率や突発的な事象は、つ
ねに記憶のなかで区切りを形作る。
このあたりは修験道のような厳しい修行を行う者たちがいたことが知られている。だが自然条件か
ら見て、ここでは厳しい修行を行うようなことはできない。靴と服装にもよるが、それほどの厳しさ
がないために参詣者が数珠のように並ぶ「蟻の熊野詣」が成立している。どちらかと言えばハイキン
グコースなのである。いったいこの山並みに人は何を求めて、入り込んだのかとも思う。いくつもの
尾根を移り行き、別の尾根に入り込み、ときとして目標地点から隔たり、また気が付けば目標地点の
すぐ手前まで来ていた、というようなことが起こる地形である。本宮に到るためにもいくつもの筋道
がある。
迷うこと、通過することは、経験の基本である。知であれば、迷うことを試行錯誤だと呼び、通過
することを経験だと呼んでいる。迷うことも通過することも、何かを獲得することではない。最終的
な位置から見てそこへと向かうことが、知の習い性となってしまっており、それ以外のあり方を満喫
することができない。多くの場合、ともかくわかりたいのである。わかったときにはすでに終わって
いるはずなのだが、それを感じ取る余裕さえない。どこまでも通過点であるような知は、「無限性」
に対しても生じる。ある場所まで行ってもなお先があるという事態である。これは無際限性であって、
ここに生じる迷いは、一時的な気迷いである。熊野で生じる迷いは、まとまりもなく取り留めもない。
だが気迷いではなく何かは確実にある。
熊野古道と呼ばれるもののもともとの道筋は、実はよく分かっていない。山の中の道は、二、三年
人が通らなければ山に戻ってしまい道が失われる。幹線道路が整備されて以降、多くの古道は失われ
たはずである。千年にわたって利用されてきた熊野古道の実際の道筋はいまでもよく分からない。痕
跡の残る一部の道筋を現在のハイキングコースとして活用しているというのが、事実に近いのだろう
と思える。
湯の峰から本宮にいたる古道の登り道で、70 歳半ばと思える老夫婦を追い抜いた。長男と思える
若い男と三人連れで歩いている。足の達者な老婆が、一人前を歩いている、長男は老人の足元を気遣
い、
「そこは危ない」
「そこは端を歩いて」と細かな配慮を向けている。老人はあらん限りの集中力で、
もう少しで終わる登り坂を乗り切ろうとしている。20 メートルほど先を歩いている老婆は、ときど
き振り向いて、老人のよたよたした歩みを見て微笑んでいる。老人が老婆に向かって「馬鹿にしただ
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ろう」とにこやかに言う。老婆は、
「馬鹿にはしていませんよ。ただおかしいだけ」と微笑み返す。お
そらくこうした場面が、古道の風景なのである。気負い立って登るのでもなく、また苦行を自分に課
すのでもない。ほどほどの苦しさの負荷のもとで、はじめて感じられる快があり、はじめて見えてく
る局面がある。それが古道である。
これらの道が、伝統的に「辺路」と呼ばれるのも、どこか似つかわしい。これらの多くは、2000 年
に「熊野参詣道」として史跡として国家登録され、2004 年に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネ
スコに世界遺産登録された。道とは境界のことであり、切り別れる分岐線である。それによって視界
が決まる視界線である。道には石畳のある個所もあるが、それによって立派な道路になっているとい
うわけでもない。道の多くは、実は水の通り道でもある。おのずと水の流れる窪地を、道として活用
している。紀伊半島のように降雨量の多いところでは、自然条件から石畳が必要にもなる。
この地帯の地層は、火成岩と火山灰からなる。山並みのいたるとことに小さな絶壁があり、巨岩が
ある。一面小さな植林による杉の木がある。そのなかに巨大な杉がいくつもあり、列をなしている。
那智大社の石段は、こうした火成岩から切り出されたものである。また巨大な滝が成立するためには、
滝の落ち口あたりには硬い岩盤がなければならない。そうでなければ滝が崩れてしまう。
岩には独特の感度がある。新宮の本家とでも呼ぶべき神倉神社は、山頂の巨大な岩をベースにして
成立している。見てくれがヒキガエルに似ているので、「ゴトビキ岩」と呼ばれており、かなり遠く
から見ることができる。この山を中心に「神倉神社」ができそこから社屋を移すように速玉神社が作
られたために、そこを「新宮」と称している。新宮は本宮との対名称ではない。

ゴトビキ岩

山頂の岩は、数万年単位の時の流れにもびくともしていない。造山運動の奇跡的な偶然によって、
出現した山頂の岩である。人間の造ったものは、スカイツリーのように例え身の丈をはるかに超え出
て、圧倒的な高さを誇るものであっても、どもまでも人事の延長上にある。スカイツリーは迫力はあ
るが、奇跡はない。精密な計算はあるが、偶然の意匠はない。手続きの気の遠くなるほどの繰り返し
はあるが、由来の不連続な不明さはない。岩は大地から植物のように生え出ている。ただし成長や崩
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壊のサイクルのオーダが植物とはまったく異なっている。岩の変化のオーダは、数万年から数十万年
だろうか。そして人間にはこのオーダの時間の流れをそれとして感じ取ることは、ほとんど困難であ
る。岩を感じ取ることのなかに、この地の自然環境の霊感の一つがある。これは崇高さを求める自然
崇拝とは異質なものである。
この地で育ちいくぶんかこの地を生活圏としてきたものと、ただ訪問してしばらく滞在したものと
では、受け取りに大きな違いがでることも、この地の特徴だと思われる。観光地化している場所では、
こうしたギャップは一般に小さいのだろう。熊野は多くの人が入りこむが、観光地という印象がない。
那智熊野大社の古道で、台湾人のツアー客とすれ違った。海外からの日本へのツアーとしては、かな
りこだわりのあるツアーである。那智の滝は、日本最大の落差を誇っているが、この世のものとはか
けはなれた圧倒的な迫力があるのでもない。観光でないとすれば、何を求めて多くの人がこの地に
やってくるのか。日本古来の文化に触れる、ということでもない。文化的遺産に触れるのであれば、
奈良や京都がふさわしい。熊野がある時代に文化全般の中心地であったことは一度もない。精確には
「何かの中心」という位置を占めることは一度もなかった。文化的遺産としては、つねに訪れるとこ
ろであり、そして通過し、去っていくところである。熊野は基本的に「通過地」であり、通過するこ
とで最も多くの側面を晒してくれる場所でもある。そのためここで育つものとは、受け取りにかなり
の違いが出る。新宮で育ち、しばらくここで暮らしていた小説家中上健次の『紀州

木の国・根の国』

には以下のような記述がある。

紀伊半島の紀州を旅しながら、半島の意味を考えた。朝鮮、アジア、スペイン、何やら共通する
ものがある。アフリカ、ラテンアメリカしかり。それを半島的状況と言ってみる。大陸の下股、陸
地や平地の恥部のようにある。半島を恥部、いや征服する事の出来ぬ自然、性のメタファーとして
とらえてみた。いや、紀伊半島を旅しながら、半島が性のメタファーではなく性という現実、事実
である、と思った。たとえば一等最初に降りたった土地、新宮。その土地で半島を旅する男、私が
生まれ、十八歳まで育ったので、これまでも新宮と覚しき土地を舞台に小説を書いたが、そこを征
服する事の出来ぬ自然、性の土地だと思った事はなかった。熊野川は女の性器、膣のようにある。
・・・
紀伊半島、紀州とは、いまひとつの国である気がする。
まさに神武以来の敗れ続けてきた闇に沈んだ国である。熊野・隠国(こもりく)とはこの闇に沈ん
だ国とも重なってみえる。この隠国の町々、土地土地を巡り、たとえば新宮という地名を記し、地
霊を呼び起こすように話を書くことは、つまり記紀の方法である。(七-八頁)

中上健次の小説作品になぞらえて、紀行文をこうしたメタファーで語り続けることはできる。紀行
文も地続きの中上健次の小説世界だと感じられる。ただ通過するものにとっては、それもいくぶんか
無理な比喩のように感じられる。岩や入り組んだ山々の生成は、生物学的な生殖の生成とも、人間的
な生殖とも、さらに違っている。古事記には、たしかに国作りを生殖になぞらえて記述していく箇所

666

がある。その記述は、露骨なほど明白で、男神イザナギと女神イザナミが、生殖をつうじて国作りを
しようとするのである。「わしの身はできあがり、できあがって、ついできすぎの、あまったところ
が一つある。このわしの身のあまったところを、そなたの身のたらぬところに刺しふさいで、国土を
うみ出そうとおもうがどうじゃ。」このイザナギの言葉に、イザナミは応えて天の御柱の回りを回る
のである。だが出現の奇跡は、性以外にも無数にある。
ただし何か暴力性の出現しそうな雰囲気は、この地にはある。鮮やかすぎるほどの光の量がまたた
くまに途絶えて、急に雨が降りだしたり、いつもは水量の少ない熊野川が、小さなきっかけで氾濫し
たり、上流の十津川周辺で山崩れが起きて、突如人災的なダムや湖ができたりするところである。実
際に数年前、この地を通過した台風のおかげで、にわか作りのダムができたことがある。ダムとは一
般に水を堰き止め、放置しておけば流れてしまう水を保存し、飲み水や灌漑用の資源として活用する
仕組みである。ところが偶然に出来上がったダムは、決壊すれば濁流となる。自然にできたダムは、
水流の変化率を大きくする装置として作動する。一時的にとどめて一挙に流れる水は、それだけで人
間の制御能力を超え出てしまう。川の中州にあったかつての本宮社殿が鉄砲水に流されたのも、上流
の苔と呼ばれるあたりの土地が崩れ、それがダムとなり一気に決壊したために起きている。
海に反射する光の量も圧倒的で、それがひとたび陰れば重くのしかかるほどの澱んだ海面となる。
だが雲が消えれば、台風一過のような洗われた光の量となる。湾の面積も狭く、山も低い。だが落差
が大きく、変化率が大きい。この変化率の大きさが、繰り返し胸騒ぎを引き起こす。新宮は、材木の
集積場でもある。山間から切り出した材木を、熊野川を筏を組んで下り、河口付近に集積した。その
時期新宮は交易の拠点であった。そしてほとんどの場合、そうした場所では、利権の争いが生じる。
そうした潜在的な暴力性の似つかわしい場所でもある。
この暴力性の感情面での物語化は、恨みの理解を超えた凝縮であろう。安珍、清姫伝説の初期形態
は、熊野を舞台にしている。二人の僧侶が熊野詣でにやってきて、一人は年若くイケメン僧侶である。
その夜、宿の主である寡婦が若い僧の寝所に潜り込み、契りを結びたいと迫る。若い僧侶は、日頃精
進を重ね、はるばる熊野権現に参るためにやってきた、今は意に添えないが、参拝が終われば帰りに
立ち寄るからと言い残して出立した。女は僧の帰りを待ちわびていたが、いつまで経っても戻ってこ
ない。そこで熊野帰りの人に尋ねるとすでに参拝を終えて帰ったという。裏切られたことを知った女
は、たちまち毒蛇となって二人の僧侶を追いかけ、お寺の鐘のなかに隠れた僧侶を焼き殺してしまう。
このお寺が「道成寺」である。これだけ激しい恨みも、どこか熊野に似つかわしいのである。
新宮には、過去の政治的遺産とでも呼ぶべきものがある。戦前の「大逆事件」は、天皇の暗殺を共
謀したという廉で、一斉に多くの人が摘発され、速やかに判決の言い渡された事件である。首魁とし
て、幸徳秋水の名前が教科書にも載っている。そのとき検挙された 24 名のうち 12 名は死刑であり、
12 名は無期懲役である。この 24 名のうち、6 名が新宮出身者か新宮在住者である。大石誠之助(18671911、医師)、成石平四郎(筏師)は死刑で、高木顕明(僧侶)、峯尾節堂(僧侶)、成石勘三郎(雑貨商)、崎
久保誓一(新聞記者)は無期懲役である。熊野川の河川敷には、無宿、アウトロー、下賤が多く集って
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いたようである。大石誠之助は、彼らの治療や健康維持にあたっていたらしく、社会主義よりの文章
を地元の新聞や中央の新聞に書いている。新平民部落についての議論も残っている。かなり厳しい論
調の文章を書く人であった。
1960 年代辺りから、大逆事件の再評価とともに、新宮を中心に大石誠之助の名誉回復の運動も起
きた。ここ数年の間に、大逆事件に関する数冊の本も出た。高知の四万十市出身の幸徳秋水が、何度
か熊野に立ち寄り、さまざまな相談をしていたことも事実である。それが共謀に問われた。1910 年
12 月 10 日に公判が始まり、1911 年 1 月 18 日に判決が出て、1 月 23 日には刑の執行が行われてい
る。歴史的に見れば、日露戦争に負けたロシアで、皇帝ニコライ 2 世の叔父が暗殺されるという事件
が 1906 年に起きており、国家間の覇権を競う時代にあって、国家転覆の危機は国内外で現実のもの
となっていた。それに応じて、国家転覆に対しては、より厳格な法整備が進められていた時期である。
犯罪のフレームアップと呼ばれる仕組みは、法の設定によってより広範な犯罪を立件できるようにす
る枠組みのことである。
こうした暴力性に隣接して、熊野周辺には、不気味さ、不吉さというものもある。この地域のシン
ボルマークは、真っ黒な「八咫烏」であり、参詣道両脇の子店では、大小さまざまな八咫烏の木彫り
が売られていた。科研エコ・フィロソフィーの研究助手である岩崎大君は、カラスは良く見ると「カッ
コイイ」のだそうである。その話を聞いたとき、私は彼を「変態」だと思った。どうも感性が違うよ
うなのである。カラスは知能も高く、場合によっては獰猛であり、腐臭を嗅ぎ付ける臭覚を備えてい
る。だがどうみても守り神のようにはみえない。あの真っ黒さでは、見てくれも悪い。ゴルフ場の芝
を剥ぎ、地中の芋虫をほじりだして食べるだけの知能はあるようだが、人間に役立っているようにも
見えない。ただ 1 日に何度か、雲の流れによっては、突如降雨が始まり、短時間で晴れ渡っていくよ
うな地形では、こうした八咫烏が、なんらかの気候変化のメルクマールになるのかもしれない。そう
だとしてもそれは、カラスがカッコイイということではないのであろう。岩崎大君はそれがカッコ良
く見え、カラス料理さえ長野県の片田舎には存在すると、一歩も引かない言動を続けている。ドイツ
の古いことわざに、「色と趣味については争ってはならない」というのがあるが、その通りなのだと
思う。

２、開け行く場所
熊野本宮は、平地の神社である。これだけの低い山並みが続くところにも、偶然のように視界の開
ける平らな場所がある。川幅も広い。もともと熊野川、音無川、岩田川の合流する地点であった。奈
良から十津川沿いを下る道路と、高野山から下る道路(小辺路)が交差する地点であり、交易の中継地
であったのだろう。当初は川幅の広くなった熊野川の中州に、本宮はあった。これが明治 22 年の大
水害のあと、現在の高台の位置に移されている。この開けた地は、迷路が解かれ、謎の止む場所であ
る。移動するものにとっては、しばしの休養地であり、保養地である。かつて本宮のあった敷地は、
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そのまま囲いとなって維持されており、それが山間の地としては異様なほど広大な土地であることも
わかる。

旧本宮跡

こういう場所は、何がありがたいのかわからなくても、どこか「ありがたい」のである。私には、
どこを探しても自分のなかには信仰心のようなものはない。それでもこの「ありがたさ」の感触のよ
うなものは感じ取れる。この感じをうまく伝えることは容易ではない。一切の宗教性を交えず、この
「ありがたさ」を語ることは容易ではない。宗教性から語ったのでは、物事が焦点化し、話がまとま
りすぎてしまう。しかし宗教性と無縁なのでもない。西行に「何事のをはしますとは知らねども/かた
じけなさの涙ながるる」という歌があるが、こういう感じなのである。
明確な宗教性とたんなる休息場のはっきりとした境目のないひろがりのなかに、熊野本宮がある。
近くには、川湯温泉と湯の峰温泉という保養地もある。この開け行く土地に、どの程度の大きさの社
殿が釣り合うのかは、よく分からない。ただしこの場所が、多くのものを語らせ、多くのことを実行
させてしまうことだけは感じ取れる。平安朝の才女和泉式部に「熊野にまうでけるに、さわり/にて奉
幣かなわざりけるに/晴れやらぬ身の浮雲の棚ひきて/月のさわりとなるぞ悲しき」という歌があり、
伏拝王子の跡を示す石碑のとなりに、供養塔もある。だがこれは後世の作り物なのであろう。作り物
には伝承がともない、それによって作り物の現実性が形成されるが、作り物でもどこか「ありがたい」
のである。
はっきりとした宗教性のなかでの伝説は、「捨て聖」と呼ばれた一遍上人であろう。鎌倉幕府の倒
幕計画が発覚して、後鳥羽上皇たちはまたたくまに捕えられてしまう。承久の乱(1221 年)である。後
鳥羽上皇は隠岐に流され、朝廷側についた地方豪族も成敗された。四国の豪族河野氏も朝廷側につい
たために、一遍の大叔父、叔父も処罰され、幽閉や斬首となった。一遍の父は処罰を免れている。一
遍は天台密教、浄土教の修行を行い、また神祇にもつうじており、日々修行に励んでいた。修行には、
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どこかで転機が来る。一遍の場合、それが熊野との出会いである。
もともと河野氏は、愛媛に拠点を置き瀬戸内海の海上交通を仕切っていた地方豪族であり、有事の
際には水軍を組織し、いわゆる海賊であった。平時には、物資の輸送、漁業を行っていた。承久の乱
にさいしては、河野氏と熊野別当(熊野水軍)は、ともに朝廷側に付いたのである。それを機に、父河
野通広の命により一遍は出家し、智真の僧名を受け、大宰府や肥前清水で修業を積んだが、父の死後
しばらく還俗している。
その後智真は信州の善光寺に詣でて参籠し、二河白道図を模写し、それを故郷の庵室にかけて念仏
三昧を続けた。そしてやがて家事一切を整理し、所有物をすべて周囲の者に分け与え、故郷をあとに
する。そのとき高野山から熊野に入るのである。
一遍は中辺路で一人の僧に出会う。一遍はその層に念仏札を渡そうとする。ところが「一念の信心
おこり侍らず、うけば、妄語なるべし」と断られてしまう。このあたりが分岐点となる。一切の経典
を信じてなお、信心の起こらない状態に対して、さらに教えを届かせなければならない。信、不信を
選ばす、浄、不浄を嫌わず、さらに心を心として届かせなければならないのである。そして本宮証誠
殿に百日参籠し、その様が残されたのが、
「聖絵」である。こうして時宗が誕生する。
こうした霊感や局面の変化が起こりうる場所として、熊野本宮が機能したというのはそのとおりな
のであろう。なにかが起こりそうな雰囲気にあふれているのである。もっともこの感触は、立ち寄り、
過ぎ去るものにとっては、随分と異なるものとなる。新宮で育った中上健次も、本宮はただ通り過ぎ
ていくところであった。

本宮の神社が明治 22 年の水害によって流され、熊野川のやや上流の現在の場所に移った、とそ
の本宮に入って初めて知った。その元の神社跡に行ってみる。「明暦丙申立」と裏にある石碑に、
「禁殺生穢悪」とあった。神社の中で、殺生や、穢れや、悪を禁ずるとの意味であろうが、紀伊半
島の土地土地を経巡る途中の私には、それはことさら眼についた。つまり、楷書でしっかりと書き
彫り上げた石碑の筆づかいから、その筆を持って文字を書く人間の、自信とおごりに対する驚きと、
反感だった。自然は、八百万の神々はそんなになま易しくはない。自然はもっと生き生きとある。
そう思った。神々は一度や二度、打倒されてもなおもぞろぞろと生きながらえてある。自信とおご
りとは、つまり堕落のことだろう。本宮という神の場所ではなく、碑に文字を書いた人間、それを
建立した者の人為が、この本宮という場所を、閉塞させている、と思った。神の場所とは、貴と賤、
浄化と穢れが環流し合って、初めて神の場所として息づく。(126 頁)

文化はいずれにしろ新たな境界を引く装置である。そこには悪や穢れを外に区分し、その内を聖地
として区分する仕方は、ごく初歩的なものであり、また単純なものである。その区分がまさに新たな
内外の還流を作り出す。聖なるもののなかに魑魅魍魎が出現し、聖なるものが悪として出現し、また
聖なるものに帰りゆく。貴と賤の区分が起こり、浄化と穢れが区分され、それが新たな境界と還流を

670

作り出していく。新たに設定された内外区分の落差が大きければ、そこに違和感も生まれ、繰り返し
語りの言葉が紡がれる。
本宮は、生活が豊かで、文化にも富んでいた。宮仕えのものたちが多く流れ着いていた。周囲に比
べて暮らしやすい所だという印象を受ける。基本的には、山間のなかの不連続点なのである。疲れれ
ば、峠を登り湯の峰に行くことができる。湯の峰は、硫黄泉の温泉であり、この硫黄泉は草津温泉の
濃度に匹敵する。神経が底の底まで眠ってくれる。眠りが深くなり、通常眠っていない神経まで眠っ
てくれる。年齢的にうまく眠れなくなっている私にとっては、ありがたい温泉である。視察の 2 日目
の夜は、
「てるてや」という民宿に泊まった。
「照て姫」の伝説から採った名前だと民宿の女将さんは
言っていた。この民宿はもともと湯の峰に一軒しかない理髪店であり、店主が亡くなって以降、家屋
を改造して民宿を始めたという。そこにチェコ人とおぼしき二人連れが、同宿していた。大きなリュッ
クサックをもっているので古道での山越えは難しい。バスで移動するには、外国人には難しい場所で
ある。
一大観光地である草津とは異なり、ゲームセンターのようなものも、ピンク系の飲み屋も、カラオ
ケスナックもない。夏の終わりの時期であったが、朝の空気が透明である。純粋な湯治場に近い。旅
館の下駄の感触が、温泉に浸かると変わってくる。硬い木に足の裏を乗せ、下駄の木の反発を感じ取
ることができる。浴衣の感触も変わる。顔を触ると、皮膚がつるつるになっていることがわかる。皮
膚表面の老廃物が、一挙に押し出されて、流れてしまっている印象なのである。温泉好きには、しば
らく逗留したい場所である。三世代ほど前には、温泉好きの田山花袋も泊まっており、それが文章に
なって残っている。
田山花袋は瀞八町から本宮を目指して進んでいるが、途中道に迷い、十津川の岸辺に出て、川沿い
に本宮に向かっている。雨にも降られ、相当に難儀しているようである。

本宮に来た時には、そのいやな雨がまた降り出した。
それに足が非常に疲れていて、もう歩くに歩けないくらいであった。よほど、本宮に泊まろうか
と思った。しかし、三十町行けば、湯の峰温泉があると言うので、せめて温泉にでも暖まって、一
夜ゆっくり寝れば、それで疲労も休まるだろうと思って雨にしょぼしょぼ濡れながら歩いて行った。
ところが、この三十町が行っても行っても容易にやって来ない。小さな峠を上って下りるとまた一
つ峠がある。それをやっとの思いで越して、下にさびしいしかし温泉場らしい湯の峰温泉を発見し
た時には、私は故郷にでも帰って来たようななつかしさを覚えた。(『温泉めぐり』178-9 頁)

当時は靴も服装も山越えにふさわしいものではなかった。それに雨にも降られている。そんな状態
でとぼとぼと歩いたのだろう。それはそれで厳しい道のりである。昨今は、温泉と言っても掘削技術
が発達して、どこにでも温泉を掘りだすことができる。私のうちの近所にも、三か所温泉がある。ど
れも秩父山系の鉱泉性のもので、のんびり浸かりたい時にはこの温泉、ぐっすり眠りたい時にはこの
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温泉というように使い分けしている。私の場合、通常眠っていない神経を眠らせるのが目的なので、
毎週温泉を活用している。湯の峰や草津の硫黄泉が、神経を休めるにはよいことは、長い間の経験か
らわかっている。本宮は、湯の峰とセットであり、十分に睡眠が取れた後の新宮は、あふれるほどの
光のなかで泰然としている。

３、迷路の博物学者
熊野の名物の一つが、田辺在住の南方熊楠(1867-1941)である。履歴を見る限り、一度も正規の職
に就いたことがなさそうである。書くものも大半が書簡であり、個々の問題に対してともかくも尋常
ではない執念で調べ上げ、書き残した博物学者である。資料の大半は、熊楠記念館ならびに別棟に残
されている。小さな問題にもいちいち主張のある人で、だからといって大きな構想で、自分の世界観
を提示するような人ではない。そうした世界観で議論を組み立てないことが熊楠のスタイルである。
そのつどぶつかっている事象に対して、ともかくもその場面で語れることをできるだけ突込みがある
ように語ってみる。これの繰り返しであり、事実の細部へのこだわりと、不必要なほどの細かさへと
進む勢いが圧倒的特徴となっている。書きながら勢いのついてしまう文章であり、勢いに任せて進ん
でしまう文章である。そのため残された資料は、むしろ迷路のようになってしまう。あるいはクモの
巣状に広がった無作為の線に似ており、遠くの枝まで行ったかと思うと、ごく手前の葉っぱのなかに
潜り込んだり、高い枝から垂れ下がったりしている。

南方熊楠顕彰館

どの著作でもよいのだが、ここでは熊楠の主張内容にはかかわらず、事象にぶつかるさいの熊楠の
言語的経験の動きのモードについてだけ考察する。『原本翻刻

南方二書』は当初柳田國男によって

自費出版されていたが、柳田による加筆訂正もあることから、元の草稿が復刻されたものである。日
露戦争後の 1906 年(明治 39 年)6 月に出された勅令第 220 号「神社寺院仏堂合併跡地ノ譲渡ニ関スル
件」によって、各地で一村一社に神社を統廃合する動きが起きて、さまざまな波紋が生じた。行政的
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には、日露戦争後の地方行政の統合整理施策だが、それに便乗して、神社の木を伐採して売り払い、
また利権を巧みに利用して、利益を出そうとするものが出るのはやむないことである。これに熊楠が
公然と反対し始めるのは、明治 42 年頃であり、地元紙に「神社合祀」反対の意見を発表し、翌 43 年
9 月には県吏田村某に面会しようとして乱暴狼藉を働いた廉で、18 日間警察に拘留されている。明治
44 年に植物学者松村任三宛に書簡を送り、現状の告発を訴えたのがこの書簡である。熊楠の意向は、
神社統合にともなう無作為な森林伐採によって、多くの動植物が死滅していることを危惧したものだ
が、三年におよぶ熊楠の反対運動は功を奏したようには見えない。ただし書き残されたものは別であ
り、熊楠の資質が良く出てもいる。全体として圧倒的な饒舌なのである。書簡ではあるが、他人に何
かを言い伝えるという文章ではない。この書簡を送られた側も、何かを伝えようとしていることはわ
かるが、総体として何を訴えているのかがよくわからない。文章全体に漢文調の名調子が残っており、
調子が上がると言語のリズムだけで書き進めてしまうようなところが多々ある。

然るにこれも俗吏等むちゃくちゃに、神社の威厳を持つには神林を掃除すべしと厳命し、さらで
なに落枝、枯葉を盗み焚料としたき愚夫共、得たりかしこし官の御言定なりとて、神林といふ神林
へは悉く押しかけ、落葉をかき取り、土を減らし、又小き鋸を持行き少々づつ樹木を挽き傷け、扨
枯木となれかかると忽ち枯損の候ありとて之を伐り去るなり。(11 頁)

この文章を何度か音にして読んでみればわかるのだが、どうみても現代で言う講談調であり、耳で
聞いたときの勢いの心地よさで読ませてしまうような文章である。少なくとも森林の伐採の現状を精
確に伝えるのに、ふさわしい文章ではない。そして全編こうした文章で書ききってしまうのである。
描かれた事柄に、重要性のレベル分けがほとんどなく、小さな問題も大きな問題も、ひとしなみに
並置されている。それどころが現代的に言えば、たんなる週刊誌ネタのような話から、それなりに重
要な事柄まで、ほとんど区別なく並んでいる。これが博物学だと言えばそうなのだが、その場合でも
リンネ以前の無作為に何でも集めてくる博物学の時代の特徴を帯びている。しかもこの週刊誌ネタの
ような話が、事実かどうか確かめようがないが、どうにも面白おかしく書いてある。つまり実名入り
のガセネタのような書き方なのである。熊楠の描いた地方誌(新聞)の記事を見ても、過度に面白おか
しく書いてしまう傾向がはっきりと出ている。

此等の大社七つ斗りを、例の一村一社の制に基き、松本神社とて大字磐田の村役場のじき向ひな
る小社、もとは炭焼き男の庭中の鎮守祠たりしものを男の姓を採りて松本神社と名け、それを合祀
し、跡のシビの木林を濫伐して村長、村吏等が私利をとらんと計り、岡大字七十八戸斗りの内村長
の縁者二戸の外悉く不同意なるにも関せず、基本金五百円より追い追い値上げして二千五百円迄積
上げたるを、態と役場で障へ止めて其筋へ告げず、五千円迄上がりし際村民に迫り絶対(体)絶命に
合祀せしめんとするに、其村に盲人あり、此事をかなしみ、小生方へ二、三度云ひ訴へ来る。(22-
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23 頁)

どうにも劇画タッチで書き過ぎており、こうした行分が植物種の維持を訴える当時の東大教授への
私信のなかにかなりの頻度で含まれてしまっている。正直に言えば、受け取った側も困る内容である。
政策レベルの議論と現地で実際に起きてしまうことには、大きな隔たりがある。現地で起きることに
は、それなりに経済的動向がはっきりと出る。そこには利に敏いものもあれば、それに対応するもの
もある。またそれに反対するものもある。その狭間で、多くの植物が失われるのであれば、植物学者
であれば、別の場所への植え替え保存がただちに浮かぶ手段である。ところが熊楠は、そうした対応
ではなく、木を切る現場に行き、実力行使で伐採を止めようとする行動をとっている。多くの場合、
筋違いの行動である。ある意味で狂気じみたスタンドプレーである。そして熊楠がそれを行うと、ど
うやらぴったりとイメージが合うのである。
森林を伐採してしまえば、そこに生息する多くの生物が失われるのは事実である。だからと言って、
植え替え保存の手段がないわけではない。熊野のような亜熱帯性の気候では、変種が生まれやすいの
も事実であり、森林のわずかの条件を換えれば、そうした変種がことごとく失われてしまう可能性は
ある。そしてひとたび失われれば、簡単に回復できないことも事実である。そういうときには、保存
林を確保するのが通常の手段であり、実際にそれなりに確保も出来ている。
書簡の文面を見る限り、植物や生態系の保存を一切考慮せず、ただひたすら木を伐り出すものたち
への思いの伝わらなさの思い余った部分が文章に溢れている。しかしこの文章で他人に明確な事実と
意向を伝えることは難しい。伝えることよりも、何か思いの丈を書き出した文章である。もちろんそ
こには熊楠の該博な知識が盛り込まれてはいる。しかし事柄の整理や論理と言えるほどのものが見え
ない。文書を書きながら思い浮かんだことを次々と書き出していくスタイルに近い。機能的に有効に
なるように書き綴った文章ではなく、むしろ機能化する以前に留まり続けるスタイルである。そのた
め迷路のような記述にならざるをえない。そして熊楠はそうした記述を、莫大な書簡で繰り返したの
である。
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大地の熱――八丈島
河本 英夫（文学部）
キーワード：地熱発電、孤島、黄八丈、エネルギー多様性

八丈島は溶岩性の島であり、海底の溶岩が噴火とともに盛り上がり、冷えても浪に消されることが
なく、山の手の内側ほどの大きさを維持している。この島ができるさいには、数千メートルに及ぶ大
噴火があったと思える。島には、二つの大噴火のあとが残っている。南側の三原山は、およそ 10 万
年ほどまえの噴火のあとであり、現存する山は 700 メートルほどの高さである。北の八丈富士は約 1
万年前から数千年前の噴火であり、新たに噴火した溶岩が三原山と地続きになっている。その二つの
山の間に狭い平地があり、空港や滑走路、その他の商業施設を含めてほとんどこの平地に位置してい
る。島の東北に八丈小島という切り立った無人の島がある。切り落としたような小島で、海からその
まま山である。またさらに南方 50 キロほどのところに青ヶ島があり、いずれも八丈島町の管轄であ
る。かつて島流しになり、さらに八丈島で犯罪を犯した者は、八丈小島や青ヶ島に再度流されたよう
である。
八丈島には 8000 人弱島民が暮らしている。島に固有の大規模産業は見当たらない。漁業と観光で
成り立っているようにも思えるが、大量の観光客がさっとうしているわけではない。都内から 300 キ
ロほど隔たっており、簡単には入ることができない。観光に特有の隣接観光地がない。隣り合う観光
地がいくつかあり、それらを結びつけるような選択肢があれば観光地化するかもしれないが、島は一
種の天然不連続点である。
気候は、亜熱帯性である。どんよりとした湿気に満ちた空気であるが、海水の湿気が多く含まれて
空気が重い。何故だかわからないが、潮の香りがない。大きな港湾や砂浜があれば、そこに海水と空
気の澱みが生まれ、海藻や汚物や貝殻の入り交じったような独特の潮の香りがある。だが八丈島の潮
には、ほとんど香りが感じられない。強風に晒されて、いつも空気が入れ替わっている。香りとは「澱
み」のことかとも思える。
海岸沿には、溶岩がそのままの形で残り、断崖絶壁となった箇所がある。「南原千畳敷」と名前の
付いた場所である。溶岩性の大きな石がごろごろと残り、波風に現れた溶岩は、複雑な起伏になって
いる。一つ一つの岩も穴だらけだが、それ以上もはや風化が起こらないほどすでに穴だらけである。
そうした地形が海岸沿に１キロほど続いている。浅間山の中腹に残った「鬼押出し」にも似たような
景観がある。南原千畳敷は海岸沿いであるため、絶壁を作り出している。宮崎沖の青島の「鬼の洗濯
岩」も見た目には似通っているが、これは四万十層が、隆起によって横倒しになり、柔らかい層が削
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られて、凹凸の起伏が出来あがっている。通常溶岩の上には、火山灰が蓄積し、それがアンツーカ様
の表土となり、この表土でイモを作り、粟や稗を作る。海岸沿いでは、その表土が波に洗われて溶岩
が直接現れているのである。

南原千畳敷

岩の本質は圧力である。強い圧力がかかり、固さとなる。そして数万年程度では壊れないほどにな
る。そのため岩は、大地という圧力の恵みである。それを切り出してときとして建築や彫刻に使って
いる。岩には偶然の産物である形と固さがある。見た目には形の多様さが際立つが、本来の質は固さ
の多様さである。岩の質に触れることは簡単ではない。昆虫少年は夥しくいるが、岩石少年はめった
に見たことがない。実際には同じほど多様で面白いはずなのだが、固さやもろさにかかわる感覚の細
かさを、人間は形成しそこなっている。たとえば 3 気圧、5 気圧、10 気圧のような気圧の違いを体感
している者はほとんどなく、圧力への知覚は形成されないままである。岩は、そこに閉じ込められた
熱と閉じ込める圧力と、さらに冷えていく時間によって、さまざまな質をもつ。溶岩も空気から隔て
られ強い圧力がかかり高温で圧縮されて変質すると、花崗岩や変成岩となる。住宅の垣根の下の石垣
は、こうした硬質の岩を集めたものである。鉄を鋼鉄にする場合と似通ったものである。密度を再編
することが、硬さの特質である。

１、島の生態文化学
島は亜熱帯性の気候であり、夏の最高気温も 28、29 度程度で、朝夕には十分に気温が下がる。一
日のうち朝夕に雲がかかり、短時間雨が降ることが多い。そのため湿度が高止まりしていて、空気が
皮膚にまといつく。高温多湿の気候には、シダ類がよく似合う。本来島全体が一面のシダ類の緑であっ
てもよいのだが、戦後の国策によって、この島にも夥しいほどの杉が植えられている。一年ごとの年
輪の幅が大きい杉であるため、幹が柔らかく建築には適さない。それどころか調理用の炭を作ること
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も難しい。炭は硬い木を燃やし、一定温度で出るべきほどの煙が出てしまったところで酸素を断ち、
火を消して出来上がる。硬い木であれば、煙は出ても本体はほとんど燃えていない。この段階で火を
止めれば炭になる。ところが八丈島の木では、煙を出している間にかなりの部分は燃えてしまう。こ
れでは炭が細ってしまう。
亜熱帯性の植物の緑は軽く、赤はほとばしるほどの激しさである。激しい赤は、南方の特質でもあ
る。朱が厚く、飛び跳ねるように激しい。一般的にはどぎつく、それが気候によく似合っている。緑
の薄さは、葉緑体の密度が薄いことから来ていると思われる。棕櫚も蘇鉄も、緑が浅い。光を集める
こと以上に重要なことがあるに違いない。植物のなかには、枝が地面に向かって垂れ下がるものがあ
る。太陽に向かうのではなく、幹を取り巻くように垂れ下がるのである。スカートや腰巻に似ている。
シダ類の宝庫である「ヘゴの森」というのがある。有料の解説者の同行でしか、この森には入ること
ができない。同行者は、70 歳過ぎと思えるような老人であり、名刺によれば「NPO 八丈島観光レク
リエーション研究会」のメンバーになっている。この NPO がヘゴの森を管理維持しているようであ
る。ヘゴの森は個人所有地であり、管理運営だけを NPO が行っている。ここに自然発生的に生育し
たシダ類以外に、多くのシダを植生し、どんどんと増やしているらしい。森全体は、湿度に満たされ
ており、潅水用の森となっている。
シダは、いつも密生している。閑散としたシダの群れは見たことがない。密度の高さが、生育の条
件を決めているようである。周囲に一定の湿度を維持するためには、密生したほうがよい。あるシダ
を見ながら、ここにしかない種だと説明されても、容易には見分けがつかない。春には「ゼンマイ」
や「ワラビ」が生い茂りそうな適地はたくさんある。ところが島民は、ゼンマイやワラビは食べない
らしい。食べないものは、当然のことだが見えはしない。都内の事業所から転勤になった人は、ただ
ちにそれらを摘んで、和風料理を作る。そうした人たちがいても風習として根付かないようである。

ヘゴの森

「あしたば」というどの料理にも必ず添えてある葉っぱがある。摘み取っても、翌日にはさらに新
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しい葉が出ているので、「あしたば」というらしい。春先には葉も柔らかく、刻んでも食べられるら
しい。ところが夏のあしたばは、葉も硬く筋も強くて、とてもそのままでは食べられそうにない。そ
こで葉を天ぷらにして、各種料理に添えるのである。それ以外には、饅頭にも混ぜ、ソーメンや蕎麦
にも混ぜ、さらに京都名物生八つ橋にも混ぜて製品化しているが、それも大した風味はない。シソの
ような風味はなく、クレソンのような瑞々しい新鮮さもない。それでも島の代表的食材のようになっ
ている。郷土料理と言えばこれ以外には、魚のクサヤだが、あの匂いが暑さや湿度に対処する手立て
なのかどうかはわからなかった。
水田はごく狭い範囲でしか成り立たない。稲を育てるほどの豊富な水がないのである。そのためイ
モ類を植えており、サツマイモが入って後、飢饉も緩和されている。しかし野生でも育つようなイモ
類としては、里芋であろう。ヤゴの森のなかにもかつて里芋を作っていたような小さな畑のあとが
残っている。
夏休みの視察のせいか、今回はホテルと呼べるような宿舎は取れなかった。泊まったのは、民宿風
のロッジ「満天望」である。
「満天望」は海岸から百メ—トルほどのところにある。この距離だと夜通
し浪の音が聞こえる。波打ち際の寄せ手は返す浪の音ではない。岩にぶつかるような衝突音である。
島全体に浪がぶつかり、轟音のようである。夜明け前の鳥の声も騒々しいほどである。ここまでこな
ければこうした自然音が聞こえてこないのかとも思える。おそらくここで育った人たちには、波の音
も風向きによって、波の音が大きかったり小さかったりするのであろう。あるいは多くの鳥の声の中
で、その日珍しく聞こえてくる鳥を聞き分けることもできるのであろう。耳をすましただけでも、5、
6 種類の鳥の声が聞こえるが、この鳥の声と鳥の姿が結びつくことはない。ホトトギスのような声も
聞こえる。しかしこの猛暑のなかでホトトギスが天に向かって叫び続けるのだろうか。
セミはツクツクホウシばかりで、アブラゼミの声はまったく聞こえない。アブラゼミは、音量が高
くせわしない声で、いかにも暑苦しい。セミは島に運び込まれた植物にくっついていた卵が孵化し、
またたくまに増えたのであろう。アブラゼミが、何故入ってこなかったのかについてはよくわからな
い。
シマには独特の憂いと明るさがある。シマは、ある固有化した領域のことであり、反社会的勢力で
も、自分の勢力圏をシマと呼んでいる。また部落や集落も、地方によってはシマと呼ばれている。シ
マはある種の閉域であり、地理的概念ではなく位相学的概念である。天燃のシマが、離島である。
伊豆には、大島、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島の七つの島があり、漁船や交易船が
漂流し、乗組員たちが島に上陸し、そのまま住み着くようになったというのが実情であろう。八丈島
でさえ、縄文式土器が出てくる以上、かなり以前から漂着が起きていたと考えられる。乗組員からす
れば、船の舵が効かなくなり、漂流を続けていくうちに、島を取り巻く周回流に入り込み、どこかに
行きつくのである。水流のなかで小さなゴミが大きな停止しているゴミに引っかかるようなものであ
る。台湾の漁船が漂着した記録も残っている。流人の和田藤左衛門(享保 13 年流入)は、台湾人たちと
筆談で交渉できたようである。この和田藤左衛門が、切り干しのサツマイモ(干イモ)を工夫考案し、
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備蓄食料が一挙に増大している。島の大きさから見て、船は小さなゴミよりももっと小さなホコリ程
度のものである。
島は容易には抜け出すことができない。一度入ってしまえば、周到な計画を練らなければ簡単には
抜け出せない。そのことによってある種の覚悟と気持ちの区切りが必要となる。それが独特の憂いと
明るさをもたらしているように見える。
こうした覚悟が、強制的に外からもたらされたものが、流人である。このとき覚悟はときとして悲
嘆ともなり、憤慨ともなり、さらには絶望ともなる。島の特徴は持って行き場のないことである。餓
えても凍えても、それに対応する選択肢は少ない。そのため島送りになって再度犯罪を犯す者もいる。
そこでさらに八丈小島や青ヶ島に流されるのである。島送りとは、選択肢のない場所に閉じ込めるこ
とであり、あるのは何をするのも自由という「意識の自由」だけである。要するに放置されて、野垂
れ死にすることがほぼ確定している状態である。また島は、幸運に恵まれれば、やがて出ていく場所
でもある。そしていつでも出ていくことを夢見ている場所でもある。多くの場合果たされないままに
なるが、機会に応じて出て行こうとする場所である。
もとより女郎流人もいた。売春は当時は合法化されており、それじたいは罪ではないが、深川あた
りで火付けをして島送になったのである。彼女たちは、天来の職をもち、場所を代えて島で開業して
いる。現金はそれほどあるはずもなく、芋との交換であったらしい。そうなれば客引き男も周囲に出
現するようになる。
また冤罪もしくは不当なほどの量刑によって島送りになったものもいるはずである。大草太郎左衛
門(寛政 2 年流入)は、代官をしていたときに何か上役に気に入らないことを言ったという廉で、島送
りになっている。この人物は 10 年間、自分で水を汲み、塩水を汲むことも、煮炊きをすることもす
べて自分で行っている。10 年経って本土に戻ると再度官途に就いている。もともと無罪であり、手違
いのような島送なのだから、事故に遇ったような島流しである。また滋運(延亨 4 年流入)は、冤罪を
憤り、何度も抗議を行い、それでも通じないので断食までしているが、そのまま死んでしまった。彼
の墓(大賀郷崇福寺境内)の前には二本の蘇鉄が植えられており、この蘇鉄が花を付けると、ご赦免が
あると言い伝えられるようになった。それが「蘇鉄花」である。
こうした流人の詳細が現在でも分かるのは、近藤富蔵(文政 10 年流入)が、
『八丈実記』36 巻を延々
と書き残したおかげである。この文書は、もともと 69 巻もあり、そのうちの 29 巻を東京都が買い上
げ、それが 36 巻に編集しなおされ、都公文書館に所蔵されている。残りの巻は八丈島に返還された
が、現在でも行方不明である。富蔵は、親の家が隣家と敷地境界でもめており、それを解決しようと
交渉にあたるが、隣家の塚越半之助が博徒で交渉が進まないため、一家七人を皆殺しにしてしまう。
その廉で島送りになったが、八丈島では、仏像や位牌入れを作り、石垣を築き、畳替えの仕事もして、
多くの文書を残した。いまでも残る旧服部屋敷の石垣は、近藤富蔵が作ったものである。
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宇喜多秀家墓地

八丈島で最も有名な流人は、宇喜多秀家である。豊臣方(石田光成・西軍)につき、関が原で敗れて、
流人となるが、八丈島でも宇喜多家は続いている。立派な墓も残っている。係累は、浮田と苗字が変
わっているが、加賀の前田藩から米と金銀の仕送りがあったために、八丈島でも歓待されていたよう
である。島流と言っても、政治犯、思想的な騒乱罪、軽犯罪、重罪までいろいろな理由で流人扱いと
なっている。思想犯では、梅辻飛騨の守規清(弘化 4 年)が著名で、神道を説き、儒教を攻撃し、勤王
開国の志士であった。要するに危険分子ということで島流しになったのである。
地元島民には、こうした流人はどのように見えていたのか。武士、僧侶、神官からは多くの外来知
識がもたらされ、また新たな技術の導入も起きている。元来男女比で見ると、いくぶん女性の多い島
である。その分だけ、都会のイケメンの男たちが追放されてやってくるのだから、「男」の提供にも
なっている。八丈民話には、親に禁じられても、なお流人イケメンのところに家出していく美女の話
も残っている。流人の非正規の妻になる場合には、
「水汲み女」
「機織り女」等の呼ばれ方をした。地
元島民にとってやっかいなのは、それらの有用な流民たちもいずれは、本土に帰るべき人たちである。
突然やってくるご赦免は、生活のパターンを否応なく変えてしまう。いつかは終わり、それもいつ終
わるのかわからないまま、流人と島民との生活は続く。本土に帰るさいに家族を連れて移動するもの、
本人だけ帰ってしまう者、男児だけを連れて変える者等さまざまであったらしい。

２、黄八丈
長期間自己維持するものは、大きく変わらないことを必要条件とする。そのためには余分なものを
できるだけ生産しないこと、気候条件に依存する急変(飢饉、激変)に対しての備えがあること、日常
生活に欠くことのできない物を購入できるだけの特産品をもつこと等が、必要条件の細目となる。八
丈島は、ひととき 2 万人程度の人口をかかえ、現在は人口減少が続いている。NTT も自動車販売も、
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営業所の人員を減らし島から去っている。東京都に属しているためか、道路は隅々まで整備されてい
る。それも立派な国道である。ガス(プロパン)、水道、電気のインフラは整っている。
持続可能性とは、ある意味で生産の速度を遅くすることであり、生産速度の遅さを製品の価値に転嫁
できれば、経済合理性に適っている。それが伝統工芸品である。これは言葉だけの問題ではない。実
際にスイスの時計では、一つ一つ手作りで作られる製品は、製品番号まで付いているものがある。時
間を計る機能性だけで見れば、いくらでも安価で必要な機能性を備えた時計を作ることはできる。そ
れとは別系列で、良い時計をもつことはできる。それは職人の技術と技巧の蓄積を購入するような製
品である。寸法を測り仕立ててもらうスーツも同じである。これらは装飾品に限られたことではない。
日本製あるいはドイツ製の自動車は、余程のことがあっても壊れず、かつ長時間乗っても疲れないよ
うな工夫が凝らしてある。エンジンもしっかりしている。このタイプの持続可能性が、一つの典型的
なタイプである。一品を一つ一つ丁寧に作るのである。
もう一つの典型例はこれと対極にある。携帯電話やスマホのように次々と新たな機能を付加させ、
新製品を短期間で投入し、機能水準を切り替えるようにして、製品の需要を作り出しながら展開して
行く製品系列である。マイクロソフトのウインドウズのヴァージョンはどんどんと切り替わっていく
ために、それに合わせて買い換えていくことになる。製品そのものが担う機能性の範囲が異なるため
に、需要の範囲が異なってくる。つまり需要を拡大し、マーケットの規模を更新しながら、製品が投
入されていく。コンピューター製品がここ 30 年行ってきたのが、こうしたマーケット拡大タイプの
生産だった。
この二つのタイプは、持続可能性の典型例である。前者は、古典作品に似ており、後者は次々と装
いを変え、読者層を更新していく新刊雑誌に似ている。あるいは前者は、一挙に進んでしまうプロセ
スを何重にも調整機能を付加して、速度を遅らせる生命一般の仕組みに似ており、後者は次々と突然
変異していくウイルスに似ている。生命とは、化学反応として S 字型で一挙に進んでしまうプロセス
を、触媒を用いて速度調整する仕組みのことである。またウイルスは、ニワトリから人間に取りつく
ように、
「マーケット」を広げながら急速に拡大していき、どんどんと新種のウイルスとなる。
前者では生産量が飛躍的に増えるわけではないので、労働人口の減少期でも十分に対応できる。た
だし個々の職人の技術が身に付くまでに、一定の年数がかかる。また後者は製品の普及期には、一挙
に大量の労働力が必要となるが、製品の普及が一巡すると、またたくまに余剰労働力が発生する。新
規の参入者も多いため市場を拡大し続けても、シェアが減るということが繰り返し起こる。現在スマ
ホの世界シェアは、アップルとサムスンが分け合っているが、中国製のスマホが大量投入され、価格
が三分の一程度の中国製は、またたくまに普及している。
八丈島には、黄八丈という有名な染め物の工芸品がある。江戸時代以前から貢納品として扱われ、
年貢として米の代わりに収めていたらしい。現在でも伝統的な機織り機で、手作業で布地を織ってい
る。左右に糸を通した駒車(杼)を動かし、カシャ、カシャ、カシャと手織りで織り込んでいくあの手
法である。幼少期、私の実家にも機織り機があり、祖母が時々布地を編んでいた。真似をして自分で
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もやってみるのだが、子供ことだから集中が続かない。

黄八丈の機織り機

材料は、繭からとる絹である。桑を植え、カイコを飼って、やがて繭になる。カイコは夜通し桑の
葉を食べ、養蚕場のなかはカイコが葉を噛む音で不気味なほどの音量となる。繭は蛹の段階で、その
まま放置しておくと、やがてカイコの成虫が生まれて、蛾のような姿の虫が繭から抜け出してくる。
その前の繭の段階で、繭には表面に何重にも強い繊維が取り巻いている。それを薬品処理することで
分離して絹繊維を作る。合成繊維と異なり光沢と柔らかさがある。これを草木染で染色するのである。
染色は、試行錯誤の世界である。たとえば桜色の染料は、桜の花びらを見れば、誰であっても作っ
てみたいものの一つである。ところが花びらを集めて煮だしたのでは、桜色の染料は作れず、色素そ
のものが壊れてしまう。桜色の花びらの色素は、樹皮からもたらされているはずであるから、花びら
の出るずっと以前に桜の木は全身で桜色に染まっている時期があるはずである。そこで花びらの出る
ずっと前に、たとえば雪国であれば桜の幹が雪に埋もれているような時期に、樹皮を削り、煮出して
桜色の染料を採るのである。また緑色の天然の染料はかなり難しい。緑色のセータをときどき見かけ
るが、あれは人工着色剤で作られたもので、草木染ではない。緑の染料を煮出すと透明に近い緑色が
出てくるが、それが空気に触れると、またたくまに灰色に変わってしまう。こうした草木染の染料を
取り出す作業には、ある種の感性と粘り強い試行錯誤が必要となる。染色家の志村ふくみさんは、天
性の感度を備えていた。伝統工芸品には、名前の残らないまま膨大な工夫の蓄積をもたらした人々の
前史があるに違いない。
染料が繊維に沁み込むと、水洗いしても脱色することはない。その場合には、繊維とイオン性の結
合をしている可能性が高い。独特の色合いが出て、かつ容易に脱色しないものが試行錯誤で選ばれて
きたのだろう。八丈島の特産が、黄八丈であり、眼がチカチカするほどの輝く黄色である。これはコ
ブナグサというイネ科の雑草から採られた染料で染めたもので、黄金に輝く。ただし染料を定着させ
るためのいくつかの手順がありそうである。その一つが椿を燃やした灰汁に漬けて染める「媒染」で
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ある。細かな仕組みはわからないが、アルミニウム化合物を反応させ、染料を定着させるようである。
またタブノキの樹皮を使って染めると、鳶色になる。何度も染液に漬けては乾燥させ、赤みがかった
深い茶色を出している。またスタジイの樹皮で染めた繊維を沼に漬けるのが「泥染め」で、泥の中の
鉄分とタンニンを結合させて、色素を定着させるようである。泥の中の鉄分を一様に吸着させるため
には、十数回泥に漬けなければならない。
こうして黄色、鳶色、黒の三色の繊維ができあがると、機織り機で布地にしていく。布地の長さの
単位が、丈であり、八丈という布地の単位が広く用いられている。黄八丈の布地で着物を作ると、お
よそ 35 万円程度の単価になるようである。こうした工芸産品は、名前とともに広まり、綿糸でも製
品化が試みられ、
「丹前八丈」
「蒲団八丈」
「袴地八丈」
「裏地八丈」のような製品が全国各地で次々と
作られていった。綿糸で全国的に一般化するとともに、絹糸の黄八丈はブランド化したのである。

３、エネルギー
八丈島には、東京電力管内唯一の地熱発電所がある。生産井 2 本で、8 千人弱の島民の生活用の電
力を賄うことはできる。地熱は、季節、昼夜の別なく恒常的に一定の電力を提供することができる。
日本の地熱発電は、全国に 17 箇所ある。北海道電力管内に１基、東北電力管内に 6 基、九州電力
管内に 5 基、さらに民間(三菱マテリアル、杉乃井ホテル、九重観光ホテル、大和紡観光)が 4 基所有
しており、東京電力管内では、八丈島の 1 基だけである。出力規模も小さい。東北電力や九州電力の
地熱発電に比べて、1 基当たりの出力規模が、一桁小さいのである。ここにはなにか事情があるに違
いない。
地熱の潜在エネルギー量では、日本はアメリカ、インドネシアに次ぎ、第三位の埋蔵量がある。つ
まり地熱はいまだほとんど活用できていないエネルギー源である。立地や地形に合わせて、居住区や
観光地に適合するデザインが必要であり、その部分がいまだごっそりと抜け落ちている。
インドネシアは、必要な電力のすべてを地熱発電で賄うことができるほどの潜在量をもっている。
もちろん石油も産出できるので、石油も掘り続けているが、石油だけで見れば、インドネシアは純輸
入国である。現状では、地熱発電は、総電気エネルギー4％を賄っているに過ぎない。インドネシア
の地熱発電所の建設には、多くの日本企業が参入している。日本にはすでに地熱発電の技術はあるが、
さまざまな規制がかかっているために活用できていないのが実情である。温泉で有名な最北のアイス
ランドは、自然エネルギーでほぼ必要エネルギーをまかなうことができている。美肌効果があるとい
われるブルーラグーン温泉は、実は人工の温泉である。地熱発電で汲みだした温水を、温泉場に流し
て出来ている。またこの温水は、パイプラインで都市部に流され、暖房用のエネルギー源として活用
されている。多目的型の活用が可能なのが、地熱発電である。当初冬場の暖房用として活用されてい
た温水が、発電にも活用されるようになったというのが歴史的経緯である。
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八丈島の地熱発電は、地中 1500 メートルほど掘削し、そこに熱水を汲み上げる鉄製パイプを降ろ
し、地表面近くで水蒸気となる湯気を細い配管に通し、タービンを回して発電する装置である。立地
には、いくつか条件がある。熱源が地中の比較的浅いところまで上昇していること、そこにかなり豊
富な水があることは絶対条件である。地中の水は、簡単には沸騰させてはならず、水蒸気にしてはい
けない。気化にエネルギー使ってしまえば、熱は水蒸気に含まれてしまい、運動エネルギーに転嫁で
きるエネルギーが減ってしまう。深さ 1500 メートルでは、圧力が水蒸気分を含めると 20 気圧程度
かかっているために、水は簡単には気化しない。この深さによる圧力が、エネルギーを閉じ込めるた
めに重要である。その場合、水は沸騰しないまま 300 度程度の液体になる。この高熱の水をできるだ
け地表近くまで、汲みだすのである。熱水を配管で汲みだすためには、広い範囲に水蒸気が噴き出し
ているような地形では適性が低い。むしろ地表あたりの地層が粘性で詰まっており、自然状態で湧き
上がってきた水蒸気が地表の出てこず、冷やされてまた地中に戻るようなところを活用したほうが良
い。出口がなく熱水が閉じ込められた状態だと、水の水温が上がり、そこに配管を降ろせば熱水を集
約的に活用することができる。水温が上昇するための最適の地形、地層がありそうである。できるだ
けそうした場所を探して、地熱発電の施設を設置するのである。

八丈島地熱発電所

ちなみに最初の原初的な生命体は、海底噴火口近辺で出現したらしく、水深 2000 メートル程度の
噴火口が生誕地になっているようである。こうした場所では、気圧が 21 気圧あり、熱源もあるので、
比較的分子鎖の長いオリゴペプチドがごく自然に出来上がる。しかしこの場合には、熱源の近くに留
まっていれば、高温の水にさらされて、オリゴペプチドは簡単に分解してしまう。つまり最初の高分
子ができたとき、ただちに流されて冷水に触れる必要がある。海底噴火口近辺の温度は、高温水から
冷水まで、傾斜がついており、この温度の傾斜のなかで、オリゴペプチドは安定し、複数のオリゴペ
プチドが結合するとポリペプチドとなる。これがタンパク質の素である。オリゴペプチドの生成まで
は、実験室で確認されている。
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地熱発電では、地表付近で高温の熱水が気化して水蒸気になれば、水蒸気の濃度の低い方に一方向
の運動が起きる。ここにタービンを置いて電気にするのである。そのための装置が生産井であり、八
丈島の地熱発電所には 2 本の生産井がある。その場合水蒸気をできるだけ逃がさず、閉じ込めたまま
地中に戻し再利用する。それが還元井である。熱源近くの水は、長期間にわたって蓄えられた水であ
り、水こそが熱源のエネルギーを地表まで運ぶエネルギーの媒体なのだから、それが不足する事態は、
地熱発電の停止でもある。水の代わりにアルコールを媒体とすれば、沸点が 80 度程度であるため、
より小さなエネルギーで運動エネルギーに転換することができる。
八丈島で必要とされる電力のうち、地熱発電で賄っているのは、現状では 25％程度であるらしい。
それ以外は火力発電である。地熱発電で、事業所の電力をまかなうことは容易ではないが、家庭用電
力には十分に役立つ。ガソリンも都内と比べるとかなり高い。電気自動車もかなり広まっている。離
島のエネルギー源は、多並行分散型になる。まだまだ工夫の余地がありそうである。

参考文献
浅沼良次『八丈島の民話』(未来社、1975 年)
葛西重雄、吉田館貫三『増補四訂

八丈島流人銘々伝』(第一書房、1995 年)

清水政彦『東京で地熱発電』(並木書房、2012 年)
柳田國男「島の人生」(『全集第一巻』ちくま書房版、1963 年)
吉本嘉門『黄八丈』(京都書院、1988 年)
(2014 年 8 月 4 日-6 日)
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レジリエンス再考
―心的システムの安定モデルを構想する
稲垣 諭（自治医科大学）
キーワード：レジリエンス、神経系、心の安定モデル、発達、抑制、行為可能性
の拡張

1. なぜレジリエンスか？
生命の定義には、みずからを再生し、維持する（動的平衡）にとどまらず、みずからを新たに拡張
的に作り出す（自己組織化）能力が含まれている。これはいまだ科学技術が実現しえない未知の能力
であり続けている。植物では当たり前の幹細胞の万能性は、科学技術がもたらしたものではない。ips
細胞の初期化手続きは、すでに万能性を秘めた細胞に施されているにすぎない。科学はいまだ、細胞
生命の定義にかなう制御技術を持ち合わせてはいないのが現状である。
とはいえ生命のこの自己産出性は、どんな場合でも発揮されるものではない。軽度の損傷なら、細
胞であれ、植物であれ、動物であれ、放っておけば治癒してしまうが、この「軽度の損傷」からの回
復範囲がどこまで及ぶのかには、さまざまな条件が関与する。たとえば、ちょっとしたかすり傷であっ
たものが、いつまでも皮膚の変色を伴った傷痕として残ることがある。傷痕は、以前の状態の復元と
は異なる回復である。
またたとえば、捻挫とは異なり、大腿骨の複雑骨折をそのまま放置しておいても、以前の状態に戻
ることはない。外科的介入が必要なのはそのためである。さらに血管や神経、筋の損傷が治癒し、骨
もつながり、感染症のリスクを低減させる回復にまで至ったとしても、以前のように歩くことや走る
ことができるようになるわけではない。日常生活に問題はなくても、以前の運動パフォーマンスが
戻ってこないことはごく普通に起こる。ここに現れるのが各種後遺症としての障害である。この場合、
回復とは、何の回復なのかが問われることになる。
外科的に治療は完了し、日常生活にも問題はないのだから、それで良しとすべきだという意見があ
り、他方でシステムの余力を引き出し、パフォーマンスを向上させることができる限り、いまだ回復
ではないという意見もある。これら意見の対立は、双方がどこかで折り合いをつけなければ、解決で
きるようなものではない。
こうした回復に向かう局面では、身体であれ、心であれ、それらシステムが損傷した後にどのよう
なプロセスをたどるべきなのかが問題になってしまう。そして、そのプロセスにどれほどの選択可能
性があるのか、それとは逆に、頭打ちになってしまうプロセスの特性とはどのようなものなのかが問
題になる。こうした問いとともに考慮すべき概念が「レジリエンス(resilience)」である。
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レジリエンスとは、複雑化するシステムに突発的な変異が生じ、機能不全に陥ったさい、そこから
再度安定的なシステムの作動へと「復帰する力」、
「回復する力」を意味している。そのため生態学で
は草原や森林といった多様なニッチの回復力を、土木工学では建造物の損傷からの回復性能を意味
し 1、精神医学では PTSD などからの心の回復力を表している 2。システムは、単に安定しているだ
けではなく、レジリエントでもなければならない。
このことは、中枢神経系疾患を例にとると分かりやすい。脳梗塞等が二度、三度起こったとしても、
脳障害そのものへの耐性がつくことはない。むしろあと一度、梗塞が起これば生命の保証ができない
局面となる。その場合、病後、神経システムの安定が取り戻されてはいても、システムのレジリエン
スは極端に減退している。つまり、システムは安定だが脆弱（fragile/vulnerable）となる。
これと同様に、たとえ精神的安定が取り戻されたとしても、何らかのきっかけで容易に動揺する心
的システムであるかぎり、本来の回復、治癒とはいいがたい。精神科臨床でたびたび起こることとは、
一時的に寛解したものの、すぐに再発する患者が多数いることである。そのため「寛解」は本来、レ
ジリエントな寛解でなければならない。にもかかわらず、薬物療法が主流の医療的現実においては、
そこまで患者の経験の余白部分をカヴァーする取り組みが行われているとは言いがたい 3。さらにい
えば、この余白部分が何に由来するのかも解明も明確には行われていないのが現状である。

2. レジリエントなシステム特性
上述したようにレジリエンスは、生態学や精神医学、心理学、経済金融学、都市工学とった多様な
分野で用いられ始めているキータームのひとつである。
2008 年、リーマン・ショックによって世界規模での信用不安が増幅し、金融危機が起きた。それ
まで自由度が高く「頑強(robust)」だと思われていた金融システムが、実は非常に「脆弱」であるこ
とが判明した。そのため 2010 年に、各国の金融監督当局が参加するバーゼル銀行監督委員会によっ
て金融リスク低減のための規制強化策（バーゼル III）が公表されたが、その内実とは、グローバル
金融機関の自己資本比率を高め、株価や通貨のボラティリティ（変動率）を一定の値に抑え込むこと
にある。
レジリエンスとのかかわりでいえば、システムに突発的な異変が生じたとしても、速やかに安定的
なシステム作動に復帰できるための要件を探り当て、それを充足させておくことが目指されている。
すでにこの局面では、システム変動を一意的に引き起こす原因探しは断念されており、マルチファク

A.Zolli, A.Healy: Resilience Why Things Bounce Back, Simon & Schuster, 2012.
加藤敏・八木剛平編『レジリアンス現代医学の新しいパラダイム』
（金原出版、2009）参照。また幼児の逆境に
お ける 適応に つい てレジ リエン スの 観点か ら包 括的に まとめ たも のとし て下 記を参 照。S.S.Luthar(ed.):
Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press, 2003.
3 この問題を補うための神田橋條治が語る臨床の在りようは非常に示唆的で印象深い。下記のインタビューを参
照。八木剛平・渡邊衡一郎編:『レジリアンス 症候学・脳科学・治療学』
（金原出版、2014）、292-310 頁。
1
2
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トリアルなネットワーク調整だけが問題になっている。
それと同様に、医療がかかわる心身の健康におけるレジリエンスも、今後考慮されるべき重要な課
題となる。たとえば、つまずいて四肢を骨折した高齢者のなかには、リハビリに精を出し、目覚まし
い回復力をもつ人と、骨折による筋の拘縮、動作パターンの変形から、運動量の減少、免疫系の低下
による肺炎といった合併症の併発へと容易に進んでしまう人がいる。両者のどこに違いがあり、どこ
に分岐があるのか。これは、自然災害のような凄惨な経験をしても、強くしなやかに日常に復帰する
人と、PTSD のような心疾患を慢性的に抱えてしまう人との分岐にも関連している。
多くのシステムの作動は、定型的なパターンをひとたび獲得すると、それを反復することで均衡し、
安定する。それがエネルギー効率の追求を本性とするシステム的合理性だからである。しかし一見安
定したシステムの裏面では、多様な選択肢を廃棄することで、ほんの些細なきっかけで決壊する「シ
ステミック・リスク（systemic risk）」が生じている。河川や牧草地の系のあり方が、一挙に壊滅的
な局面に移行してしまうことを、生態学では「カタストロフィック・シフト（catastrophic shift）」
というが、これを避ける工夫が、健康の維持と向上にとっても必須になる。
人間の健康や逞しさは、筋肉量や生理的な検査項目によってだけ計測されるのではない。むしろ不
測の事態において発揮される精神的かつ肉体的な対応能力、つまり、世界内での問題解消のための選
択肢をどれだけ手にしているかという「潜在能力(capability)の豊かさ」を骨格としている。となると
問題は、この潜在能力の豊かさをどのような指標から押さえていくかの見通しの確保である。
多くの分野で扱われるレジリエントなシステムには、いくつかの共通特徴があることが分かってい
る。以下ではそれを取り出しておきたい。
まず健全な生態系には、多くの生物種が活用できる固有なニッチが数多く含まれている。種の独占
が起きないのは、システムとその環境に「複雑さ」が維持されているからである（多様性の確保と複
雑さの維持）。さらには台風や溢水、山火事、野焼き、放牧といった中規模の攪乱要因の出現により、
生態系の複雑さの度合いが一定頻度で変動し、耐性を強化する仕組みが備わっている（中程度攪乱の
寛容性と耐性の強化）4。大規模な攪乱は、系そのものを消失させる恐れがあるが、中規模から小規模
までの攪乱要因は、むしろ生態系を複雑にし、その耐性を強める。人の手が入る里山は単純安定化に
陥らないためのよいモデルである。
また大脳の中枢神経システムは、一部のネットワーク障害によってシステム全体が崩壊に至ること
がないよう複合分散型の機能システムとして作動している（並行分散型ネットワークの確保）。東京
都内の電車の交通網もこれに似たところがあり、人身事故によってある路線が不通になっても振替、
代替輸送が可能になる仕組みを備えている（代替ネットワークの確保）。
JR や私鉄、都バスといった各社が競合しながら交通網をネットワーク化するように、神経系でも
膨大なサブユニットの集合体が間接的に連動しているだけであり、そこには中枢と呼ぶべきものがな
S.H. Roxburgh et al.: “The Intermediate Disturbance Hypothesis: Patch Dynamics and Mechanisms of
Species Coexistence”, Ecology, 85(2), 2004, pp.359-371.
4
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い（中枢制御系の不在）。
さらに最近では、免疫細胞のミクログリアが、脳内のシナプスの周囲を徘徊し、問題のあるネット
ワークを触診したのちにそれを消去し、場合によっては一度消去したシナプスをその後改めて回復さ
せることが分かっている。まるでミクログリアが、機能ネットワークの依存度や影響度をくりかえし
検査しているかのようである 5。つまり、そのネットワークに障害が起きた場合、他の機能ネットワー
クにどのような影響が出るのか、もしくは単離可能な局所ネットワークにすぎないのかをシミュレー
トしているようだ（単離可能性の吟味）。ニューロン集合のサブユニットが、単離可能で他への依存
度が低いものなのか、あるいは他のサブユニットの中継点となるハブ機能をもっているのかを吟味す
る仕組みを神経系は備えていると予想される。
そもそもニューロン間のシナプス結合の数は、多いものでは 1 万を超えるといわれている。だとす
ればその中には無駄としか思えない結合も多数含まれているはずだ。この「無駄に多様であること」
も、実はレジリエンスの重要な特徴である（冗長性の活用）
。20 種類のアミノ酸をコードする塩基配
列のコドンが 64 パターンあり重複していることや、巣の営みを支える働きアリの 2 割ほどが働かず
に何もしていないのも、これに関連する。冗長で無駄なものを維持するには、それなりのコストがか
かるが、それを見込んでもなおレジリエントなシステムを形成することを、自然は戦略として選択し
てきた。こうした視点は、職場で何もしていない人に温かいまなざしを向けるための寛容の精神とは
異なる水準で、健全なシステムを把握するための実践的指標にもなる。
上記が、レジリエントと認定できるシステム特性であるが、それに対してシステム一般の「不健全
さの指標」を特徴づけることもできる。下記は、以前拙論で指摘したことの再録である 6。
システムの安定化が、
1）当のシステムの運動可能性の制約となり、システムの自由度を減少させ、短期的に、全面停止
へと至る可能性を含んでいること、
2）他の安定状態への展開や、その移行可能性を廃棄していること（これは、展開の選択肢を潜在
的に抑制していることとは異なる）
、
3）外因ないし内因を通じたシステム内に生じる攪乱に対して脆弱であること、
4）局在的であれ、機能不全が生じたさいに再度安定したシステムへと復帰できないこと、が挙げ
られる。
1）と 2）は、システムの「自己組織化(self-organization)」を拒む指標であり、3）と 4）はシステ
ムの「レジリエンス」を減少させる指標である。システムの安定化にとって「自己組織化」と「レジ
リエンス」は相補関係にある。というのも、健全なシステムにおけるレジリエンスの減少は、システ
H. Wake, A.J. Moorhouse, S. Jinno, S. Kohsaka, J. Nabekura,:“Resting Microglia Directly Monitor The
Functional State of Synapses in vivo and Determine” The Journal of Neuroscience, 29 (13), 2009, pp.39743980.
6 稲垣諭:
「プロセスとしての臨床－臨床-内-存在の現象学」、
『エコ・フィロソフィ研究 8』(「エコ・フィロソフィ」
学際研究イニシアティブ編、2014)、169-170 頁。
5
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ムを不安定状態に置くことで自己組織化を誘発し、そこからシステムを再度レジリエントなシステム
へと回帰させるが、この自己組織化の誘発が起こらないシステムこそがレジリエントではないシステ
ムとなるからである 7。
ただし厄介なのは、このシステムの健全さは、当のシステムが安定状態から逸脱したさいにしか評
価できないことである。これを健全さのパラドクスと呼んでおく。そもそも上記の指標は、直接、安
定化したシステムの内実からは見出せず、システムが新たなプロセスを進むさいに、どのような運動
を実現するのかに応じてしか吟味できない。卑近な例でいえば、風邪をひける（風邪くらいで済む）
ということが健康であることのひとつの証となる。

3.レジリエントな心―心の関節
2012 年には、科学雑誌のサイエンスで、うつ病治療とレジリエンスに関する論文が発表されてい
る 8。人は、制御不能な強いストレス状況にさらされ、圧倒されることで、燃え尽き症候群や PTSD、
うつ病、心疾患等といった多様な疾病を発症する。しかし同じストレス状況下でも、そうした疾病が
生じず、速やかに日常に戻れる人、あるいはそれほど重症化しないまま回復する人がいる。こうした
分岐がなぜ起こるのかがようやく分析され始め、脳科学的データも取られ始めつつある 9。
現時点で検討されているレジリエントな心的システムのカギとなる要素は、

1）ポジティブな感情（楽観、ユーモア）をもつこと、
2）ネガティブな感情の制御、
3）能動的なコーピング、
4）社会サポートの拡充、
5）認知的柔軟性、

といったものである。確かにその通りなのだろうとは思う。しかしどこか物足りない印象も受ける。
というのも、それぞれの要素をもてない心的システムが現実に多数成立しているからこそ問題なので
あって、そうした要素を最初から満たすシステムはそもそも問題にはならないからである。ただしこ
うした物足りなさは、実証データを集積するという自然科学的手法のやむを得なさでもある。した
がって、そうした要素をあらかじめ備えた心的システムがどのようにして発達するのか、またすでに
レジリエントではないシステムを、レジリエントに変化させるためにはどのような再発達の選択肢が

自己組織化とのかかわりは、河本英夫:『損傷したシステムはいかに創発・再生するか』
（新曜社、2014）を参照。
S.M. Southwick, D.S. Charney: “The Science of Resilience: Implications for the Prevention and Treatment
of Depression”, Science, 2012: Vol. 338, no.6103,pp.79-82.
9 前掲書、八木・渡邊（2014）では、多分野における最新のレジリエンス研究の成果が網羅されている。
7
8
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あるのか、そうした考察にはいまだ届いていないのが現状である。
哲学的な議論の水準から考えてみても、デカルトの我思う「我」やカントの「自己意識」概念、フッ
サールの「意識」概念のどれもが、すでに安定した意識経験をもとに組み立てられている。彼らが考
察した自我や意識が、崩壊する場面、損傷を被り、そこから再度立ち上がってくる場面についての考
察はほとんど行われてはいない。というのも、心を考察する心自体が安定していなければ、そもそも
合理的で、明証的な考察ができないからだ。有名なのは、デカルトが自己省察を行ったさいの喧噪も
なく、誰にも邪魔されない暖炉部屋である

10。そこで、ゆったりとリラックスしながら、私の存在に

ついての発見を行うというのがデカルトの省察の流れである。フッサールも怒りのさなかで反省をす
ると、反省をかけるはずの当のものが別様に変容してしまうことを恐れ、終始安定した心とその対象
を分析にかけている

11。これらのことは、
一種の時代的な「正常性バイアス」として不可避のものだっ

たとも思われる。
そこで以下では、上記の流れを勘案しつつ、心の安定化が実現される仮説モデルについて構想する。
そのさい心の安定そのものは、単なる状態ではなく、多くの機能性の複合作動の結果、実現されてい
るというのが大前提となる。これは細胞であれ、アリやハチのコロニーであれ、身体の恒常性維持（ホ
メオスタシス）であれ、動的平衡システムが実現されるうえでの必須要項である。これに加えて、次
にモデルの選択を行う。
ひとつ有力な候補として考えられるのが、身体動作や行為の集合として考察される身体システムか
らの類推である。心が揺れる、心が動く、心が跳ねる、心が走る、心が転ぶ、こうした表現には、身
体からのアナロジーとしてどこかで理解できてしまうという現実がある。一昔前のポストモダンでは、
心や意識、思考が脱臼するといった表現も流行った。心や思考という見えないものを、見えるモデル
や指標を用いて展開してみるのだ。それが単なる比喩にとどまるのか、あるいは自然科学的な展開可
能性につながるのかを見極めることが重要になる。
私たちの身体の関節には、運動を可能にする軸がある。そしてこの軸のことを運動自由度と呼ぶ。
指の節の関節は、蝶番のように曲げ伸ばししかできないが、指の付け根の関節になると、上下左右、
さらに回転もできる。手首も同様である。この場合、自由度は指よりも後者の方が高い。つまり運動
自由度の高さは、動きの選択肢のバラエティの豊富さを意味している。人間の身体動作は、大量の関
節自由度と、天文学的な無数の組み合わせパターンからなる。
これと同様に、心にも関節があると想定してみる。自分の心の関節はどれほどの自由度をもってい
るのか。心の動きの方向や回転にどれほどのバラエティがあるのか。そして心の関節の自由度は、ど
れほど高ければ、健全で、安定的なのか。各人にはそれぞれ、これまで行ってきた無数の思考と行為
の履歴がある。それによって、自分がある場面で選択しがちな思考や行為パターンの集合がおのずと
形づくられている。
10
11

R.デカルト:『デカルト著作集 1 方法序説 』（三宅徳嘉・小池健男訳、白水社、2007）、20 頁参照。
稲垣諭:『衝動の現象学』（知泉書館、2007）、79 頁以下参照。
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しかしひとたびストレス状況が発生すると、人はこれまでの思考や行為パターンでは対処できない
状況に投げ込まれる。心の関節の自由度は、こうした場面で試されることになる。たとえば、元気な
ふりをしたり、ある役割を演じ切ることが難しくなる。この「ふりをする」ことは、いまだ心の自由
度の高さを証している。心のレジリエンスは、自由度が制約される場面での安定の維持と、そこから
さらに自由度を高めていく選択肢の発見能力に関連する。
足のかかとに痛みが出たり、指が一本使えなくなったりしても、私たちは、不格好かもしれないが、
歩行もできるし、物をつかむこともできる。身体のレジリエンスは、無数の関節自由度が補い合うこ
とによって保たれている。心もこれと同様ではないのか。たとえ不格好だとしても、もう一度、新し
いスタートラインに立てること、これが心のレジリエンスに必要なことである。

4.レジリエントな心―心の可動域
身体の関節にはまた、「可動域」という運動の幅を決定づける限界値がある。たとえば立ったまま
ぶらっと垂らしている腕を、曲げることなく少しずつ前方から上方に上げてみる。胸のあたりで水平
になり、その後、目の高さを超えて頭の少し後ろ側まで上げることができる。肩関節は、180 度以上
の回転可動域をもっている。にもかかわらず私たちは、日常生活で、この限界値近くの可動域を活用
することはそうない。おそらく、スポーツや無理な体勢を取らざるをえない環境や状況がないかぎり、
可動域のごく一部の範囲だけで日常生活を送っている。逆に、限界域の振れ幅を目一杯使うような運
動だけをしていると、かなりの消耗を引き起こす。
ということは、可動域には限界域があり、その内部において一定幅で振幅する定常域をもつことが、
全体的なシステムの安定につながっていると考えることができる。というのも、たとえ定常域をはみ
出す運動が起こっても、そこにはまだ余裕があり、この余白がシステムのレジリエンスとなっている
からだ。心拍数や血圧、体温といった身体内の固有値の多くが、こうした動的構造を備えている。
生活習慣の中にスポーツやストレッチを取り入れることが推奨される理由のひとつは、普段活用し
ている定常域だけではなく、限界域にまで身体を稼働させることで、限界域そのものを拡張したり、
限界域が知らずに狭くなり、あったはずの可動域が消失していたりはしないかを検証できることにあ
る。
上記のことから、心の安定に関しても、発達論的に、二重の閾値からなる振幅運動としてモデル化
できると想定される。そのさいに心の安定を計るパラメータを何にするのかはとても難しい問題であ
る。
「感覚」や「高次認知（判断）
」、
「注意」、
「緊張度」といった心の機能性を複数のパラメータにす
ることももちろん可能だろうが、ここでは単純化して、正と負の「感情」の振幅として設定してみる。
というのも、激しい怒りや深い苦しみは、心の安定をゆさぶり、収拾のつかなさを引き起こし、その
逆の幸福の絶頂のような強い多幸感も、それが継続されれば、判断能力や注意能力を鈍らせることに
なるからである。チクセントミハイのフロー体験は、一時的な集中度や意識明晰度の高まりであって、
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それが終始続いているようでは、いくつ身体があってももたない

12。

2 歳から 6 歳ごろの幼児は、言葉をあやつり、会話が流暢に行えるようなると、多彩で、かつ急激
な感情運動を発露する。典型的には、うまくできないことや、思い通りにならないこと、自分の意図
を汲んでくれない他者に直面すると、悲しみにふさぎ込み、怒り、泣き叫び、罵り、物を投げる。し
かしその後、数分もすると満面の笑みを浮かべ、きゃっきゃっといって、何事もなかったかのように
アイスクリームを食べている。
「大っ嫌い」といったすぐ後に「大好き」と嘘偽りなく口に出せる。
このジェットコースターのような上下の激しい振れ幅をもつ感情運動を、幼児はくりかえし経験し
ていく。それを通して幼児は、感情の正と負の限界域がおのずと形成されるのを待っている。これが
作業仮説のひとつである。つまり、自分の怒りや悲しみはこんなにも爆発的で深刻なものになり、喜
びはここまで強く、充実したものになるという振れ幅の限界経験を蓄積させるのだ。こうして限界域
が形成されると、次第にその中央値に収斂するように、感情の振れ幅は限界域内の定常域の中で揺れ
動くことになる。おそらくこれと並行して、感情を動かさなくても対応できる行為の選択肢のネット
ワークが夥しく拡充されていく（下記イメージ図参照）
。
成人にもなれば日常生活において、泣き叫ぶほど激高したり、喜びのあまり感極まることはそうな
い。定常域内を感情はゆらゆらと動き、さまざまな事柄に対して、それなりの喜びの反応をし、それ
なりの落ち込みや悲しみの反応をする。そしてごくまれに、この安定域を突き抜けるほどの激しく強
い感情運動にも遭遇する。とはいえその感情は、限界域内に抑えられているかぎり、いずれおのずと
定常域内での感情の揺れ動きに戻っていく。そのことは当人にも、
「久しぶりに怒った」とか、
「こん
なに泣いたのはいつ以来だろう」という驚きに近い実感として裏書きされる。おそらくこれが、感情
運動から見た成人の一般的な心の安定パターンであり、レジリエントなシステムである。それに対し
て、一度、定常域を突破した感情の振幅が、限界域そのものを書き換えてしまったり、定常域への収
束が行われない場合に、レジリエントではないシステムの運動パターンとなる。

収束

幼児

成人
【感情運動のイメージ図】

12

M.チクセントミハイ:『フロー体験 喜びの現象学』
（今村浩明訳、世界思想社、1996）参照。
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限界域

定常域

【限界域と定常域のイメージ図】

5.モデルから派生する展開課題
このようにして正常モデルを仮説的に設定してみると、そこからいくつもの問題設定が見えてくる。
以下では、それらの問いを通して展開されうる課題を確認しておく。

1）限界域と定常域の余白の差が、どの程度あることがシステムにとって有効なのか。限界域と定
常域が重複したまま、つまり、感情の振れ幅を目一杯使いながら生活を送る典型は、双極性障害や、
境界性パーソナリティに親和的になる。突発的に怒鳴り散らし、暴力をふるう反社会性のパーソナリ
ティにも関連する。それに対して、マイナスの振れ幅として定常域が固定化する場合、うつ病に親和
的になると想定できる。あるいは、定常域が極小となり、感情の動きがほとんど出てこないと、無感
動、無気力となる。その場合、こうした陰性症状が、本来あるはずの限界域を活用できていないこと
によるのか、あるいは限界域自体が減少することで定常域と重複してしまっているのかは、それぞれ
異なるタイプとなり、ストレスフルな心因の有無に応じても変化してくる。とくに臨床において重要
になるのは、患者の感情の動きがどの程度の多彩さ、収束パターンをもっているのかを吟味すること
である。
精神科臨床で問題になるのは、患者の心の動きが限界域と定常域をともなった安定パターンに戻れ
ないような経験にくりかえし翻弄され、翻弄されることでしか安定できない場合である。たとえば境
界性パーソナリティの人々の多くは、成人した後にも感情の振れ幅を存分に使い切りながら日常を生
きる。また、発達障害の患者も、何か自分の意図や決まり事にそぐわないことが起こると、爆発的な
感情を発露し、泣き叫び、暴言を吐き、攻撃的になる。本人もそのたびに当惑し、後悔し、逆ベクト
ルの感情を激しく動かすことで、今度は辛さの淵に沈む。限界域を揺れ動く感情の動きに飽きたり、
慣れたり、そこに度合いを見出して調整したりするための手がかりがほとんどないまま、感情の動き
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に翻弄されてしまう。これではレジリアントな心とはとてもいえない。
とはいえ、留意すべきなのは、ここでの正常モデルはあくまでも、システムの安定と展開可能性の
両軸を、つまりレジリエンスを見積もるために設定された相対的なものにすぎないということである。
そのためこのモデルから外れたタイプが、そのまま病理ということではない。とりわけ、アーティス
トやアスリートといった人々では、感情の振れ幅に定常という発想はおそらくない。むしろ定常から
のズレを用いて能力を発揮している人々が多数いる。だからといって、そのことと、彼らの心や身体
の安定が、レジリエントかどうかは別問題である。希死念慮や薬物、アルコール、自傷、暴力といっ
たものに依存しながらでしか、発揮できない能力もある。
実はこの論点には、ある能力を一挙に発現させるために、心や身体をあえてレジリエントではない
システムとして活用し、その後、日常生活においてはレジリエントなシステムに戻すという、システ
ムの運動パターンの複合化の問題も関係している。複合化することで結果として、レジリエントなシ
ステムになっていることもあるだろう。たとえば、ある程度以上のパフォーマンスを要求される場面
では、スイッチを切り替えるようにして、定常域や限界域のパターン設定を変えることができる人も
いる。システムの運動パターンの複合化は、レジリエンスの高次化を意味している。心的システムに
複雑な運動パターンの高次化が起きていれば、それはそれでレジリエントでもある。こうしたことの
適切な見極めが、特に臨床や教育の現場において不可欠になってくる。
2）限界域と定常域という入れ子的な二重構造をもつ心的システムへの発達コースは、ひとつに
決まるのか。先にも述べたように心理学や精神医学においてレジリエンスが注目されている要因の
一つは、強いストレス状況にさらされながらも病理に陥らない人々が多数いることへの着目であ
る。それ以前は、人為災害や自然災害に遭い、PTSD 等の疾患に苦しむ人々の病状およびサポート
面ばかりが取り上げられてきた。とはいえ、そこでも重要になるのは、サポートを通じてどのよう
なシステムの安定を取り戻せばよいのかの見通しとその具体的手順を模索することである。
日本であれば、ごく普通の一般家庭と地域社会において子どもが成長と発達を遂げれば、システム
はおのずとレジリアントなものになると誰もが想定すると思われる。ただし、その場合でも、レジリ
エントなシステム特性のひとつである中程度攪乱の経験、つまりシステム自体にとってのストレス状
況の経験は、発達場面においてどの程度必要なのかといった問いが浮かび上がる。
たとえば、小中高の学生におけるいじめの経験は、いじめられる当人に対するストレス状況である
のは確かだ。筆者にもいじめられた経験がある。誰からも話しかけられず、机がなくなり、靴がなく
なったこともあった。しかし当時は絶対に理解できなかったことだが、今から思うと、クラス中から
無視をされていた経験が、今の自分を作っていると素直に感じる。世界的ダンサーの田中泯氏も、三
鷹天命反転住宅で行われた対談において、いじめられていたことが、踊ることへと自分を解き放った
と言っていた。それ以外にも、いじめられた経験をもちながらも現在活躍している人は数多い

13

中井久夫：
『アリアドネからの糸』（みすず書房、1997）参照。
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13。

教育の場におけるいじめというのは、当事者の心と身体の安定を壊滅的にするほど深刻化するよう
な事例であれば、絶対的に避けられるべきであり、それを未然に防ぎ、もしその被害にあった学生が
いれば細心の注意のもとでサポート体制を整える必要があることは確かだ。
しかしその他方で、そうした状況の中でさえ、レジリエントなシステムのためのヒントは隠されて
いるのだろうか。あるいは、いじめられた学生が、その先の未来において、心の安定をよりレジリエ
ントなものとして獲得するためには何が必要なのだろうか。こうした問いは、同時に考慮しておいて
もよいのだと思える。
母子関係から独立したラットやサルでは、幼少期にストレス状況に置かれることで、成長したさい
に正常群よりもストレス耐性がつき、不安行動が減少し、探索行動が増加するというデータが出始め
ている

14。あるいは、社会経済的地位が低く、リスクも高い環境で暮らす人のなかにも、他者との信

頼関係を醸成しながら肥満やインスリン耐性、炎症、高血圧、血管内皮障害といった慢性疾患の多く
を未然に防いでいる人々がいる

15。こうした論点からは、ストレス環境そのものが避けられるべきな

のではなく、ストレスの量、質、時期、タイミングにかかわる有効な設定基準を見出すことが問題なっ
てくる。それらに応じて、発育する心や体のシステムが取る発達のコースはいくつにも分岐すること
になる。
3）限界域を動いていた感情がやがて定常域に収束するのはどうしてか。心的システムが安定して
いるというのは、認知能力や運動能力がいつでも必要なさいに発揮できるように潜在化されていると
いうことである。それは適度な冷静さと緊張、集中状態が維持されているということでもある。幼児
がこうした状態を保つことは至難の業であるし、すでに幼児期からそうした心的な状態を保てれば、
それはそれで別の対応が必要になる。
なぜ幼児は、発育に応じて感情の起伏が安定し始めるのか。最も容易に考えつく解答は、養育者や
教育者といった他者が、突発的で強い感情を発露させる幼児に対して躾や教育を行い、抑制するから
であるというものだろう。つまり、過剰な感情運動に対して常に外界からチェックと抑制をかけ、そ
の外圧を通じて定常域内を運動するようになるというモデル理解である。これはこれで、幼児にとっ
てストレス的な状況であることは確かである。こうした方向づけを「抑制経路」と名づけておく。限
界域を目一杯活用する運動パターンに対して、社会的、制度的、家族的な枠をはめることで、おのず
とその枠内に運動パターンが適合するように経験を蓄積させ、誘導する。教育のほとんどはこのよう
にして仕組まれている

16。

S. Levin: “plasma-free corticosteroid response to electric shock in rats stimulated in infancy”, Science 135,
1962:795-796. K.J. Parker, C.L. Buckmaster, A.F. Schatzberg et al: “Prospective investigation of stress
inoculation in young monkeys”, Arch Gen Psychiatry 61, 2004: 933-941. W.T. Boyce, B.J. Ellis, “Biological
sensitivity to context: I. An evolutionary-developmental theory of the origins and functions of stress reactivity”,
Developmental Psychopathology. 2005; 17(2):271-301.
15 E. Chen and G.E. Miller: “”Shift-and-Persist” Strategies: Why Being Low in Socioeconomic Status isn’t
Always Bad for Health”, Perspective Psychological Science, 2012; 7 :135–158.
16 こうした躾けや教育と、虐待の間の明確で厳密な線引きは実は難しい。肉体的ストレス、精神的ストレス、社
14
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フロイトの精神分析が明らかにした意識の安定も、この「抑制経路」を基調として組み立てられて
おり、フロイト以後の精神分析派も発達をそのように理解している。エディプスの挫折は、幼児の心
的システムが能力の限界や外界からの禁忌、言語という象徴世界への参入に直面し、それらによる抑
制を通じて、より成熟した安定がもたらされると想定している。最近は発達心理学においても、幼児
がセルフコントロールをどのように身につけ、世界にかかわっていくのかが、「抑制」を基本に考え
られ始めている

17。また、発達初期の神経系のシナプス再編において刈り込みが行われるのは、主に

他のニューロンを活性化する「興奮性シナプス」であり、
「抑制性シナプス」が残され、強化されてい
くというデータも出ている

18。19

世紀を生きた神経学の父とも言われるヒューリングス・ジャクソ

ンの神経モデルがすでに抑制系として考察されていた

19。こうした知見においては、発達することと

は、すなわち抑制を身につけることとなる。
とはいえ、こうした「抑制経路」が進行すると同時に、幼児のシステムでは、行為選択肢の圧倒的
な拡張も起こっている。つまり、それ以前には感情を動かすことでしか対応できなかった事態に対し
て、感情を動かす手前で行為的に対応できてしまう事態が増えていく。そのため感情の振幅は、一定
幅に収束する頻度がおのずと増えると予想される。筋力の増大と、基礎動作の精緻な細分化および高
次化が進むことで、たとえば以前に自分では取れず、泣き叫ぶしかなかった棚の上にあるお菓子が、
椅子を踏み台にして取れるようになる。ここでは、抑制が外的にかけられるというよりも、幼児がみ
ずから行為可能性を広げることで、結果的に心的システムが安定するというモデル理解となる。こう
した経路を「行為拡張経路」と名づけておく。この時期には同時に、言語理解も格段に進む。言語を
通して感情の形と運動に折り合いをつけることができるようにもなる。行為拡張経路では、感情の振
幅に不釣り合いなほどの圧倒的な行為選択肢の拡張が起きてしまえば、心的システムはおのずと安定
すると考えるのである。
抑制経路と行為拡張経路は、システムの展開プロセスを進めるにあたって、発達上、教育上、臨床
上での戦略が全く別のものとなる。抑制経路では、システムの安定を阻む要因を特定し、その要因を
抑制し、浮かび上がらない方向へと誘導、介入するという戦略が取られる。それに対して行為拡張経
路では、問題となっている要因とは独立に、あるいはその要因に隣接する領域に、行為的に対応でき
る選択肢を見つけ出し、あるいは別様な選択肢を形成するように誘導する戦略が前面に出る。前者が、
問題への直接対応を主とするのに対し、後者は徹底的に間接対応ないし迂回対応となる。
どちらも一長一短であり、当該の心的システムの在りように応じて、それぞれの対応が模索される
必要がある。とりわけ、精神疾患系の感情要因に翻弄される患者に対する薬物療法は、陽性症状の抑
制をターゲットとしているが、レジリエントな心的システムの安定を作り出すためには、行為選択肢
会的ストレスによる負荷は、物理的に、一意的に測定できるものではない。
17森口佑介:『わたしを律するわたし―子どもの抑制機能の発達』
（2012、京都大学学術出版会）参照。
18 D.アクスト:『なぜ意志の力はあてにならないのか』
（吉田利子訳、NTT 出版、2011）、195 頁以下参照。
19 稲垣諭:「組織化としての体験」
、
『神経現象学リハビリテーション研究 No.1』(神経現象学リハビリテーション
研究センター編、2012)、51 頁以下参照。
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を拡張するやり方を同時に臨床的に特定し、実行していく必要が出てくる。現在の臨床は、陽性症状
がなくなれば、それで病理が終息するという発想では足りない局面へと突入している。発達障害系の
疾患が多彩化し、うつ病の軽症化が進行していることに鑑みれば、問題になっているのは、各種疾患
で苦しんでいる彼らの現実世界における行為可能性の展開と拡張である。その可能性が考慮されない
まま作られた心の安定は、何度もくりかえし病的状態へと陥るリスクを抱えたシステムの安定にすぎ
なくなる。
4）これら課題を見通すことで、レジリエントなシステムを維持するための工夫にはどの程度のこ
とが考えられるのか。1950 年代以降から、感染症の減少に反比例するように自己免疫疾患が増えて
いるという報告が相次いでいる

20。身近なところでいえば、花粉症や喘息、アトピー性皮膚炎、関節

リウマチ、難治性大腸炎といったものである。さらには自閉症と統合失調症に関しても自己免疫疾患
との関連があるというデータも出ている

21。うつ病も体内の炎症反応と強く相関するらしく、抗うつ

剤がもつ抗炎症作用に注目され始めてもいる

22。自己免疫疾患とは、本来、自分の身体を守るはずの

免疫体制が、自分の身体を攻撃してしまうほどに過剰反応することである。
免疫寛容という言葉がある。これは、外界からの刺激や反応物に対して免疫システムが極端な反応
をしないということである。本来、花粉や汗のように害のないものに対して、免疫が極端に反応する
必要はない。にもかかわらず、それらに免疫が寛容になれずに、異物としてそれを認定し、攻撃を始
めると、その結果、鼻水や涙、痒み、吐き気、失神といった症状となる。このことを、上記の心の安
定モデルに当てはめて考えてみると、本来、定常域で作動していればよい事態に対して限界域に達す
るほど感情が過剰作動してしまうこととして理解できる。
妊娠中の母親が、出産前に触れた動物の種類が多いほど、その母親から生まれた子どもの自己免疫
疾患のリスクが下がることが報告されている。その母親が農作業を手伝っていた場合も同様である。
また、生まれた子どもは、生後一年以内に、土の中の土壌菌に曝露し、動物との接触を行うことで、
自己免疫疾患のリスクを下げることができるとの報告もある。つまり、子どもの中に安定した免疫系
が形成される途上のプロセスに紛れ込んだ外界からの異物（細菌やウィルス、寄生虫）は、免疫寛容
を獲得し、そのことが身体全体の免疫系のレジリエンスまで高めてしまうようだ。生命体に大損害を
与える感染症は抑制されねばならない。とはいえ、中程度攪乱と同様に、特定の細菌やウィルス、寄
生虫の感染は、免疫を強化する方向に寄与することがありそうなのである。
心的システムにおいても、多くの事柄に即座に、しかも一律に過剰反応するのではなく、選択的な

M.V.マノフ:『寄生虫なき病』（赤根洋子訳、文芸春秋、2014）参照。
U. Meyer, J. Feldon, O.Dammann: “Schizophrenia and autism: both shared and disorder-specific
pathogenesis via perinatal inflammation?”, Pediatric Research 69, no.5, pt.2, 2011, 26R-33R.
22 B.E. Leonard:“The immune system, depression and the action of antidepressants”, Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 25(4), 2001, 767-780. M. Diamond, J.P. Kelly, T.J. Connor: ”
Antidepressants suppress production of the Th1 cytokine interferon-g, independent of monoamine transporter
blockade”, European Neuropsychopharmacology 16, 2006, 481-490.
20
21
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反応を身につけること、そして必要な場面では過剰反応して対応もでき、その後速やかに定常域へと
回帰できること、そうした安定化の仕組みが必要になる。問題は、心の安定化にとっての細菌やウィ
ルス、寄生虫とはどのようなものなのかである。
免疫システムにはおのずと動き始めてしまう反応の閾値があるが、この閾値には個人的、家族的、
集団的、文化的、地域的なばらつき、可変性がある。それと同様に、心の動きに関する限界域と定常
域にも正しい定型はない。それはいつでも変化しうるし、変えていくこともできるものだ。新たな安
定系には無数の可能性があり、その可能性の隙間を開くことが、教育においても、臨床においても何
より優先されることなのである。
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現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（1）
武藤 伸司（国際哲学研究センター）
キーワード：現象学、自然主義、領域存在論、本質直観、自由変更

０．はじめに
科学がその出自を「生活世界（Lebenswelt）」
（HuaVI, S. 42） 1に持つこと 2からすれば、現象学
は、科学に対して常に批判的かつ反省的な態度を採ることができる。このことはつまり、科学の成果
（科学に関する知識、技術そして理論）それ自体に対して、現象学が意識の志向性の原理から基づけ
る（fundieren）ことができるということである 3。例えば、科学的な技術や理論において、何らかの
不合理やパラダイムの変換が起これば、現象学は、科学に生じるそうした事態の「意味」を根本から
問い直すことができ、また、科学的な観測によって量化された対象や事態の「本質」を、我々の「体
験」へと引き戻して考えることができる。このことは、科学に対する現象学の寄与の一つであると言
い得るだろう 4。
では、反対に、科学の側から現象学への寄与というのはあり得るだろうか。上で言及したように、
両者の基づけ関係からすれば、構造上、根本的かつ原理的である志向的な意識の構成は、高次の客観
的かつ理念的な学問の形成に先行する。この構成の先後関係において、もし、後のものが先のものに
影響を及ぼすことがあるとしたら、それは一体どのようなことであろうか。この問題を考える際に、
鍵となるのは、そうした科学の成果としての諸法則や理論といった理念的な対象の構成に関わる「本
質直観（Wesensanschauung）
」
（HuaIII, S. 14）であると考えられ得る。現象学にしろ、その他の学
問にしろ、事象や事実の本質を看て取ることが、学問の共通性格として挙げられる。つまり、我々は、
諸学問ないし、特に諸科学の成果として提示される法則や理論などから看て取ることができる、理念
的な「本質」を通じて、それを共通項とし、その構成を現象学的に分析することができるのである（vgl.

Husserliana（Den Hagg, Kluwer Academic Publishers,
1950-.）からの引用は巻数をローマ数字、頁数を
、、
．．
アラビア数字によって（）内に示し、原書による強調を強調、筆者による強調を強調とする。また、引用文に無い
語句を補足する場合、〔〕内に示す。そして、
『経験と判断』を EU. と表記する。
2 フッサールの晩年の著書、
『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』の中心的な主張である（vgl. HuaVI）。
3 ここでは単に、現象学が自然主義的な諸科学を学問論的に基礎づける（begrunden）こと（vgl. HuaXXV）だけ
でなく、その本質規則性としての志向性によって構成されている生活世界と諸科学の理念性を問題にしているこ
とから、両者の非独立的な関係として、基づけ（Fundierung）と考えるのが適切であろう。
4 このことについて、山口一郎『感覚の記憶―発生的神経現象学の試み』知泉書館、2011 年、106- 111 頁参照の
こと。
1凡例：
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HuaIII, §§3f.）。この点で、諸科学の成果が現象学にとって新たな探求領域をもたらすことに寄与す
るのではないかと考えられ得る。
以上のことから、本論では、現象学と科学的な学問の関係について、両者の協同的かつ相互的な研
究に関する原理的な可能性の呈示を目的とする。まず我々は、１．科学ないし科学的な思考の基本形
式である因果性（自然科学的な法則）に対する現象学的な考察を行い、それが素朴な実在論の視点に
おける因果性ではなく、我々の身体を根にして規定されていることを明らかにする。そして、そのよ
うな精神物理的な因果性としての諸科学の成果を、領域的な存在として現象学的な考察の主題にする
ことができる、ということも呈示する。ここで領域的な存在者として捉えられた因果性について重要
なことは、それが一つの理念として本質直観されているということである。そこで次に課題となるの
は、２．意識における本質直観が如何にしてなされるのか、という点である。本質直観する際に必要
な自由変更の作用が何であるのかを明らかにし、またさらに、その作用と時間意識や連合との関係を
考察する。以上のことを確認した後、科学に関する理論や理念といった理性定立を、本質直観との関
係から考察する 5。最終的に本論は、これらの考察を通して、領域的な存在者である諸科学が生み出
す様々な成果（法則や理論）を超越論的な手引き（Leitfaden）にして、現象学的な研究の展開を促進
するということを呈示する。これにより、現象学（哲学）と科学の相補的な関係の内実が明らかにな
り、現象学と科学の協同的な研究の原理的な可能性が明確になるであろう。

１．精神物理的な因果性と領域的存在論
1）現象学による自然主義批判

6

我々は、自然ないし事物を素朴な経験において知覚し、判断し、記述する。そうした記述に対して、
自然主義ないし自然科学や経験科学が目標とするのは、その自然が無限の空間‐時間の中の存在であ
るということを自明の前提とした上で、客観的に妥当する物事として、学的な仕方で認識することで
ある。このことは、より広義の自然、すなわち「精神物理的な意味（psychophysischen Sinne）にお
ける自然」（HuaXXV, S. 13） 7にも妥当する。例えば、自然主義において心的なものを考えた場合、
それは単独で存在するのではなく、物的なもの、すなわち身体と結びついたものとして現われるとい
5

紙幅の関係上、この点については、別稿（2）に譲る。
フッサールは『厳密学』において、自然主義に対する批判を展開している。フッサールは、「自然主義とは、自
然〔、すなわち〕精密な自然法則に従う空間的‐時間的な存在の統一という意味における自然の発見という結果
の現れである」（HuaXXV, S. 8）と述べている。この立場を支持する自然主義者は、フッサールによると「自然、
差し当たり物的な自然以外の何ものも認めない。存在するすべてのものは、それ自体で物的なもの、
〔すなわち〕
物的な自然の統一な連関に属しているか、あるいは確かに心的なものであるが、物的なものにただ依存して変化
するもの、たかだか二次的な「並行的な随伴事実」であるか、そのどちらかである」
（HuaXXV, S. 9）という態度
を採るという。つまり、物的な自然は、色や音、硬さなど、心的な印象に関わる場合でも、原理的な自然法則に規
定されているとするのである。
7 「精神物理的」とは、一般に、ゲシュタルト心理学において、意識と身体との間に、同型的、構造的な類似性を
指摘し得るような、何らかの対応現象が仮定される場合に用いられる術語である。
6
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う見解がある。この見解によれば、心的なものは、身体という物的な自然と結びついている限りで、
客観的で時間的な性格を持つものとして規定されるということになる。だが、自然主義における自然
科学や経験科学の研究対象としての自然や身体は、以上のような極めて素朴な前提において捉えられ
ており、これらのことに対し、フッサールは、その素朴な存在定立ゆえに、哲学的であるとは言えな
いと述べている（vgl. HuaXXV, S. 14）
。その理由として、例えば自然科学や経験科学において人間を
観察した際の行為と結果が、常に直接の経験に依存していること、そしてその経験に立ち戻らねばな
らないということを無視しているという点が挙げられる。つまり、諸科学は、観測の際、その観測の
経験自体に立ち戻り、如何にして意識としての経験が対象を与え、ないしは出会い得るのか、という
問いを持たず、無批判的な前提として、自明のものであるとしてしまっているのである。したがって、
フッサールは、このような素朴な前提に対し、諸科学の探求の範疇を超えたところ、すなわち直接的
な経験の反省や分析を求めることになる（vgl. HuaXXV, S. 14f.）
。
そこで、フッサールは、この問題を解決するために、自然科学であれ経験科学であれ、探求の際に
必然的に伴う思念や所与の意識の様態を反省する方法として、現象学的な探求方法が必要とされると
いうことを提起する 8。フッサールは、自然主義的な立場からの探求の前提を、意識そのものの分析
へと深化させる。この深化―それはすなわち、現象学的還元による純粋意識の露呈である（vgl. HuaIII）
―によって、現象学は、意識による「自然」の構成という次元の探求から自然主義の前提を突き崩し、
それらの前提の根源を明らかにしようとするのである。したがって、現象学は、意識における志向的
な構成という必当然的な明証性という根拠無くして、そもそも自然主義（意識の自然化 9）
、あるいは
自然自体を語ることができないということを明らかにするのである。では、現象学が見出す自然の前
提ないし根拠とは何か。それは、
「身体性」である。フッサールは、この身体性を介した事物的な与件
の構成を明らかにすることで、現象学と理念的な学問との基礎づけ（Begrundung）関係を明らかに
する。したがって、我々は、身体性と学問的な理念の関係というマクロな視点を考察するとともに、
両者の構成の内実というミクロな視点についても考察する。両視点を相互に考察する中で、諸科学の
研究成果である自然法則、すなわち因果性に依存した理論が、意識において如何なる領域として構成
され、表象されているのかを明確に規定する筋道として、フッサールの論じる「身体性」を確認し、
そこから「領域的存在論」へと考察を進めることとする。

2）
「自然」の構成に関わる身体性の現象学的な考察
8

フッサールは、
「ここで意識の様態やその本質の研究へ向かう態度がなくても、その場合でさえ、解明の方法は、
思念性の様態や所与性の様態への反省を欠くことができないということを必然的に伴う」
（HuaXXV, S. 16f.）と
述べている。
9 フッサールは、
「一方で、すべての志向的‐内在的な意識の所与性をも含めた、意識の自然化（Naturalisierung
des Bewusstseins）、他方で、その意識の所与性と共に、すべての絶対的な模範（Ideale）と規範（Normen）を
も含めた、諸理念の自然化（Naturalisierung der Ideen）」（HuaXXV, S. 9）であると指摘している。自然主義に
よる意識や理念の自然化は、あらゆる事象を（自然現象だけでなく価値や実践をも）、素朴に理想主義的で客観主
義的な態度と前提の下で、自然法則へと還元するのである（vgl. HuaXXV, S. 9f.）。

703

通常、我々の意識において知覚されている事物とその構成について、フッサールは、「直観的に私
の前にあるような、感覚的なものとしての物質的な事物の性質が、私の、経験する主観の性質に依存
し、私の身体と私の「正常な感性」に関係づけられている」
（HuaIV, S. 56）と述べている。この言及
において確認せねばならないのは、
「私の身体」とその「正常な感性」についてである。
まず、前者であるが、一般的に言って、身体は知覚の手段（感覚器官）である。そして、これにつ
いてフッサールは、『論研』以来、意識に与えられる感覚内容を、知覚へと統握するという構成理論
を立てている（「感覚を生化する統握」
（HuaXIX/1, S. 361））
。したがって、この感覚内容は、事物と
主観ないし身体を遡示する構成要素として必要不可欠なものである。特に、この感覚内容は、キネス
テーゼ的な感覚

10の諸系列、すなわち動いている身体部分において局在化する感覚を伴うことで、そ

れぞれの感覚器官、または感覚器官の全体としての身体を呈示する（vgl. HuaIV, §18- a）
。また、フッ
サールは、この「動く」、
「運動する」というキネステーゼと、諸感覚ないしその局在化された諸感覚
器官とが連動することで、身体という根源的な「機能」と「位置」も成立する

11と考えている（ebd.）
。

しかも、このキネステーゼ的な感覚は、触発的な動機づけ連関（時間意識構成に即して言えば、過去
把持的かつ未来予持的な傾向を持った意味内容の連合）によって、一連の順序づけがなされる

12。こ

こで、事物的な知覚の構成は、二種類の感覚、すなわち「一方の、動機づけしつつある側のキネステー
ゼ的な諸感覚、他方の動機づけされた側の徴表の諸感覚が恒常的に見出される」
（HuaIV, S. 58）
。つ
まり、身体は、キネステーゼという「動きつつある」という感覚それ自体と、感覚の局在化による外
的な事物との相関という「本質的に二つの相関的に関連づけられた機能の共働から生じる能作の統一
なのである」
（ebd.）と理解できるだろう。
以上のことから、事物構成には、キネステーゼ的な感覚による諸感覚の局在化、すなわち感覚器官
やそのシステムとしての身体性が必然的に伴うのである。このことは、自然主義的な態度における観
測や観察が、結局のところ感覚にその基礎を置いていることからすれば、その際に身体性が不可欠に
働いているという、現象学的な考察から見出される明証的な呈示でもある。そしてさらに、このこと
が自然主義的な探求に深く関わることとして、先に言及した「正常な感性」という点へと考察を進め
る。

10

キネステーゼとは、ルートヴィヒ・ラントグレーベによると、
「運動の遂行においてその運動自身に気づいてい
る運動のことである･･･自分のいわゆる感覚能力を発動させることによってのみ人間は、これに勝るいかなるもの
もないような仕方でこの運動を知るようになる」（vgl. Landgrebe, L., „Das Problem der Teleologie und der
Leiblichkeit in der Phänomenologie und im Marxismus“, in Phänomenologie und Marxismus 1, Suhrkamp,
1977. 邦訳：「目的論と身体性の問題―現象学とマルクス主義をめぐって」小川侃訳『現象学とマルクス主義』II
所収、白水社、1982 年。280- 281 頁参照）というものである。
11 例えば、感覚の統握によって事物の徴表（Merkmal）が構成されるが、その構成は、例えば「視覚」ならば「眼
の動き」、
「触覚」ならば「指の動き」など、その動きに対応する徴表の変化が必ず生じ、そしてその際の変化は、
視覚の場合で言えば、眼や頭部の身体的に秩序立った運動のシステムに制約されていることがわかる。
12 ここで指摘されているキネステーゼは、感覚の根源的な構成に関わる限りで、触発的な連合の綜合における受
動的なキネステーゼである。このようなキネステーゼは、自我の意識的な、意志によって動くさいの、能動的なキ
ネステーゼとは区別される。この点について、山口一郎『他者経験の現象学』国文社、1985 年、137- 142 頁参照。
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フッサールは、事物の実在的な諸特性を考察する際、事物の射映、すなわち色や形、位置など、変
化する外観について、何らか影響を与えるものの介入なしに呈示される諸特徴を、「最良の状態
（Optimum）
」
（HuaIV, S. 59）として、正常な条件であると規定する（vgl. HuaIV, §18- b）
。例えば、
晴天の下で観る色と、夕日の中で観る色であれば、前者の色がその事物の本来の色、最良の色として、
「正常」と看做される。つまり、ここでの最良や正常という規定は、所与に対してある一定の状態と
条件を是とする関心や経験の傾向の上で、統握され、思考され、判断される、実在的かつ相対的なも
のである。また、このような正常という判断は、感覚器官自体の状態や条件にも当てはまり、感覚器
官に異常があれば（例えば指に火傷を負っていたり、サントニンを服用して視界が黄色くなっていた
り）
、通常の、正常な感覚とは異なっていると、判断することになる。ここでは、単なる事物や、事物
的な意味で捉えた場合の身体は、それらに何らかの変化や異常が生じた場合に、実在措定における事
物相互の因果的な関係の変化として理解される（ここではすでに実在措定された高次の構成のレベル
にあるため、受動的な層における身体性の構成の際の動機づけ連関とは異なっていることに注意しな
ければならない）
。したがって、フッサールは、実在的な事物ないし身体の因果的な変化を、
「精神物
理的な「因果性」
、あるいは適切に言えば、精神物理的な「条件性」の領野における変転」
（HuaIV, S.
64）であると、述べるのである。
以上のことから、意識に現出する変化や異常は、身体が関わる限りで、その身体の主観が当然伴っ
ており、そのことから、身体は単に物理的なものであるだけでなく、精神物理的なものでもあると、
素朴に理解されることになる。だが、この精神物理的な因果性ないし条件性を現象学的な観点から分
析すれば、経験されるあらゆる事物が身体性のその都度の状態に関わる感覚的なものとして実在化さ
れるプロセスであると理解される。つまり、
「諸々の感覚事物が実在的な諸事物の諸状態性を生成し、
諸々の実在的な性状のシステム、因果性という表題の下での感覚事物という規制された相互の関係性
のシステムが構成されるという仕方で完了する」
（HuaIV, S. 65）ということが見出されるのである。
こうしてフッサールは、「事物は、必然的にある空間的‐時間的‐因果的な連関の統一として「経験
され」、主観に「直観的に与えられ」、そしてこの連関に、必然的にある際立った事物、「私の身体」
が、常に本質必然的に、主観的な条件性のシステムがこの因果性のシステムと編み合わさっている場
として属している」
（HuaIV, S. 64）ことを指摘するのである

13。そしてこの「場」ということを、

フッサールは、
「精神物理的な条件性の原存続体（Urbestand）」
（HuaIV, S. 65）として、事物構成の
根源に据えるのである。したがって、精神物理的な因果性は、主観的な身体という原存続体によって
基づけられ、構成されることによって成立しているということが、理解されるのである。
、、、、、
このような事物と主観的な身体の関連から、
「自然的態度（経験の中で自然と生へと眼差しを向けること）から、
、、、、、
主観的態度（主観と主観的な領野の契機）への移行において、実在的な現存在〔と〕、多様で実在的な諸変化も、
あらゆる存在、主観的な領野におけるある存在の持続体との条件的な連関の中で与えられる」（HuaIV, S. 64f.）
ということが見出される。このことは、構成の諸層とその段階的な構成プロセスにおいて、そのプロセスのそれ
ぞれの段階に対し、視点の向き換えが可能であるということである。したがって、事物の統握が主観的な、身体的
な領野に依存しているということか理解され、そして分析されることになる。
13
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以上のことから、自然とは、我々の身体性を介した諸事物の構成という経験の総体として、すなわ
ち身体性を基にした「全空間的‐全時間的な「世界のすべて」、可能的な経験の全領野」
（HuaIV, S.
1）として、実在的に（あるいはその極限的な理念として）措定されたものなのである。これについ
てフッサールは、「自然科学的な経験として、したがってまた自然科学的な経験の思惟として作動し
つつある意識は、その本質的な現象学的統一を持っており、そしてこの意識は、自然の中でその本質
的な相関者を持っている」
（HuaIV, S. 2）と述べている。この言及から理解されるのは、自然の本質
的な現象学的統一と自然科学的な経験の相関が、志向性による構成という観点からして、基づけ関係
に他ならないということであり、また、学問的な関係から言っても、意識の現象学的な統一という基
盤の上に、自然科学的な経験が成立するという基礎づけ関係も指摘し得るということである。このこ
とから考えられるのは、自然という事象が、身体の現象学的な統一という基盤の上で、高次の自然主
義的な態度を採る意識との関係において、自然科学や経験科学の対象としての存在論的な意味を獲得
するということになると言い得るだろう。では、現象学の観点において、実際に自然主義的態度にお
ける自然、及びそれに関する学問は、我々の意識において、どのようなものとして捉えればよいのだ
ろうか。

3）領域的存在論としての自然と諸学問への理念化
我々の意識が自然主義的な態度に傾いているならば、以上のような時間‐空間的に実在するものとし
て定立されている世界ないし自然は、あくまで理論的な関心を向ける際の単なる事象として捉えられ
ることになる。この自然主義的な態度における理論的な関心ということについて、フッサールは、
「ス
ペチエス的な意味で「客観化する」主観」
（HuaIV, S.4）の態度であると述べている。つまり、ここで
は自然に対して、
「美しい」や、
「恐ろしい」
、
「役に立つ」などという価値把握や有用性についての評
価は行われておらず、専ら、実験や観察、数理的な把握によって、理論的に、あるいは概念的に記述
しようという態度において、自然を理解しようとする意識作用が生じているのである

14。では、そう

した理論的に自然を捉えるという態度（自然主義）の主観によって構成された自然と諸学問は、意識
においてどのような位置を占めるのか。
フッサールは、
「学問」の本質的な特性について、以下の二つの区別をしている。まず一つ目が、時
間、空間において現実的に存在するものとして定立され、その経験によって把握される（経験的な意
味で直観される）事実と、その事実に基づいて立てられた規則、すなわち自然法則
14

15が対象となる学

具体的に自然主義的態度で遂行されている理論的な統握について、例えば、理論的な態度とは、
「私は思惟する、
私はある作用をスペチエス的な意味で遂行する、私は主語を措定し、次いで述語を措定する等々」
（HuaIV, S. 3f.）
を行うことを主眼とした態度である。つまり、理論的な態度における主観の志向は、諸作用の体験が統一的な説
明の筋道を立てるように遂行されている。
15 例えば、フッサールによると、
「自然法則はアプリオリには認識され得ず、それ自体で洞察的に基礎づけられ得
るものではない。そのような法則を基礎づけ、そして正当化する唯一の道は、個々の経験の事実からの帰納であ
る。しかしながら帰納は、法則の妥当性を基礎づけるのではなく、たんにこの妥当性の相対的に高い蓋然性を基
礎づけるのみである」（HuaXVIII, S. 73f.）という。自然科学的な法則は、観察や実験の事実から仮説が作られ、
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問であり、それをフッサールは事実学と呼んでいる（vgl. HuaIII, §2）。そして、その事実学の対象で
ある定立的な存在者（個別的なものの直観）を直接的に思念することなく（それは空想的な直観でも
構わない（vgl. HuaIII, §4））、その存在者の理念を看て取る働きが本質直観と呼ばれ（vgl. HuaIII,
§§3ff., HuaXXV, S. 32）
、そして、本質直観された本質ないし形相を対象とする学を、本質学とフッ
サールは呼んでいる（vgl. HuaIII, §7）
。これら事実学と本質学の関係について、例えば物理学や心理
学といった事実に関する学は、その研究対象が個々別々の具体的な事物であるが、それらは本質的な
諸規則性、すなわち「色という本質（「類」
）は、音という本質（類）とは別物である」
（HuaIII, S. 18）
ということや、「色は何らかの延長なしでは思考され得ず、延長は何らかの色なしでは思考され得な
い」
（HuaXIX/1, S. 270）といった本質に関わる相互基づけ関係に拘束されている。このことは、
「あ
らゆる事実学（経験科学）は、本質的で理論的な諸々の基礎を、形相的な諸存在論の内に持つ」
（HuaIII,
S. 23）ということを示している。したがって、本質という形相的な認識に依存しない事実学は存在せ
ず（vgl. HuaIII, §8）
、本質が事実の基礎を為すという関係が理解される（この本質学的な探求が、ま
さに現象学的な探求の営みに他ならない）
。
以上のような本質と事実の関係において、フッサールは、「あらゆる具体的で経験的な対象性は、
ある最上位の質料的な類、経験的な諸対象のある「領域（Region）」という、その対象性の質料的な
本質とともに組み入れられる。その純粋で領域的な本質に、ある領域的な形相学が相応し、あるいは
〔それを、
〕領域的な存在論と我々は呼ぶことができる」
（HuaIII, S. 23）と述べている。つまり、個
別的なものに存する本質は、類と種という語で表現される階層性（vgl. HuaIII, §12）を持っており、
この階層における最上位の類を、フッサールは「領域」と呼ぶのである（vgl. HuaIII, §9）
。例えば、
素朴な言い方として、
「自然の領域」や「精神の領域」と言われるように、事実的な事象はその形相に
基づいて、自然一般、あるいは精神一般という「類」に属している。領域的な本質に属する事実的な
諸対象は、自然科学や経験科学的な研究の場面において、合理化や理論化が進むほど、抽象的な概念
へと至る。そこでの現象学的な探求は、この領域的な本質の把握を、それぞれの経験的な特殊事項が
属する最も普遍的、かつ最も原理的なものとして直観する。こうして直観されたこの最上位の類とい
う領域において、それに属する経験を現象学的な探求の与件とし、その本質構造の分析と呈示を課題
とすることが領域的存在論なのである（先んじて言えば、諸領域の属する諸科学の成果が、現象学に
問いを提供することを、科学による現象学への寄与と考えられ得るのである）
。
以上のようにして、諸学問の領域が類という形相ないし本質との関係において確定されることが示
された。だが、そうした形相や本質は、実際にはどのようにして直観されるのか。以下では、この領
域を類や種として理念的に直観する本質直観が如何にして構成されるのかを考察する。

それらを探求の基礎とするが、そこから得られる判断は、常に帰納的なものに留まる。その帰納的な結果は、当
然、蓋然性に留まり、それを普遍的な真理と看做すのは、ある種の飛躍を必要とするだろう。
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２．本質直観の志向的な構成
1）本質直観の基本的な構成プロセス
領域的な存在者の本質を捉えることは、当然ながら、経験的な概念形成とは異なり、そうしたもの
に依存しないアプリオリなものを捉えるということであろう。しかしながら、これまで見てきたよう
に、領域的な存在である類へと認識を進める志向的な構成が、身体性を基にしている以上、経験に依
存しないアプリオリな本質を捉えることは、構成理論において、一見すると最初から無理な課題のよ
うにも見える。たとえ、同一と看做される経験の抽象化が、それらの経験の一般性を主張したとして
も、そもそもその一般性の要素たる経験が偶然性を含んでいる時点で、アプリオリとは言えないので
はないか。しかし、フッサールは、そのような疑念に対し、経験の一般性から偶然性を取り除くため
に、「経験された、あるいは想像された対象性を、指導的な「範例（Vorbildes）」の性格、諸変項
（Varianten）の無限に開かれた多様性の産出にとっての出発点という性格を同時に保持している任
意の例へと転換すること、つまり、変更（Variation）
」
（EU, S. 410f.）を行う。つまり、ある事実（Faktum）
を範例と看做して、純粋な想像における変形といった、様々な変更を任意に行うのである。そして、
この変更によって、次々に新たな類似する像が獲得されるが、しかし、このことから逆に、「この模
造（Nachbildes）の多様性をある統一が貫いていること、ある原像（Urbild）の、例えば事物の、そ
ういった自由変更の際に、必然性の中で、ある不変項が必然的な一般形式として保持されたままであ
ること、そのことなしには、この事物がその不変項の種（Art）の例となるというようなことは、そ
もそも考えられ得ないであろうということが、明らかになる」
（EU, S. 411）
。同一の原像ないし事物
に対し、任意の自由変更を重ねれば重ねるほど、どのように展開していってもその限界を指示するよ
うな、その都度の変項の差異とは無関係な内容として、不変のものが浮かび上がってくる。
そして、個々の経験は、超越論的還元によって事実的な与件が内在へと引き戻された際、素朴な事
実性や実在性から開放されるのだが、このとき、諸々の経験は、任意の自由変更という意識作用を通
じて、それらの経験は、無限に可能な多様性を獲得する。そうして開かれた無限性における経験は、
多様な変更の中で、変項同士の矛盾や対立を生じるが、それでもその中で見出される共通項、変更を
被らない不変の項が、まさに多様性を貫く統一へと収斂するのである。フッサールは、この不変項こ
そが「一般本質（ein allmeines Wesen）
」
（ebd.）であり、形相であり、イデアである

16と考えるので

ある。
こうして、フッサールは、事実としての経験の偶然性を、任意の自由変更という意識作用によって
取り除き、事実の中のアプリオリな形相ないしイデアを、意識における純粋な概念、つまり本質とし
て直観にもたらすプロセスを呈示する。しかしながら、この任意の自由変更という作用は、どれほど

16

このイデアということについて、フッサールは、
「この一般本質は、形相であり、プラトン的な意味におけるイ
デアであるが、しかし純粋に把握され、そして全ての形而上学的な解釈から自由なイデアであり、つまり、イデア
は、そうした自由変更の道（Wege）の上で生じる理念視（Ideenschau）の中で、所与性へと直接直観的に至るよ
うに、獲得されるのである」（EU, S. 411）と述べている。
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遂行されねばならないのか。そして、その作用の遂行それ自体は、どのようにして成されるのか。次
に我々は、これらの点を、時間意識と受動的綜合の観点から考察する。

2）自由変更の遂行プロセスとその原理としての受動的綜合
本質直観へと至る自由変更の遂行について、フッサールは、「形相が、自由で任意にどこまでも産
出可能な、合致（Deckung）へと至りつつある変項の多様性に関係づけられているということ、開か
れた無際限性に関係づけられているということ、これらのことは、無限性へと現実に進行していくこ
とが必要であろうということ、全ての変更の実際の産出が必要であろうということを意味しない･･･
むしろ、変項形成のプロセスとしての変更それ自体が、任意性の形態を持つこと、変更の任意の継続
的な形成（Fortbildung）という意識において、プロセスが遂行されるということが重要である」
（EU,
S. 412f.）と述べている。ここで強調されているように、本質を見出すために遂行される自由変更の
任意性は、全ての可能な変項を必要としているのではないということに注意せねばならない。変更の
プロセスを通り抜けることは必要であるが、それは、変項を実際に無限に列挙するということではな
く、
「
「任意に以下同様（und so weiter nach Belieben）」
」
（EU, S. 413）という意識に至ることを必
要としているのである。つまり、自由変更における開かれた無限の多様性とは、この「任意に以下同
様」という意識において、不変項の同一性を掴む（im Griff）ことであると考えられる。
では、この自由変更において「任意に以下同様」へと至るプロセスと、そうした変項の多様な無限
の開けは、一体何によって可能となるのか。上のフッサールの言及において、意識における継続的な
形成ということが、一つの契機として挙げられていた。任意性ということで開かれた意識の継続的な
構成を支えているのは、まさに未来予持
るのは、未来地平

17に他ならならず、そしてまた、無限の多様性が開かれてい

18に他ならないと考えられる。

確かに、以上のような意識の構成プロセスによって、新たな変項の追加はいくらでも遂行できるの
だが、我々の実際の体験において、可能な変項を無限に遂行し尽くすことは不可能である。しかし、
「任意に以下同様」という継続の見通しは、未来予持という不充実な志向によって形成される未来地

未来予持とは、
「到来するものそのものを空虚に構成して捕捉し、充実へともたらす」
（HuaX, S. 52）時間意識
構成の能作である。未来予持は、常に過去把持と共にあり、過去把持の裏返し、鏡像などと言われるように、密接
な関係にある。つまり、過去把持された内容が脱充実化し、空虚になった内容は、逆にその空虚を充実しようとし
て待ち受ける非顕現的な（受動的な）志向となる。まさにこの空虚で充実を待ち受ける志向性が、未来予持なので
ある。また、未来予持の重要な特性の一つに、
「不充実性」（HuaXXXIII, S. 14）がある。未来予持が待ち受ける
内容は、必ずしも充実されるとは限らない。しかし、たとえ充実されなくても、その未来予持はそれとして充実を
待ち続けている。つまり、未来予持は、その不充実性によって、意識のある種の傾向と空虚な志向の地平、すなわ
ち未来地平を形成しているのである。
18 フッサールは、
『受動的綜合の分析』の中で未来予持の考察をしているが、そこで彼は、「新たな印象の位相が
不断に融合するという仕方で、つまりは、その根源的な生成において、特定の本質条件に相応して持続的に結合
していくひとつの経過であるなら、そこにはただちに未来の地平、すなわち予期の地平がいあわせているのであ
る」（HuaXI, S. 186）と述べている。まさにこの未来地平によって、新たなものがその時点までの生成と類似す
るかたちで（連合）続行することが予期され、遂行される（vgl. HuaXI, 186f.）。
17
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平に関係していると考えられる。これについてフッサールは、「我々が模範と名づけた主導を与える
出発点の例から、常に新たな模造への移行が、前もって横たわっている･･･模造から模造へ、類似の
ものから類似のものへの移行の際に、個々の任意のものは全て、それらが出現することの連続の中で
重層的な合致へと至り、そして、純粋に受動的に、綜合的な統一へ進む･･･すなわち、同一のものは
同一のものとして受動的に先構成され、そして形相の看取は、そのように先構成されたものの能動的
に見つつある把促に基づく」
（EU, S. 413f.）と述べている。ここでフッサールが分析しているように、
形相の看取に先行して、類似のものから類似のものへという、受動的な構成の次元における連合の能
作が、未来予持の能作と一緒になって、先構成的な移行プロセスを構成しているのである。だからこ
そ、そこで同時に未来予持的な傾向として、様々な充実の可能性を持った未来地平が開かれ、それが
自由変更の土台として、先行していると考えられ得るのである。またこのことから、未来地平にはさ
らに類似のものが予描され、それが繰り返される中で、同等のもの（das Gleich）の予期される傾向
が強まり、以降に現出するであろう変項が、
「以下同様」として意識されると考えられ得るのである。
以上のことから、フッサールは、「この多様性に（または、実際に直観へと進む変項と共に自ずと構
成されつつある開かれた変更のプロセスという土台に）、形相としての一般的なものという本来的な
看取は、高次の階層として組み上げられている」（EU, S. 413）と分析するのである。そしてもちろ
ん、こうした未来予持的な移行プロセスの形成には、過去把持の能作も欠かすことができない。フッ
サールは、「当然ながら、多様性がそれそのものとして、数多性として意識されて、そして手放され
ないでいるということを、前提として必要とする。そうでなければ、我々は、共通する一者として存
在する形相を、イデア的に同一のものとして得ることはない」
（EU, S. 414）と述べている。それは、
ある範例を任意に新たな形に仮構する自由変更を次々と行う際に、それらが掴まれて持続していなけ
れば、次々に生じるものを重ね合わせることはできないし、そもそも次々に生じるといっても、最新
の、最後のもののみが、その都度の意識に直観されることからして、まさにそうした時間的な系列を
構成する過去把持の能作は必須であるということを示している。こうして、受動的綜合における時間
意識の能作と連合などの諸規則性を基礎にして、「我々がより以前の仮構物を開かれたプロセスにお
ける多様性として掴みつつ、合同であることや純粋に同一のものであること見やる場合にだけ、形相
を獲得する」
（ebd.）ことが可能なのである。

3．次稿への続きとして
これまでの議論において、本論の目的である、現象学と科学的な学問の関係について、両者の協同
的かつ相互的な研究に関する原理的な可能性の呈示という課題は、それを考察するための前提の部分
までを論じたことになる。現象学が自然主義的な諸学問と関わる際に押さえておくべきことは、そう
した事実学を本質学の根本的な差異である。現象学的な構成理論の根本である身体性から理念的な本
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質の直観までの構成プロセスを通覧することによって、本論の中心的な課題を考察する準備は整えら
れたと言い得るであろう。
次稿において、科学に関する理論や理念といった理性定立を、本質直観との関係から考察すること
になるが、それは具体的に言って、領域的な存在者である諸科学が生み出す様々な成果（法則や理論）
を、超越論的な手引き（Leitfaden）にして、現象学的な研究の展開を促進するということである。こ
れらの議論を整理し、現象学（哲学）と科学の相補的な関係、現象学と科学の協同的な研究の原理的
な可能性を明確にしたい。
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暗黙知及びハビトゥスとの関連における習慣と身体の考察
増田 隼人（TIEPh）
キーワード：習慣、暗黙知、ハビトゥス、身体化

0．はじめに
本稿においては、意識的な思惟や判断とは異なるモードで作動し、身体化された記憶として働く習
慣について考察する。「体で覚えている」といわれるこの記憶のあり方は、一般に運動技能や職人の
技術などと関連付けられるが、それは同時に、私達と、私達の環境世界との特有の関係の仕方をも示
すものである。というのも、意識における言語化や対象化を必要とせずに作動する習慣は、いわゆる
「主観-客観」といった図式に収まることはなく、むしろ、例えば慣れ親しんだ道具が身体の延長線
上にあるものとして感じられるように、主観と客観が相互浸透しているかのような次元を私達に示す
からである。本稿においては、習慣のこうした特有のあり方について、まずは脳科学的知見を参考に
その特徴を捉えた後、マイケル・ポラニーの「暗黙知」や、ピエール・ブルデューの「ハビトゥス」
といった概念と関連付けて考察する。

1.記憶の類型と習慣
かつてウィリアム・ジェイムズは、
「生物とは習慣の束である」と述べたが 1、実際、デューク大学
のある調査によると、我々の日常生活における 40％以上の行動は、その場の決定によるものではな
く、習慣によるものであるという 2。反省してみると、私達は、日常さまざまな行為を行うが、その
最中において、一連の行為について意識の上で終始注意し、逐一判断しているということは案外少な
く、他の雑多なことを並列的に行いながら無意識のうちに遂行していることが多いように思われる。
たとえば、現在まさに私が行っているタッチタイピングにしても、私の意識においては、ディスプ
レイ上に表示される文字列や、自身の思考の流れに注意の大半が費やされており、キーボードをタイ
プしている手指の動きに関しては、タイプミスを発見でもしないかぎりは特に焦点化されることなく
背景に退いている。一度タイピングを始めれば、あとは指の動きに身を任せるままで、
「A のキーを左
指の小指で押した後で K のキーを右手人差し指で押して……」などと逐一判断しているわけではな
い。このことはまた、車や自転車の運転等にも言えることで、私達はその行為に慣れてしまうと、同

William James, ”Habit”, Kessinger Publishing,2010, p.3.
Charles Duhigg, “Power of Habit -Why we do what we do and how to change”, Random House
Books,2013,p.xⅵ.

1
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乗者との会話に耳を傾けたり、ラジオの歌を口ずさんだりしながら、高速度で走る乗り物の動きに合
わせてハンドルやブレーキをこまめに調整し、事故を回避する。これらの、いわゆる「ながら行動」
が可能になるのは、無意識的とまではいえないにせよ、注意力がかなり分散化された中にあっても遂
行可能になるほど、その行為が習慣化されているからに他ならない。
脳科学において、長期記憶は、宣言的記憶と非宣言的記憶の二つに大別されるが、習慣はこのうち
の後者に分類される。この二つの記憶は、脳の対応する部位も当然異なるが、その働き方の性質にも
大きな違いが指摘される 3。
まず、宣言的記憶は、イメージや言語として意識上に内容を想起でき、その内容を語ることのでき
る記憶である。たとえば、その中には、「昨日の夕食はカレーライスだった」といったエピソード記
憶や、
「スプーンは食器である」といった意味記憶が含まれる。対して、非宣言的記憶とは、意識上に
内容を想起できない記憶であり、その名の通り、言語等を介してその内容を語ることができない記憶
である。この記憶が主に活用されるのは、運動学習や知覚学習などの実践的な行為の中であり、先の
タイピングや運転の例にも見られるように、当該の行為の正確性や速度などの処理効率の向上を下支
えする地盤として、この記憶は働いている 4。宣言的記憶との区別としては、たとえば、自転車とは
何かといった知識や、自転車に初めて乗れたときの風景や登場人物等を思い出すのが宣言的記憶であ
り、自転車に現在乗っている際に実際に活用されている、身体に馴染んだ自転車の乗り方が非宣言的
記憶に当たる。哲学的な観点からギルバート・ライルが行った知識の二つの側面に照らせば、「対象
を知っていること（Knowing that）
」に当たるのが宣言的記憶の領域であり、
「方法を知っていること
（Knowing how）
」に当たるのが非宣言的記憶と言えるだろう 5。自転車の運転や、歩いたり走ったり
といった日々の日常行動は、意識上で対象化すると却ってぎこちなくなることがあるが、それは元々
そういった行為が、対象化的な知に依存して行われる種のものではないからだと考えると頷けよう。
歩行にせよ走行にせよ、それらは何の変哲もない基本的行為には違いないが、決して生得的なもので
はなく、かといって一般的な意味での知識でもなく、骨格や筋肉の安定を基礎として、あくまでも試
行錯誤の末に身体技能として獲得されたものに他ならない。
ラリー・スクワイアは、こうした非宣言的記憶ないしは習慣の特性について、「私達は学習し、こ
れらの学習や無数の作業を実際には学習しているのであるが、記憶を使っているということを意識す
ることなく実行できるようになる」と述べている 6。タッチタイピングにせよ、運転にせよ、単なる
歩行にせよ、私達はそれらの行為をある時期に学習したことによって身に着けるのであるが、私達は
3

宣言的記憶と非宣言的記憶に関する概括は、ラリー・R・スクワイア『記憶と脳‐心理学と神経学の統合』河内
十郎訳、医学書院、1989 年、153 頁-177 頁を参考にしている。
4 非宣言的記憶をさらに分化すると、手続き的記憶、プライミング、古典的条件付け、非連合学習などに分けられ
る。習慣は手続き的記憶に分類されることもあるが、非宣言的記憶全般を総括して習慣と述べる論者もいる（ス
クワイア、前掲書、176 頁参照）
。
5 ギルバード・ライル『心の概念』坂本百大他訳、みすず書房、1987 年、第二章参照。
6 ラリー・Ｒ・スクワイア、エリック・Ｒ・カンデル『記憶のしくみ
下』小西史郎・桐野豊監修、講談社、2013
年、190 頁参照。
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その学習内容ないしは学習したということそのものを、意識に表面化することなく、実際のパフォー
マンスにおいて発現させることができる。それらの行為は、たしかにどこかで覚えられたものであり、
その記憶を拠り所に遂行されているのであるが、当の記憶は意識上に現れず、語ることもできないた
め、私達は往々にして、それが学習の結果として働いていることを忘れてしまう。そのため、習慣の
働きが私達にとって浮き彫りとなるのは、それが滑らかに遂行されているときよりも、むしろ何らか
の原因で阻害される状況においてである。たとえば、それは使い慣れた携帯電話を新しい機種に買い
替えた直後の、異様な使いにくさを思い起こしてみれば分かりやすいだろう。新しい携帯電話に慣れ
るまでの間、私達はキー入力の違和感に戸惑い、自分の指をやけに野暮ったく感じたはずである。そ
のとき、私達は、かつての携帯電話の重さやデザイン、操作の感触が自分の身体に深く刻印されてお
り、それを手放した今になっても多大な影響力を持っていることを確かめるのである。また、私は、
最近「整備中で動かないエスカレーターを上がる」という経験をしたが、そのとき私は違和感のあま
り、車酔いにも似た気持ち悪さに襲われたものだった。おそらく、これも「これまでのエスカレータ
ー」の経験に依拠する習慣に起因する、一種の副作用であろう。認識の側では、エスカレーターが動
かないことを十分に承知しているというのに、身体ないしは習慣のレベルで働く予期は、私の認識や
意志とは関係なく勝手に作動し、これまで歩いた無数のエスカレーターに相即する身体感覚を覚起し
続けたのである。おそらく、私が酔いにも似た症状を得たのは、その現実の認識と身体レベルでの予
期との不整合の連続に原因があったのであろう。エスカレーターを上がるという、それだけの行為に
も、たしかに習慣の働きは関与し、身体的なレベルで蠢いているのである。

２.マイケル・ポラニーの「暗黙知」
上述したように、私達の日常的行動の多くには習慣が関与しており、しかもその習慣は普段、当の
私達自身にも気づかれないままに働いている。私達は、他人の家に行って初めて家屋には固有の臭い
があることに気づき、故郷から離れて初めて空気の違いに気づく。余所に行って、その環境を新鮮に
感じることができるのは、ひとえに私達が元の環境に適合し、そこの臭いや光や空気を、いわば感覚
の尺度のゼロ点として身体に刻み込み、述定的な知識とは異なった仕方で知っているためでもある。
化学者であり哲学者でもあったマイケル・ポラニーは、「私たちは言葉にできるより多くのことを
知ることができる」というテーゼのもと、このような通常言説化されえない知のあり方を「暗黙知
（tacit knowledge,tacit knowing)」と名付けた 7。この暗黙知という概念は、習慣のように既に習
得され、非宣言的に活用される知識（knowledge)を指すと同時に、感覚素材を綜合し、直観にもたら
す知覚以前の認知プロセス（Knowing)を指している 8。そのため、暗黙知という概念がカバーする範

7

マイケル・ポラニー『暗黙知の次元』高橋秀夫訳、ちくま学芸文庫、2003 年、18 頁。
暗黙知の特に後者の性質は、中‐後期のフッサール現象学において明らかにされた、自我意識を伴わずに作動
し、能動的志向性を基づける「受動的綜合」の能作との高い近似性が見られる。

8
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囲は幅広く、歩行や運転、道具の使用といった技能のみならず、知覚そのものも暗黙知の産物とみな
される。たとえば、ポラニーは、暗黙知の特徴を、人の顔の表情認識を例に出して説明している。私
達は、対面した人の気分や感情の動きを、その表情から察することができるが、それを顔のどの部分
から読み取っているのか述定化することは困難である。その語ることのできない部分として表現され
るのが「暗黙知」である。
ポラニーは、暗黙知が働く際の機能的関係として、二つの条件を挙げ、一方を「近位」
、他方を「遠
位」と表現する 9。先の表情の例で言えば、顔の個々のパーツが近位であり、それに対してより包括
的に捉えられる表情の方が遠位である。あるいは、もっと深く掘り下げて考えれば、眼球運動などに
まで近位は遡れるだろう。ポラニーは、暗黙知が働いているときには、この近位項から遠位項への注
目の移行が起こっているのだと指摘する 10。ポラニーによれば、暗黙知が働くとき、私達は、あるも
の（近位）を出発点として、別の何か（遠位）に注意を向けている。たとえば、人の表情を読み取る
際には、近位たる顔のパーツを出発点として、より包括的な表情の読み取りという遠位に向かう。し
かし、このとき、注意の当の対象は当然ながら表情全体の方にあり、個々のパーツの印象の統合は、
意識の背景において行われ、観察者によって認知されるのは、それらの近位項が既に綜合された後の
顔となる。そして、その結果、私達は事後的に「顔のどの要素からその人の感情を読み取ったのか」
と問われると、返答に窮することになる。というのも、そのとき、近位項は既に、暗黙知の働きによ
って、遠位項の包括性の中に取り込まれてしまっているからである。換言すれば，私達はつねに、近
位項を直接的には意識できず、遠位項を通して間接的に知るのみである。このように、近位項が遠位
項の中へと埋没することを、ポラニーは「内在化」と呼ぶ 11。
前述したように、遠位項に内在化した近位項は、私達にとって捉えにくいものとなるが、ポラニー
はむしろこのことにポジティブな意見を持っているように思われる。というのも、ポラニーが主張す
るのは、人が新しい技能や理論を身につけるのに際して最も良い方法は、対象の諸細目を部分的に学
んだり捉えたりすることではなく、対象の全体に内在的に没入することにあるからである。ポラニー
によれば、全体像に部分項目を加え，その部分を説明したり意味付けたりするのは、かえって全体の
意味を消滅させ，知識の全体性を破壊することに繋がるという。すなわち、対象を分節化するのでは
なく、全体性として綜合する働きが暗黙知であり、ポラニーの重視するところなのである。

9

あるいは、ポラニーは、暗黙知を示す例として、閾下知覚の実験なども示している。この実験において、被験者
は多数のでたらめな綴り字を見せられた直後に電気ショック与えられる（ポラニー、前掲書、23-27 頁）。被験者
は、どの文字が電気ショックを誘発する「ショック綴り字」であるのか認知できないが、電気ショックを繰り返し
行うと，その識別ができないままなのにも関わらず、ショック綴り字を見せられるだけで「電気ショック」を予期
するようになる。このことは、認知能力を伴わなくとも暗黙知が形成されうることを示している。
10 ポラニー、前掲書、23 頁。
11 ポラニー、前掲書、36 頁。
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３.暗黙知と身体
ところで、ポラニーは、身体について、「私たちの身体は、それが知的なものであれ実践的なもの
であれ、すべての外界の認識にとって究極の道具である。……私たちの身体は、私達自身が普段は決
して対象として経験することはないが、身体から発して意識される世界を介して経験する、この世で
唯一のものである」と述べる 12。いわば、身体は、ポラニーにとって、近位項の極としてあると考え
られているといえる。その意味でいえば、身体知とは原則的に暗黙知として獲得される知であるとい
ってよく、私達の感知する環境世界とは、身体が暗黙的に内在化した世界である。
暗黙知によって架橋される、ポラニーのこのような身体と環境の関係は、メルロ＝ポンティの身体
論・習慣論との類似性が見受けられる。メルロ＝ポンティは、私達は、世界に対して一種の対立項と
してあるような客観的存在として世界にいるのではなく、身体において、あるいは身体を媒介として
世界に臨んでいると指摘する。これは、すなわち、身体がその運動能力や運動感覚といった直接的な
経験において、根源的に世界を志向している、開かれているという意味である（身体の志向性） 13。
メルロ＝ポンティは、習慣とは、思惟や客観的な身体に宿るのではなく、世界の媒介者としての身体
に宿るのだとし 14、身体と世界との結びつきについて、次のように述べている。

「経験は、客観的空間の下にある原初的な空間性を顕わにする。この空間性は、身体の存在そのもの
と区別されえぬものであり、客観的空間は単にその外皮にすぎない。身体であることは、ある世界に
結びつけられていることであり……われわれの身体は最初から空間の中にあるのではない。それは空
間に臨んでいるのである｣ 15

私達は、世界を、常に運動能力や運動感覚を備えた身体を介して経験する。メルロ＝ポンティは、
ある運動を習得するとは、それを自己の「世界」に統合することであるとし、「身体を動かすことは
……表象を全く媒介としないで身体に働きかける物の促しに、身体をして勝手に答えさせることであ
る」と述べる 16。習慣は、身体的なものとして、そして暗黙的な実践知として、そこに関わる。すな
わち、習慣化とは、身体像の修正ないしは更新の仕組みであり、表象化以前の次元における世界との
新たな関係の仕方を獲得することである。このように見ると、ポラニーとメルロ＝ポンティの類似性
は明らかであり、二人は同じものを別の観点から問題にしたのだといえよう。

12

ポラニー、前掲書、36-37 頁。
身体のこのような志向性は，フッサールにおける、本能志向性や衝動志向性に対応するものとして考えられる。
ポラニーの暗黙知とメルロ＝ポンティの身体論はさらに、フッサールにおける受動的綜合の領域と関連付けるこ
とが可能であるだろう。
14
モーリス・メルロ＝ポンティ『知覚の現象学』中島盛夫訳、法政大学出版局、1982 年、246 頁。
15
メルロ＝ポンティ、前掲書、251 頁。
16
メルロ＝ポンティ、前掲書、236 頁。
13
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４.ピエール・ブルデューの「ハビトゥス」
先にも述べたように、ポラニーは、暗黙知が成立する条件として、近位と遠位の両方を置いている。
遠位項の存在、換言すれば知覚を含んだ行為の主題の設定が、暗黙知が暗黙的なものでありうる前提
条件の一つであるとすれば、当然のこととして、その主題を設定し、遂行する主体の存在もまた欠か
せないものとしてある。ところで、ある目標を達成しようとする時、私達人間はあくまでも具体的な
時間・空間に場を占める存在として現われる。すなわち、重力を有する地球環境や、人間生活に関わ
る社会的状況、そしてその時々の文脈に応じた場の状況と無縁ではいられない。そこにはまた、歴史
的、文化的な制約も含まれているし、あるいは更に洞察すれば、生物学的な遺伝子の影響さえも考え
られるかもしれない。ポラニーの暗黙知が、どちらかといえば認知的な観点から捉えられることが多
いのに対して、こうした社会や文化や伝統といった歴史的世界との関係をより強く押し出しているの
が、社会哲学者のピエール・ブルデューの提起する「ハビトゥス」という概念である 17。
「Habitus」というラテン語は、元は「habere（持つ）
」という動詞に由来し、トマス・アクィナス
が、アリストテレスの用いた「Hexis」というギリシャ語に対訳したものである

18

。アリストテレス

は、Hexis を人間の固定的・定常的な性向として定義しており、その内実に「能力の所有」や「状態
の保持」
、
「習性」などという意味連関を担わせていた。また、彼は、Hexis の発生について、これは
自然本性によって素質として持っているものであり、習熟によって完成形が獲得される、いわば変化
の途上にあるものとした。ブルデューのハビトゥスも、同様の性質を備えたものではあるが、彼はそ
こに独自の定義を加えることで、それをさらに特殊な概念へと変化させた。即ち、ブルデューは、ハ
ビトゥスを、根源的に社会的なものとして獲得され、身体化されたシステムであると定義したのであ
る。
ブルデューによれば、ハビトゥスとは、それぞれの社会的位置における経験の最中で形成された、
「構造化された構造」である 19。すなわち、ブルデューによれば、ハビトゥスないしは身体とは、そ
もそもの最初から歴史的・文化的な刻印を引き受けたものなのであるといえる。とはいえ、そのこと
によって、人間は外的世界に囚われ、従っているのかというと、そう単純な話でもない。というのも、
ハビトゥスとは、従う・従わないといった意志以前に、気づいたときには既に作動しているといった
類のものだからである。そういった意味において、ハビトゥスは、私達にとって外的・内的の区別な
どなく、身体と同様に既に同化しているものとして捉えられる。
また、ハビトゥスは、周囲世界に対して一方的にただ受け身の側に立つものではない。ハビトゥス

17

本人も自認するところであるが、ハビトゥスを中心概念としたブルデューの社会学は、レヴィ＝ストロースの
構造主義に代表される客観主義と、シュッツに始まる現象学的社会学に代表される主観主義との対立を解決しよ
うとする試みとして提唱したものである。そういった思想史的な概要については右記参照（田辺繁治「再帰的人
類学における実践の概念」
『国立民族学博物館研究報告 26 巻 4 号』533-577 頁）。
18 矢野喜夫「資質の概念」
『京都教育大学紀要』京都教育大学、1986 年、69 頁参照。
19 ピエール・ブルデュー『実践感覚』今村仁司・港道隆訳、みすず書房、1988 年、89 頁参照。
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は、一方では、それ自体が実践や表象を産出・組織化する原理になり、
「構造化する構造」としても働
くのである。ブルデューは、ハビトゥスを、
「歴史の生産物」と称し、
「それら過去の経験は、各々の
組織体に知覚・思考・行為の図式という形で沈殿し、どんな明確な規則よりも……時間の推移の中で
の実践の恒久性を保とうとする傾向をもっている」と述べる 20。すなわち、ハビトゥスは持続性を具
えた慣習的な実践の原理ということになる。また、宮島によれば、ハビトゥスは、
「所与の構造（たと
えばある階級の生活諸条件）のなかで行なわれる社会化の所産であって、その構造への事実上の適合
性という性格をも持っている」とされる 21。このように、ハビトゥスは、実践的行為の恒常性や、所
与の構造への適合性を含んだシステムである。 そして、歴史という共通性をもった地盤から生じた
ハビトゥスによって、人々は互いに息を合わせようという意図なしでも調和した行為をとれることと
なる。その意味で、ハビトゥスによる実践は、暗黙知と同じく、意識的な注意に依らずに働くもので
あり、ブルデューは、このことを「集合的にオーケストラ編成されながらも、オーケストラ指揮者の
組織行動の産物ではない」という比喩によってハビトゥスの性質を語る 22。ここには、明確な規則や
社会的システムとは異なり、一種の雰囲気のようにして働くハビトゥスの役割が垣間見られる。
ハビトゥスは、身体化された実践の原理であるという点も暗黙知と同様の特性を持っており、意識
化以前に実践を方向づけるという重要な働きを示す。ハビトゥスが産出する実践には規則性があるが、
それは規則に行為者が単純な意味で従属していることを意味するのではない。ハビトゥスは、身体化
されたシステムであり、従う・従わないの判断が介するその手前で、行為者は、身体化したハビトゥ
スに導かれて、目的や手段を意識的に熟慮しないでも適切な行為をとることができる。行為者は、実
践の原理としてハビトゥスを所持しているが、その原理を意識して使うのではなく、むしろ実践の最
中に没入している方が、かえってうまくその原理を制御できるとされる。また、ブルデューによると、
ハビトゥス概念は、社会構造に適合した規則的な実践を産出する側面と、即興的に多様な実践を生み
だす「発明術」という創造的な側面が同居していると述べられる。この見方によれば、規則性と規則
性から外れる面を同時に併せ持ったハビトゥスは、規則性とその変化の両方を射程に収める両義的な
概念ということになるだろう 23。
クロスリーは、このように、ハビトゥスを主要概念として押し出したブルデューの試みを、習慣に
ついての議論を社会学における中心的課題へと高めたものであると評価している 24。社会が個人を作
るのか、個人が社会を作るのかという二項対立に社会学が悩まされたときに、ブルデューは、ハビト
ゥスを伴った身体という局面を設定し、社会が行為者の内に身体化（内在化）され、その行為者が社

20
21
22

ブルデュー、前掲書、86 頁。
宮島喬『文化的再生産の社会学―ブルデュー理論からの展開』藤原書店、1994 年、277 頁。
ブルデュー、前掲書、84 頁。

23 とはいえ、歴史的産物であるといわれるハビトゥスが、如何にして創造という、いわば歴史からの変革ない

しは断絶を為しうるのかは、ブルデューの議論からは明瞭ではない。
24 ニック・クロスリー『社会的身体――ハビトゥス・アイデンティティ・欲望』西原和久・堀田裕子訳、新泉

社、2012 年、16 頁参照。
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会をまた作るという循環的な構造をそこに見た。多くの論者が指摘するように、ブルデューの理論が、
真に原理的に主観-客観の対立を乗り越えうるものであるかは、たしかに議論の余地がある。しかし、
ハビトゥスを中心的概念として据えるその視座は、歴史的世界の中で誕生し、生きていく私達が、い
かにしてその世界を担っているのかという問いに対し、重要な示唆を与えるものである。

５.おわりに
本稿では、習慣に関する脳科学的な研究を導入とし、ポラニーの暗黙知やブルデューのハビトゥス
といった概念を俯瞰してきた。「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」という
のがポラニーの最初のテーゼだったが 25、実際に私達の知の形態は、認知的・言語的な制約に縛られ
ない幅広さを持っており、私達の身体は、自分自身でも捉えきれないほどの情報を処理し、それらを
含蓄しながら生きている。私達が普段認識している以上に身体は世界に反応し、様々な調整機能を働
かせている。そして、私達が習慣性の作動する最中にあるとき、私達は世界が自己の身体性の内に根
付いていることを経験するのである。

25

ポラニー、前掲書、18 頁。
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―TIEPh 第 3 ユ ニ ッ ト

環境デザインユニット

環境とは身体の環境である。意識もしくは主観性は、その事態をまるで上から見下
ろすように、環境のなかに身体を置きいれ、環境のなかに身体があるかのように思い
描いている。環境の概念史をたどると、環境は客観性の総体という認識論のなかで登
場する。これがユクスキュルやハイデガーの環境世界となると、存在そのものを取り
巻いているような周囲世界となる。この周囲世界は、認識をつうじて捉えられたもの
ではない。意識もしくは主観性にとっての環境ではないとしたら、いったい何にとっ
ての環境なのか。周囲世界が身体にとっての環境であるとき、身体と環境のかかわり
は、およそ認識で捉えられるようなものではない。あるいは認識にとっては、このか
かわりは、際限のない奥行きと底深さをもつ自明の事象である。
身 体 は み ず か ら 存 在 す る 。物 も み ず か ら 存 在 す る 。そ れ が「 自 体 」An sich で あ る 。
自体は認識で知られるが、認識によってはじめて自体になるわけではない。自体のカ
テゴリーはどの程度のものが必要とされるのか。いまのところなお見渡しができるも
のではない。このカテゴリーを取りそろえるために、身体表現、身体再生、身体技法
等々の領域で、考察が必要とされている。そこに向かって、さまざまな企てを行う作
業が必要とされる。
身体表現は、みずからを表現するものである。しかし身体の動きのかたちを見ても
らうようなものではないはずである。いったい何を表現しているのだろうか。最終的
には、みずからが身体であることの表現であるはずである。しかしそれはみずからが
そうあることと、同時にそれがひとつの表現であることが一体となったような事象で
ある。ここに向かって、何度も何度も繰り返し試行錯誤を行っていくよりない。
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フクシマ・レヴィジテッド
河本英夫（文学部）
キーワード：復興、自己組織化、負の遺産、南相馬市

2015 年 3 月 12 日朝、新幹線で再度フクシマ入りをした。福島駅ではボタンのような大粒の雪が
舞っていた。少しでも気温が下がれば、ただちに雪になる気象である。大気はほぼ湿度に満ちている。
前日には、
「3 月 11」日を祈念して、福島各地では、大小の多くの追悼集会が行われた。5 年目の春
である。4 年の歳月が人間の時間である限り、何もしないでいることはできない。何もしないでいる
ことはむしろ忘却の別名である。おのずと進行する忘却を、風化という。それはまさにそれじたい、
風に成ることである。風になることを恐れる気持ちもある、あるいは風になってしまわなければなら
ないとも思う。たとえ風になっても痕跡はある。
時の流れは否応がない。物事の推移に、それぞれの人の加齢も加担する。過ぎ去ったあとの時間の
推移のなかでの思いを「理解」という。理解とは、手遅れになったものの思い出のことであり、そこ
にはいくぶんか流れ去ったものへの思いの自己正当化も含まれる。事態をわかることのなかにおのず
と含まれてしまう「言い訳」と「自己正当化」は、どこか理解そのものの座りの悪さを引き起こして
しまう。大震災とは、どのように長引こうと一つの「出来事」であり、ある意味で「瞬間」である。
その瞬間は、過ぎ去っていくことの「理解」にも、理解をつうじた未来への「投企」にも解消されは
しない。出来事とは、どこまでも配置をあたえることのできない不連続点である。どのように時間が
過ぎ去ろうと、いわば「何一つ流れない」思いがある。
2015 年 3.11 追悼の会場の一つでは、3 名の追悼講演が行われ、そのうちの一名は母を亡くした女
子高校生だった。ただたんに母を失ったのではない。津波に流され、必死でもがいているとき、さら
に下の方から自分の足を引っぱるものがいる。見ると下から母が足を引っ張っている。瓦礫に挟まれ
て、自分では身動きがとれない。助けてくれと、当時中学生だった自分の娘に必死で懇願したのであ
る。女子高校生は、ともかくもなんとかしようとしたが、そのままでは自分も死んでしまうと強く感
じ、母を置き去りにして、自分だけ生き延びたと言う。
どのように言葉で語ろうと、またどのような思いを込めようと、こうした事態は一生抱え続ける以
外にはない。語れば局面が変わるような事態ではない。だが何らかのかたちで語るよりない。淡々と
語ろうが、激して語ろうが、それらはすべて測定誤差以内に入ってしまう。それでも語らなければな
らない。そうした事象がある。どのように復興しても、どのように現地の姿が変わろうとも、そのこ
とによっては何一つ変化のないような事象がある。そしてその事象の強さがある。
これは極端な事例に思えるかもしれない。だが母親でなくても、兄弟であっても、親しい知り合い
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であっても、そばにいる者を見捨ててきた現実に大きな違いはない。仮に助けようとして、二人とも
死ぬ場合、二人とも助かる場合、相手だけ生き延びて自分が死ぬ場合のように、さまざまな思いが経
巡った月日があったに違いない。いずれもありうることである。現にいまこのようであることは、ど
のように理由づけしようと、本人にとってもどこにももって行き場のない思いを残してしまう。どの
ように自分の行為のやむなさを自分自身に説得しようと、それで区切りが付くわけではない。こうし
たどうしようもなさの一歩先に行くことは困難である。また一歩先に行くことが自分自身にとっても
よいことなのか、判断のつかない事象がある。そうした思いの一端をようやく語ることができるよう
になるまでに、この 4 年が必要だったと思われる。前日のそうした語りを思い起こしながら、フクシ
マに入った。そして雪である。
こうした場面で、事象のもとにより淡々とした語りはないのかという思いはつねに心のどこかに
残ってしまう。激した誇大さとも、諦めにも似た断念とも異なるかたちの感情と感性の動かし方はな
いのかとも思う。たとえば以下のような文章である。

過去とはおそらく絶対の慰めである。時間のおかげで私たちは身を退いてものごとをながめやるこ
とができるのであって、そのとき、自分の心配事や苦悩が対象に、たんなる対象になる。この大航海
はやむことがなく、すべてを回復し、わたしたちを運んで行ってくれるが、そこには解放の約束が、
いや、約束以上のものがある。この持続的な運動の思い出の当たりを軽くしてくれる。絶望は過去に
居座ろうとするが、そうはいかない。過去を再考することと過去に別れを告げることは、人生の平衡
そのものだ。それは、身を退きつつ自分を再発見することだ。
(アラン『芸術論 20 講』長谷川宏訳、光文社、97‐98 頁)

一般にはこの優れた哲学的エッセイストの語るとおりである。ただし特異な偶然によって、修復不
可能なほど、人生の均衡が逸脱してしまうことがある。そしてそこから前に進むためには、時間経験
とは異なる非常時の覚悟と踏み出しが必要となる。

１

復興の NPO

2014 年 3 月にフクシマに入ったとき、震災からすでに 3 年という時の長さと、あまりにも手のつ
かないままただ時だけが過ぎ行く遅々たる歩みに、気持ちのもっていきようがなかった。今回１年ぶ
りにフクシマに入ってみて、復興の本質はタイムラグであることがくっきりとしてきた。南相馬市の
原町の海岸沿いの農地には、1 年前には背面飛びのような姿の車が到る所に散らばっていた。農業を
再開するという開始前の条件さえ整っていなかった。今回車で横を通ると、海岸沿いに堤防ができか
かっていた。全線の 8 割ほどの堤防が出来あがっていた。だが海水の浸かった耕作地は、ほとんど手
付かずである。
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海水に浸かった土地を回復することは容易ではない。綿のような塩分に強い作物を植えて、数年間
かけて耕作地に戻す作業が必要になる。そこまで手間暇かけて耕作を再開する段取りにはならないの
であろう。回復とは、最も通りやすい水路を見出すようなものであり、そのため先送りされるプロセ
スは、いつまで経っても先送りされ続ける。この先送りの日常のなかで、気にも留めなくなった事象
が「震災の風化」である。
登録上の「農地」である限り、容易には「農地」を回復することはできない。ここにも日本に特有
の「農地のマジック」というべきものがある。農地を別の用途に組み替えていくためには、各地の「農
業委員会」を通さねばならず、簡単には進まない。それが「岩盤規制」と呼ばれるものの一部である。
農は本来、光、水、大地の滋力を最大限に引き出す営みである。さらにそこに経済活動を行う仕組み
が組み込まれると「農業」となる。この農業の流通、金融、企画その他一切を仕切っているのが、農
協である。農協は巨大な金融機関でもある。三菱東京 UFJ の資金量とおなじぐらいの資金を持って
おり、各種補助金の受け皿にもなっていて、多くの法律で守られている。通常は農地については、農
協が動かなければ何も始まらないのが実情である。この巨大な資金のごく一部、すなわち 1%程度が
農業用の資金と成っている。因みにそれ以外の 3 割は、住宅用の貸付であり、残りの大半は米国債で
運用されているという。
南相馬市のはずれの農地の一部に、一般社団法人「福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会」の設
置した、ハウス栽培とソーラーパネルがあった。この事実は『日経エコロジー』の記事で所在を知り、
事業体に、事前に訪問とインタヴューを申し入れてあった。
その中央には、プレハブの事務所が建てられていた。12 畳ほどの研修室と生活用の雑務室ででき
ている。この会の代表が半谷栄寿さんである。半谷さんは東電の元役員であり、震災後ただちに救援
物資の搬入の作業を開始した。もともと都内でも古紙回収の環境 NPO 代表も務めており、震災を機
会に救援活動を開始したのである。
「南相馬がんばれ」
「福島がんばれ」の旗を立てて、トラック輸送
した。半谷さんの父も、福島県のある市での行政の長を務めており、公益的活動に幼少期からなじん
でいたともいえる。
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震災後、半谷さんの企画したことは、復興の一つのモデルケースになる。フクシマの現状で、どの
ように起業していくのか、どのようにして起業家を育てるのか。手をこまねいていたのでは何も始ま
らないのであり、誰かが何かをやってみせることが現在の日本にとって一つのモデルになるように、
実行して見せることが必要なのである。そこで復興期の支援のあり方として、物を届けることから、
「仕組み」を示すこと、またそれを経験するための場所を設定することを課題設定してこうした「社
団法人」を開始したのである。
ただし東電の元役員の肩書と顔のネットワークはかなり強力で、この社団法人は、初年度多くの企
業から寄付を受け、かつ企業研修を請け負っている。アイディアを出し、復興支援金の有効な活用の
仕組みを見出し、そこで事業を行ってみせるのである。
まず復興交付金(1 億 1 千万)を活用する。次に津波被災農地を市有化してもらう。そこを農地転用
するのである。それ以外に東芝 CSR から出資金 1 億円を出してもらう。原発の電気系統は東芝が全
面管理しており、付き合いは長いと思える。実は韓国の原発の電気系統の特許は、東芝がもっている。
そのため東芝から機密情報を持ち出そうとして、事件が起きたことがある。また農水省の補助金を 1
億弱受ける。ここまでの作業を行って、2013 年 3 月に「南相馬ソーラー・アグリパーク」が出来あ
がった。それじたいが体験型のテーマパークである。そして一方では、復興を担う地元人材の育成を
行い、他方では地元農業法人が業務を開始し、生産物はヨーベルマークへの全量出荷の仕組みを作っ
ている。
この仕組みは、一方では起業家を育成し、他方では起業の支援を行うことで、起業ネットワークを
作り出すことである。起業家の育成では、学校教育では容易には届かない起業の具体的な場所を提供
することを企てて、恒常的に研修を行い、他方では実際にさまざまな起業をやってみせるのである。
こうした仕組みを半谷さんは、「憧れの連鎖」と呼んでいた。ここまでやらなければモデルケースに
はならないのであろう。
現在ではハウス栽培トマトの会社を立ち上げて、南相馬市がかつて生産していたトマト総量の半分
まで生産できるようにした、ということであった。カゴメと提携して、トマト全量を購入してもらう
契約にしたということだった。
こうした復興のシステムは、誰かが開始しなければ、作動していかない。そしてひとたび作動を開
始しても、なお継続し続けなければ展開可能性がなくなる。これは実際に、復興ネットワークの自己
組織化を狙う仕組みとして、歴史に残りそうな企てである。

２

６号全線開通

今回の視察の課題の一つは、海岸沿いの国道 6 号を南相馬市から富岡町まで通りぬけることであ
る。半年前までは、放射線量が高いという理由で、国道 6 号の一部は閉鎖されていた。警察が物々し
い警部体制を敷き、それを振り切って通行すれば、立派な公務執行妨害である。6 号線の全線開通は
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ニュースにもなったが、通行する車は停車禁止でかつ窓を開けてはいけない。その地域一帯は、当然
のことだが「帰宅困難地域」に指定されており、民家にも商店にも人の気配はまったくない。それだ
けではなく動物の気配もない。カラスさえ飛んでいない。
海岸沿いに向かう 6 号線と直交した道路を封鎖するための警備員が、時として立っているぐらいで
ある。所在なさそうに立っている警備員は、放射能を浴びないのだろうか。そんなことを心配しても
始まらないのだが、これほど多くの人が亡くなった震災の後なのだから、いずれにしろそれも「命掛
け」の仕事である。
富岡の名所の桜並木を通り抜けて、富岡町の流されてしまった駅舎に出た。津波で残っていた駅舎
の鉄骨もすでに撤去され、駅といっても、コンクリートのホームと錆びた鉄道が残っているばかりで
ある。この地区も居住者の気配はまったくないが、見学者はかなりの数にのぼっている。住む人がい
ないのだから、津波で破壊された家屋はそのままである。家屋の維持は、そこに住まうことである。
それがもっとも家屋が長持ちすることである。食器を長もちさせるためには、それを使うことである。
使わない道具はある意味で「語義矛盾」である。
駅前のこの家にもはや住民は戻る可能性はなく、また津波による破壊部分を取り壊して、別様に活
用する可能性もない。つまり取り壊して整理することもできない。それが見学の対象となり、震災の
記録となる。

富岡駅前
記録とは、再生されないことの別名かとも思う。過去の記録は再編され、多くが不明になってしま
う。進化論の場合の「失われた輪」のようなもので、繰り返し再生するものは、特殊な条件がなけれ
ば、
「過去」として記録に留まることはない。自己を再編し、みずからを組み替え、過去の痕跡を消し
ていくことは、生命の共通の特徴である。生命とは、再編のプロセスのさなかで、みずからの痕跡を
自分自身へと組み込むことである。構造部材の上で、超安定期にはいる特殊な時期だけが、記録に残
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る。記録とは例外的な安定期のことである。こうした建物も、記念碑として特殊保存するのでなけれ
ば、住む人のいなくなったあばら家と同じになる。
富岡町駅のホームから海岸までは数百メートルである。ホームの向こうに海が見える。それだけで
はない。その中間に、膨大な量の汚染土壌が積みあがっている。一つ一つ黒の袋に詰めて、数万、数
十万という規模で積みあがっている。中間貯蔵施設として活用する場所の一つかもしれない。小口で
汚染土壌を各地に残したままであれば、その土地には簡単に立ち入ることは出来ない。
放射能事故の痕跡を消すためには、汚染土壌を運び去り、どこかに集積して、人目に付かないよう
にしなければならない。それが中間貯蔵施設である。そしてその場所は「帰宅困難地域」から選ばれ
る。その一つが富岡町である。そこでさらに除染し、後に最終処分場に送られるという計画である。
しかしおそらく最終処分場を引き受けるところはないと思える。いったいできるだけ遠ざけたいと
思っている汚染土壌を、自分の近くに引き受けるものはあるのだろうか。常識的にはいつまで経って
も最終処分場は決まらない。そうすると中間貯蔵施設は、永遠に「中間」貯蔵施設という名前のまま、
実質的に最終処分場となる。最終処分場探しは、延々と続く。つまりネヴァーランドである。
汚染の半減期は、個々人の一生の時間にとっては、どうにも融通が利かないほどの長さである。一
生の時間が測定誤差にしかならないような事象がある。待てば何とかなる、時間を置けばなんとかな
る、というのは、すでに全面的に「人間化された」時間のことである。この人間化された時間の外で、
経験をどのように動かしたらよいのか。解答のない問いを、そのことを承知の上で、なお考え続ける
ことに近いのだろうか。それともおのずと忘れることのありがたさを求めて、日々の雑事に埋没する
ことが得策なのか。

富岡駅と海の間
富岡町には全国有数の桜並木がある。帰宅困難地区だから、一切手入れは行われてはいない。それ
でも一月後の 4 月半ばの開花に向けて、樹脂の下は全身で桜色に染まっているに違いない。2015 年
の開花の時期は、観光バスを仕立てて、バスのなかで花見をやるようである。桜並木の周辺全域は、
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いまだ十分な除染は行われてはいない。除染が行われたのは、幹線道路周辺だけである。下りて歩く
という選択肢のない花見は、やはり奇妙なものである。
フクシマ第一原発の廃炉作業前線基地である「J・ヴィレッジ」は、すでに通常業務にもどってい
るように見える。作業員たちは、それが毎日の自明の仕事であるかのように、淡々と、しかも和気あ
いあいと作業に取り組んでいるように見える。誰かがやらなければならない仕事だから、自分がやっ
ている、という風情である。作業の内容はいずれにしろ「命がけ」である。それがそこでの仕事であ
り、明日も明後日もやらなければならないのであれば、淡々とやる以外にはないのかもしれない。先々
2 世代、40 年続く作業である。こんな先のことまでは個々の作業員にはわからない。毎日が微々たる
歩みである。そしてそれを一生の仕事だと考えてやるよりない。
この前線基地の建物のホールには、多くの激励文や絵が張り出されている。同行したウイーン大学
の G.シュテンガー教授にも、ドイツ語で激励文を書いてもらった。係員を呼んで、張り出すという約
束を取り付けた。それくらいしか貢献できることはない。それがたとえ測定誤差の範囲のような行為
であっても、そうするしかないのである。
富岡町を出ると、常磐自動車道でいわきまで戻った。今回はスパリゾート・ハワイアンズで宿泊と
なった。硫黄と酸化鉄の臭いのする温泉ホテルであり、若者の団体客が大量に宿泊していた。温泉は
浮かれるのが似つかわしい場所であり、無理にでも浮かれなければならない場所である。そのためか
温泉の湯船のなかに飛び込む少年、青年がいるが、まるでプール気分のようである。こうした騒ぎは、
人気のない帰宅困難地区とのあまりのギャップの大きさに収拾がつかないほどだが、ホテル施設もひ
とときの気分転換にはなる。ハワイアンのショータイムもあった。大勢の客をステージにあげて、腰
の振り方をレッスンするのである。日本風にアレンジされた「胸騒ぎの腰つき」である。
スパリゾート・ハワイアンズの宿泊数は、実は震災前以上に伸びている。それだけではなく、フク
シマ全県の宿泊滞在者数は、震災前以上になっているのである。復興工事のために県外から入り込ん
でいる人たちが多いためである。かつて観光温泉施設であったものが、現在では仕事のための宿泊施
設になっている。単価はかつて一泊二食 13000 円程度であったものが、現在は素泊まり 6000 円ほど
になっている例が多いという。復興関連の作業員が大量に入り込んでも、県全体の人口はやはり減っ
ている。声も上げず居住を断念した者たちが夥しい。首都圏からのフクシマ・ツアー客も多い。不思
議なことだが、こうした震災復興のプロセスがなければ、私自身も会津に行くことも磐梯山に行くこ
とも、いわきに行くこともおそらくなかったと思われる。
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スパリゾート・ハワイアンズ
良い記憶はどのようにして作られるのか。良い記憶の蓄積が、そのまま良い人生になるのであれば、
つねに良い記憶を獲得する努力をしたほうが良い。いつも良い記憶をもつ練習をするのである。おそ
らくヘレニズム期の「快楽主義」は記憶の効用から語るべきものだったように思われる。つまり快と
は良い記憶のことだと考えていくのである。それによって直接的な快、不快が焦点になるのではなく、
むしろ快の記憶の蓄積が良い人生を導くのだと考えていくことになる。人間の経験の大半は、記憶に
支えられている。死は感覚されないので恐れるに足りないと、エピクロスは言う。感覚の停止を死だ
とすれば、定義上死は感覚されない。だがそれは定義の問題である。不快な経験や苦しい経験は、や
はり記憶される。そして時として難儀な思い出を作る。しかもそれは簡単には消えはしない。別様に
再編されるのでなければ、そのまま維持されてしまう。そしてこの再編の能力を感覚に求めることは
無理なのであろう。そこに記憶の広大な工夫の余地がある。リピーターを増やすツアーには、いった
いどういう特徴があるのだろう。

３

仮設住宅

翌朝、湯の岳パノラマライン展望台まで登ってみた。頂上近くまで車で登ることができる。南に茨
城まで続く山並みが続き、北は原発の手前まで見渡すことができる。太平洋がまぶしく、風が凪いで
いる。津波の被害は、4 年も経てば見かけ上は穏やかな日常に組み込まれてしまう。いわき小名浜港
付近は、再開発が進んで、波打ち際まで立派な施設が立ち並んでおり、港の沖合に人工の島を作り、
防波堤にする計画であるらしい。海岸の堤防も修復された記念碑である。だがどのような防波堤を作
ろうと、大震災規模の津波が来れば、いずれにしろ流されてしまう。ただしそれを 200 年に一度だと
見積もれば、その年数を耐えられる人工物はほとんどないのだから、小規模の津波さえしのげばよい。
自然と人為のタイムスケールの違いがあり、人間にできることは、高々自分の一生の尺度の範囲を超
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えないほどのものに留まる。それでも良いのだと思い決めて、海岸沿いに「里山」を築きつつあった。
里山とは、とりあえず手元にあるものを活用して、領域を形成するテーマパークのことである。

いわき里山公園
新たに人工的に制作する場所は、場所そのものに喚起力があり、かつ持続可能性を感じさせるほど
の安定感があり、かつ訪れるたびに何度でも新たな経験ができるほどの内実が必要となる。海岸沿い
の高台では、水と緑と光を活用できるのだから、テーマパークになる。そこにさらに工夫をこらすの
である。すでに「アクアマリン福島」という水族館は、建てられて多くの来館者があった。魚の生態
系を高密度で実現してくれるのだから、内容は十分である。残っているのは、アートの要素をどう組
み込むかである。
いわきを後にして、郡山の駅ビルを通り越し、駅の西側にある仮設住宅を訪問した。その時点でフ
クシマ全県での避難者は、10 万人強である。仮説住宅は、最長でも 3 年というふれ込みで設定され
ている。それがすでに 4 年を超え、5 年目に突入している。
仮設住宅は、すでに耐用年数が過ぎ、場所によっては隙間風が吹き、雨漏りもある。誰しもそうし
た住宅に長く住みたいわけではない。住宅横の余った土地を耕し、いくばくかの野菜を植えてみてい
る。それで野菜が足りるわけではない。スーパーで買ったほうが安価でもある。だが何かをしなけれ
ばならないのである。何もしないでいることは、人間にとって絶望的なほど困難である。生きるとい
うことは、そうしたことなのだろう。
富岡町仮設住宅の社会福祉協議会では、その日社交ダンスの講習会を行っていた。参加者の 8 割は
女性である。一目感心するほど上達している女性もいる。こんなとき男はつくづくひ弱なものだと思
う。ひなが一日仮設住宅で暮らすのも身体に悪いので、奥さんに買い物に連れて行ってもらっている
ようである。生活の復興は、基本的に女主導のようである。そしておそらくそのことは避難生活でな
くても、そうなのである。
この福祉協議会は、恒常的に「笑～る」というミニコミ誌を発行している。2015 年 3 月段階で 115
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号まで発行されていた。100 号までは「みでやっぺ！」という名称であった。イヴェント企画のアナ
ウンスやすでに行った企画の報告を行い、共通の話題を提供して、コミュニケーションのネットワー
クを作ろうとしている。恒常的に「話題となりうるもの」から作り出していかなければならないので
あろう。同じ場所に居住していれば、コミュニケーションが成立する、ということはありそうにない。
毎日のようにイヴェントを組み立てることができる社会福祉事務所は、ごく僅かである。ほとんど予
算もない。

郡山富岡町仮設住宅
この福祉事務所の職員も富岡町の出身であり、財産も墓もそこに残っている。墓は売買のできない
特殊な財産である。許可願いを出して、時々富岡町に戻り、墓参してくるようである。午前 9 時から
3 時半までの一時帰宅がゆるされるのである。富岡町の仮設住宅は、郡山といわきにある。男たちの
なかには、午後にはパチンコ、夕方から飲み屋という定番スケジュールになるものもいる。戦争難民
という世界規模の現象があるが、東北 3 県の 25 万人の避難者たちも、難民であることには変わりが
ない。働きたくても働くことができず、生活の選択肢が極端に不足している人たちである。
避難者が働けば補助金は打ち切られる。働かなければ、生活の選択肢は驚くほど少ない。なにか新
たなことを開始するためには、先々の見通しが無さすぎる。ひと時の楽しみはある。不満を語ること
が筋違いなほど、持って行き場がない。待てば何とかなるのであれば、やはり待つことになり、待つ
ことは生活の大切な技法でもある。だが待ってもどうにもならないこともある。自分からそこに区切
りをつけることもできない。そうして 4 年の月日が過ぎてしまったのである。もちろん人生のなか
で、4 年間は短いものではない。他の時期によって置き換えが効くような年月ではない。そうした年
月がじりじりと続くのである。

（視察日程 2015 年 3 月 12 日－13 日）
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生命の異系――モンゴル
河本英夫（文学部）
キーワード：小ゴビ砂漠、ゲル、遊牧、ノマド

低い尾根が交互に入り組んだ盆地は一面の薄い草原である。深い緑ではない。地肌とまばらな丈の
低い草地が混ざり合っているメッシュ状草原である。湿気はほとんど感じられない。通り過ぎる雲が
時折にわか雨を降らせるのだろう。地面は、天空のしずくが下りたようにいくぶんか湿り気を帯びて
いる。その高原のなかに、巨大なタケノコのような岩がいくつもある。密生するタケノコ状の岩もあ
れば、ポツンと一つだけ地面に生え残ったような岩もある。モンゴルに着いた翌日の朝の風景である。
単独の岩は、遠い位置からの視界のなかに見えるので、通行する人たちにとってランドマークであっ
たに違いない。東西南北からも見え、位置の指標となっている。そうした岩には、名前が付く。「亀
石」である。高さは 30 メートル前後だろうか。その下で休むこともできれば、岩に登ることもでき、
岩に登ればそのまま登ったものが行方不明になるような雰囲気である。人隠しのような情感がある。
喚起力のある岩である。
地形の形成で見れば、地表面まで盛り上がった火成岩が気の遠くなるような年月をかけて削られ、
単独の不連続な岩となって残ったのだろう。火成岩のなかで強く圧縮を受け、高温で濃縮されたもの
が岩であり、粉々になったものが土や砂である。そうなると岩のなかにも、さまざまな特性が出現す
る。内部に空洞ができ、岩のなかの隠れ家のようになったものもある。生活のなかで周辺に、身を隠
す場所を確保しておくのは、動物の習性である。まったく隠れる場所のない所には、動物は暮らすこ
とができない。雨露をしのぎ、外敵から身を守り、ひ弱な子供たちを隔離するには、隠れるのがよい。
文化的な隠れが、隠居である。岩にとっては、この地下蔵で動物が大量死しようが、人間が虐殺され
ようがまったく頓着がない。

亀石
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亀石から数キロ移動したところに、格好の隠れ家となるような岩があった。そのなかには 80 名以
上の人が隠れることができるほどの地下壕がある。そこに宗教弾圧を逃れようとするチベット仏教の
信徒が隠れこんだことがある。1930 年代後半のことである。この信徒たちは、ソビエトによる共産
主義施策には簡単に従わない。世界観レベル、人生論レベルの信念を持つ人たちを、自由に制御でき
るような政治的言説も制度も存在しない。国家的なマネージメントや経済の集団化(私的所有権の剥
奪)程度の政策では、生活にまで入り込んだ世界観を打倒することは無理である。そこから大量虐殺
までは、わずか数歩である。そしてこの岩のなかに隠れこんだ信徒たちは、実際、虐殺された。
こうした岩の密集の度合いはさまざまである。30 メートルから 50 メートルほど隔てて、いくつも
の岩が弧を描くように斜面に密集しているところがある。その麓の比較的平らな場所に、観光客用に
作られたテントの家である「ゲル」が設定されている。移動用ではないので床が張られており、宿泊
用に大き目に作られていて、6 角形のゲルの入り口を除いた各辺に 5 つのベッドが置かれている。一
日目の宿泊は、このゲルである。ほとんど明かりの無い斜面に 30 近くのゲルが設営され、中央付近
の大きなゲルが、レストランである。真夏であったが、ゲル内のストーブで運営スタッフが薪を焚い
ていた。夜半には冷えるのだろう。真っ暗な夜道を延々と移動してそこに着いたものだから、指定さ
れたトイレの位置はもうわからなくなっている。夜半寒くて、2 度目が覚めた。高度は 1500 メート
ル程度はある。都市の潜熱のようなものはまったくなく、標高に見合うだけの冷気である。夜中に目
が覚めたのはトイレのシグナルである。指定された建物まで暗闇を行くことは無理である。ゲルから
出て、ゲルの傍の草むらに長々と放屁した。ゲルのなか以外は、実質的にすべてトイレである。ヤギ
やヒツジや馬の糞が到る所に広がっているのだから、事実上もトイレなのである。

１

草原と岩と都市

モンゴルは日本との時差は 1 時間で、夏季のサマータイムで 1 時間繰り上がっているため、時計の
訂正はない。朝 6 時半頃に明るくなり、緯度のせいで夏の夜は 10 時近くまで明るい。翌日はきっと
晴れているだろう。朝起きると同行の稲垣諭さん、研究助手の岩崎大君は、すでに岩登りを開始して
いた。左前脚をつくことのできない犬が、足元にじゃれついている。このゲルの集落に住みついてい
るのだろう。岩と草原が続くこの一帯が、テレルジ国立公園である。そのなかには韓国系のゴルフ場
があり、また観光用の乗馬の場所があった。内陸のため水が多くあるとは思えない。この国立公園の
端っこに小さな川が流れていて、川原はキャンプ地であり、ゴミの集積場である。それでもゴミは少
ない。ゲルとはゴミの少ない生活のことである。遊牧や移動のためには、捨てていくものがわずかで
なければならない。定住とは自分で集め、自分で作り出したゴミに拘束されることである。ゴミに縛
られて生きる。それが都市の実像なのだろう。レストラン・ゲルで出された朝食も昼食も過不足ない
ほどの美味しさだった。美味しさを押し付けるようなものは何もなく、また欠落があるというのでも
ない。過不足のないバランスというものがある。
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国立公園は、保護施設であり、むやみに動物を捕獲したり、植物を伐採したり、ゴルフ場を開発す
ることはできない。おそらく勝手に場所を占拠して住みつくこともできないのだろう。しかしそうし
た場所にも、かつての寺院は残っている。それが小高い山の中腹に建てられたチベット仏教の寺院ア
リヤバルである。山の中腹だからかなり登らなければならない。途中何度も休みながらようやく登っ
た。そこでは子供を含めて大勢の僧侶が念仏を唱えていた。念仏は多くの場合長年の反復口承によっ
てほとんどリズムのようになっている。もう少し念仏の内容がわかればと思うが、おそらく内容では
ないのであろう。これは日本の葬儀や法要でいつも感じることである。言葉が音楽のようになってい
るが、岩崎大君のカラオケのような叫びではない。その儀式あるいは修行に退屈そうに飽きてしまっ
ている子供の僧侶見習もいる。

アリヤバル寺院
台座には、108 つ玉のつながった数珠があった。同行した坂井多穂子さんは、その玉を一つずつ撫
ぜて、煩悩がすべて消える、と希望をもっていた。いったいどの程度間、煩悩が消えるのだろう。人
間の身体の不思議なところだが、煩悩が消えるために費やされた時間だけ、その先煩悩が消え続ける
のかもしれない。筋肉を作るさいにも、作るために要した時間だけ、その筋肉は維持される。という
ことは煩悩も際限なく消し続けなければ、またたく間に戻ってくる。だから煩悩なのである。テレル
ジ国立公園で半日過ごし、ウランバートルへ移動した。この車のなかですでにおそらく坂井多穂子さ
んの煩悩は戻っている。煩悩とは生きていることの負の別名なのである。
ウランバートルは周囲を小高い山に囲まれた盆地であり、すでに十分に都市化している。急速に都
市化したアジアの多くの都市と同じように、道路は車で溢れている。信号が少なく、一方通行での循
環型道路交通網が造られていないために、車が流れるというかたちでの道路規制になっていない。そ
のため道路を横断する人たちは、横断歩道を渡るのではなく、車と車の隙間を横切るのである。日本
でも田舎の道路ではしばしばみられる光景だが、それが東京都内以上の渋滞のさなかで起きる。この
道路を最短時間で車で通過するためには、運転手には特異な技能と性格が必要なようである。今回の
モンゴル内の移動では、旅行会社のＨＩＳが雇用してくれた運転手が付いた。この運転手は、凄みが
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出るほどのパフォーマンスだった。前を行く車を強引に追い越し、横から入り込もうとする車のドラ
イバーを威嚇して前に入れないのである。精悍な顔つきで、日焼けした手足に短パン、襟を立てたシャ
ツ、そしてサングラスという出で立ちである。この運転手はこのタイプの道路のまさにプロであった。
商店街、デパートの通りでは、「スリ要注意」という警告がガイドブックには載っている。確かにバ
ザールでは夥しいほどの中国製品が売られており、たたき売り状態の店舗が延々と続いていた。ナラ
ントール・ザハというバザールは中国からの物流で、物品はあふれるほど流入している。学校にあが
るさいの制服は、こうしたバザールで購入しているらしい。もちろんデパートには化粧品、装飾品の
ような高級な商品も置かれている。
ウランバートルの小高い丘に登ると、一望にこの首都を見渡すことができる。マンション建設の大
ラッシュである。一方では古いマンションを壊しながら、新たな設計のマンションを建て替えていた。
マンションの周辺には、いまだゲルが残っている。上から見下ろすと、マンション群の隙間のテント
村という風情である。移動を基本とするゲルと定住を基本とするマンションは折り合うはずもなく、
やがてはマンション群に置き換わっていくように思われる。25 年ほど前までは社会主義経済体制を
取っていたのだから、マンションは所有ではなく、最長 70 年間の定住権の購入のようである。ロシ
アや中国の影響は経済面から見ても到る所に入り込んでいる。文化的にも、政治的にも、地政学的に
もモンゴルはロシアと中国のせめぎ合いの場所であり、あるときは双方から「緩衝地帯」だと見なさ
れて独立国家を維持し、ある場合にはどちらかに傾斜しながら、他方の国を「外交カード」として活
用して、経済援助を引き出してきたのである。ロシアと中国の国境線は長い。国境警備のためには膨
大な軍の人員が必要となる。しかし広大なモンゴルを間におけば、その分の兵員を節約することはで
きる。
小高い丘から見たウランバートル市の反対側の丘の中腹に、第二次世界大戦時の末期にロシアの捕
虜となり、強制労働のさなかで亡くなった日本人兵士の墓地(ダンバダルジャー寺院)がある。この墓
地には、日本の多くの国会議員が訪れ、献花している。海部俊樹氏が総理の時期に訪問し、戦後外国
総理(大統領)ではじめてモンゴルを訪問した国の代表だと教えられた。国家もしくは国軍の命令でこ
んなところまでやってきて死亡した人たちの墓は集合墓地となり、一人一人に対応する植物を毎年植
えていくという。そうしなければ区切りを付けられない過去があり、時間がある。
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日本人墓地
遊牧民は移動を本性とする。物を携えた移動を交易という。そのためチンギス・ハンのように移動
できる範囲を広げていくことは、大半は侵略でも征服でもない。なにか別のことをやっていた印象が
残る。それを近現代史で見れば、帝国の樹立ということになるのだろう。遊牧の生活と都市化はそう
折り合いの良いものではない。遊牧は、人口密度や物の密度を一定以上にしない仕組みでもある。ヒ
ツジや牛が、特定の地域の牧草を根こそぎ食べてしまうほどの密度になれば、草地の回復にもコスト
がかかる。それを分散させる仕組みが遊牧である。他方都市は、密度を際限なく上げていく仕組みで
あり、密度効果によって新たなつながりが生まれたり、思わぬ副産物が生じたりする場所である。こ
れを両立させることは本来無理である。モンゴルは、織り合せることが難しい二つの運動のモードが
同時に進行している。
3 日目には、ウランバートル西のフスタイ(ホスタイ)国立公園に出かけた。西に約 90 キロ移動した
ところであり、海抜がいくぶんか高く 1800 メートルほどある。途中、「ミニゴビ」と呼ばれるモル
ツォグ砂丘に立ち寄った。広さは東京ドーム 5 杯分程度だと思われるが、細かな砂が集まった砂漠状
の場所である。地質上、ここに細かな砂がもともと存在していたとは考えにくい。周囲は、すべて草
原であり、少なくとも網目状草原である。おそらく強い風が吹き、土が巻き上げられたときに、大き
目の土は均質に大気の下の方に大きさに応じて何段階にも層をなしている。細かな土は大気の上空ま
で舞い上がって砂状になり、風が通り過ぎた後になってゆっくりと落ちてきて、一定の大きさの砂だ
けが密集するそれによってこうした地形が形成されたと思える。大気の上空で砂を含んだ空気が集ま
るような地形的な特質があるに違いない。風の集まる場所である。この広さだと実験を試みることも
できない。それを地上付近で見ると、たしかにゴビ砂漠のような不思議な砂の地形が出来あがってい
る。とするとこの砂漠はいまでも徐々に大きくなっていることになる。
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フスタイ国立公園手前
そこを通り過ぎて、土の凸凹道をさらに進むと、フスタイ公園のツーリストキャンプ場に到着した。
キャンプ場には多くのゲルが並んでいる。国立公園に指定しておかなければ、開発、狩猟、資源略奪
が横行しそうな場所である。ゲルの一つでこの国立公園の説明用のビデオ(DVD)を観た。多くの植物
や野生の哺乳動物が生息しているようだが、人間の通り道からはごくわずかしか見ることができない。
最も有名なのが、野生馬のタヒである。首の稜線に黒髪がなびき、細長い顔というよりもいくぶんか
丸っこい顔立ちである。世界中には幾種もの野生馬がかつて生存していた。馬は早くから家畜化され
てきた動物である。そのなかで野生のまま生きてきた各種の馬は、ほぼ絶滅してきた。そのなかで例
外的に生き延びてきたのが、タヒである。1890 年代にロシアの探検隊がタヒをこの地で発見した。
その情報はヨーロッパの博物学者、動物学者の関心を呼んだ。その後、捕獲され、ヨーロッパのいく
つかの動物園に送られて、一時絶滅しかかった。そこから再野生化の企てが進むようになったのであ
る。もともと生息していたこのフスタイの地に戻して繁殖させ野生種として生存させる企てである。
現在 300 頭ほどに増えており、10 頭単位の集団で暮らしているようである。山の頂上付近で草を食
べている様子が、望遠鏡を通して見えた。暑さに極端に弱いらしく、夏は頂上付近で暮らし日没後水
を飲むために山麓に降りてくるという話をガイドがしていた。

野生馬タヒ
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この国立公園を抜け、川沿のゲルにたどり着いた。遊牧の生活をいまでも続けている住民のゲルで
ある。遠くに放し飼いにしてある数百のヒツジやヤギの群れが見える。ヤギとヒツジを一緒に放牧す
るのは、長い間の知恵である。ヤギはエサに対する感度が高く、ヤギに牧草地を誘導させてヒツジの
群れを動かすと、ヒツジの成長が早くなると言われている。またヤギは草を地下部まで食べ、低木の
樹木まで食べてしまうのでヤギの比率は一定範囲内におさめなければならない。他方ヤギは比較的寒
さに弱く、夜間にはヒツジと一緒に柵のなかに入れておくと、ヒツジを毛布代わりにして寒さをしの
ぐようである。ヤギの毛皮がカシミアで、ヒツジの毛がウールであり、カシミアの方が高額であるた
めどうしてもヤギの方が増えがちになるが、そうなれば草原を食い尽くす可能性が出てくる。そこで
ヤギを 20-30%に維持するような混成体を作るとちょうど良いと言われている。
このゲルの近くでは、数十頭の牛がのんびりと歩き、ゲルの方に帰りつつある。ゲルの近くには馬
が一頭つないである。しきりに首を振り動こうとしているが、何をしようとしているのかよくわから
ない。真っ黒な犬が、2，3 匹ゲルの陰でうずくまっている。電池は大型のバッテリーで保存され、衛
星用のテレビは映る。日本の大相撲も見ることはできる。学校教育開始時には、都市部の寮に行くと
いうことであった。水は近くの小川から 4，5 日に一度タンクに汲んでくる。その日の午後、トラッ
クに乗って小川まで水汲みに同行した。このゲルのなかでご馳走になったお昼ご飯は、この小川から
汲んだ水で作ったものであろう。美味しいことは美味しいのだが、夜半には水あたりの症状がでるに
違いない。そして実際そうなった。

２

遊牧

場所を変えながら生きていくことは、根城や巣をもたないことである。根城や巣にしつらえられた
財産はできるだけ少ない方が良い、物をもてば物に対する執着が生まれるが、執着は少ない方が良い。
拠点はあってはならない。本質もあってはならない。実体もあってはならない。暑い夏がやってくる
かもしれず、限度を超え、家畜が死滅するほどの寒い冬が来るかもしれない。困難はそのつど乗り越
えていくしかない。そしてそうやって生きていくことが、一つの豊かさなのである。
ゲルから遠くに見えていた数百のヒツジやヤギは、小川に水汲みに行っていた間(約 30 分)に、ちょ
うどゲルの反対側の遠方まで移動してしまっていた。移動の速さは驚くほどのもので、草を食べなが
ら少しずつ場所を変える場合とは、異なるモードで移動したようである。この遠方のヒツジやヤギの
背後にまわり、追い立ててみた。旅行ガイドさんが、一匹のヤギを掴まえて角を押さえてくれた。そ
して坂井多穂子さんがそのヤギと一緒に記念撮影した。
ヤギの鳴き声を真似てみると、その声に呼応して、同じように鳴き声を上げるヤギが出てくる。そ
のヤギの声に呼応して別のヤギやヒツジも鳴いている。何かは伝わっているが何が伝わっているのか
はわからない。動作の呼応のなかで、何かが伝わるが、伝わる何かを限定し、特定しようとすると、
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そこに「意味」が出現する。意味とは、動作全体を動作の意図に縮小し、意図に対応づけた何かであ
る。ここまではかまわない。事象を焦点化し、事象のエッセンスを取り出そうとすることは、思考の
経済学にもかなっているからである。
問題はその先である。縮小した意図や動機から動作が引き起こされ、意図によって動作が制御され
る、という場面である。意図と動作の間には、どのような因果関係も動因－帰結の関係もない。意図
は動作のきっかけとなり、動作の進行のさなかでの調整因子になることはあるが、動作に内在するも
のではない。そうなると意図や動作の帰結や意味は、動作そのものに並行する人間の作り上げたファ
ンタジーであることになる。そしてそのファンタジーが人間であることの必要条件なのである。意図
は、事象のエッセンスではないのだ。動作と意図はカップリングの関係だが、カップリングの本性に
したがって、ただ並行する場合から、カップリングの在り方を全面的に変えてしまう場合まで広範な
変動幅がある。
その一つが意図や意図的制御によって、動作に力が入ってしまい、ぎこちなくなる場合である。力
みが出てしまう場合である。他方リハビリの現場でときとして起きることであるが、硬縮によって
まったく動かなくなった患者の足を外から手を添えて動かそうとしても、まったく動かないことがあ
る。そのときセラピストが「私はあなたに何をしてほしいと希望していますか」と問うと、患者の経
験が全面的に再編され、局面が変わってしまうことがある。いつもこうしたことが起きるわけではな
い。だが時としてこうしたことが起きる。外から添えられたセラピストの手の感じ取りの感触まで変
わってしまうことがある。患者は何を活用して自分の経験を律すればよいかの手掛かりをあらためて
手にするのである。意図は、こうした経験の再編の自己組織化の転換点になることがある。
遊牧する動物は、ほとんどの場合集団をなしている。草原のゲルでもたった一つのゲルは存在しな
い。最低でも近接する位置にもう一つのゲルがある。家族は異なるようだが、単独ということは何か
無理が来ているという印象なのである。
動物が集合体をなすということには進化論的な理由もあるに違いない。遊牧する動物は、エサを食
い尽くさないように一日にかなりの距離を移動する。このことは捕食動物に対して、位置移動によっ
てターゲットの位置をずらし続けることでもある。そしてかりに捕食動物に襲われたときには、最も
逃げ足の遅いものが犠牲になることで、他の集団のメンバーを守るのである。集合体とは、犠牲を最
小にすることで、集合体そのものの機能性を維持することである。遺伝的な偶然によって集団の末端
に位置するような動物は、一定の頻度で生まれる。アフリカの草原のシマウマは、集団の規模が小さ
くなり、ライオン程度の走力では簡単には捕まらなくなった。ライオンのオスは容易にはエサを採る
ことができない。ライオンのオスは顔が大きくて強そうだが、あの体型はエサを掴まえることに適し
たものではない。顔が大きすぎるのである。
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ヒツジとヤギの群
遊牧するヒツジやヤギには、集団をまとめるような司令塔もしくはボスがいるようには見えない。
集団は、密集したり、ばらけたりしていて、特定の集団の維持原理があるようにも見えない。それで
も緩やかな集合体であり続けている。時としていろいろな偶然が重なって、メンバーがいなくなるこ
ともあれば、別の集団のメンバーが紛れ込んで、集団の成員が変わることがある。その最大の要因は、
新たなメンバーの誕生である。
集合体を考えるさいに、人間が自明なようにおのずと活用してきた事例が二つある。一つは意識で
あり、意識はそれが作動するさいには、まるで一つの統合体であるかのように感じられる。もう一つ
は剛体であり、放置して雨露にさらしても簡単には壊れないのである。剛体は、均衡という事態を前
景化した。たとえばカントの『自然科学の形而上学的基礎』の動力学の部門では、内的活動として、
引力と斥力が設定され、それらの釣り合いから剛体の維持が説明されている。引力が強すぎれば、剛
体は収縮し、斥力が強すぎれば、剛体は膨張してやがてばらばらになる。そのため引力と斥力は釣り
合っていなければならない。しかも剛体という物体が感知されるためには、人間の感官になんらかの
刺激をあたえなければならない。そのため斥力がもっとも重要だとカントは考えた。ただしたとえば
眼に剛体が映るのは、光によるのであって引力と対抗している斥力によるのではない。また手で触っ
て剛体が触覚的にわかるのは、大半は触覚的認知によるのであって、引力に対抗している斥力による
のではない。カントの設定した斥力を拡張解釈しなければ、カントの議論は成立しない。
もう一つの集合体の典型事例である意識は、分離という経験ができないので、どのような集合なの
かも本当のところよく分からない。これは現在の意識研究でも事情は変わっていない。非集合性を経
験できない集合性であるために、部分‐全体関係での集合体ではなさそうである。部分そのものが緊
密に統合されたような集合体で考えることは筋が違うと感じられる。
そのため集合体のモードを考えるさいには、どうも典型事例が不足し続けている。ライプニッツが
アルノーに宛てた書簡のなかで、組紐や寄木のようなイメージを描いているが、これらは配置と位置
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の組み合わせだけからなる集合体である。統合する原理などは一切なく、部分相互の配置の関係だけ
で、見た目には緊密な統合体ができる。かつてのお寺には、釘を一本も使っていない建物があった。
ボグドハーン宮廷博物館も、こうした建築らしい。よほど腕のよい大工が造るもので、彼らは宮大工
と呼ばれた。残念ながら私には宮大工の知人が一人もいない。ここでは統合する原理はまったく不要
であり、いくつかの偶然の重なりで統合体はできる。
統合する原理がまったくなく、集合そのものの範囲を時に応じて変えていくようなゆるやかで自在
な集合状態を描こうとすると、意識からは何か異物を描くようなかたちにならざるをえない。そこに
ドルゥーズが鮮明なイメージをあたえた。それが「ノマド的」(遊牧民的)という集合状態である。群
れと統合体は異なる。要素を不可分に統合するという組織体のイメージを放棄する。なによりも共通
の根拠を捨てて、統合する中心概念を捨てる。一切の「なくて済むもの」を軽々と捨てることができ
るのが、ノマド的であることの全般的な傾向である。
ドルゥーズの場合、初期からこうしたイメージは一貫している。灌木の集合体で根の繋がっていな
い仮想体を、ドルゥーズは「リゾーム」だと呼んだ。統合原理はまったくなく、にもかかわらず集合
体でありうるようなモードを指定していたのである。
探してみれば、実際にいろいろなものが見つかる。馬糞に生えるキノコの一種は、乾燥した時には
サンゴのようなかたちをしている。ところがひとたび雨が降ると、個々の細胞がバラバラになって水
を泳ぐように動き回る。そして乾燥してくるとまたサンゴのように一つの植物体に戻るらしい。連結
水車のような事例は、動きの連動からなる。個々の水車は、ただ自分の運動を続けているだけである。
その運動の余波が次の水車の運動につながる。次の水車もただ自分の運動を続けているだけである。
しかし連結体として、水車は動き続ける。
こうしたゆるやかな統合体で、なおかつ統合体そのものを組み替えてそれじたいで別様になってい
くような仕組みまで入れようとすると、もう少し複雑な組み立てをしなければならない。そこに踏み
込んだのが、オートポイエーシスである。そうなればもう一段階高次の組織体にはいっている。
遊牧は、いまだうまく定式化できていない仕組みを備えている。どの程度の面積もしくは密度まで
が許容可能なのか。密度が高くなりすぎれば、エサが不足する。移動によって次に戻って来たときに
は、もうエサが生えないようであれば移動の意味はなく、別建てでエサを用意し、柵に閉じ込めてヒ
ツジやヤギを育てることになる。密度は、遊牧民的なサイクルの規定要因である。また降雨量と日照
量は、草の成長速度を規定しており、年ごとに大きな変化がでないことが必要条件となる。いずれも
現在のモンゴルの生態系の問題にかかわっている。過放牧が決定的なのである。1990 年代にモンゴ
ルの社会主義体制が崩壊し、家畜は住民の個人所有になった。そこから猛烈な勢いで家畜が増え始め
ている。降雨量はやや多目になっているようだが、問題は平均的な降雨量ではなく、局所的な豪雨と
局所的な砂漠化である。フスタイ国立公園でも、緑地の維持については相当に資金をつぎ込んで実行
されている。降雨量が少なくても育つ菜種を一面に植え、周囲を少雨に耐えられる緑地にしているよ
うである。
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３

文化の生存

人の移動と生活上の習慣が文化を形成する。20 世紀は、
「国家の実験」の時代であったために社会
の仕組みは、大幅に変わって行く。清朝は基本的には満州族の国家であるが、満州そのものにも漢人
が大量流入し、そうした漢人たちはさらに北上して、内モンゴルで農耕を進めていった。内モンゴル
は、現在中国の自治区である。人口密度の低い地域は、ひとたび動乱が起きれば、いつも逃げ場になっ
てきた。ロシアで革命が起きれば、既存の政治的勢力は赤軍に追われ、シベリアの白軍はモンゴルに
逃げ込んでいる。周囲でそうした騒動が起きれば、モンゴル国内でも改革の動きが出て、1911 年に
中国の辛亥革命で清朝が倒れると、モンゴルでもこの年の 12 月にはモンゴル独立が宣言され、モン
ゴル政府が樹立された。
そもそも司法・行政機構は、清朝が持ち込んで官僚機構は形成されており、国家というファンタス
ティックな象徴としては、チベット仏教の活仏が設定されていた。そうなると国家というまとまりも
あり、官僚機構の仕組みもあり、あとは行政府のスッタフが決まればよい、という皮袋に水を注ぐだ
けの状態になっていたのである。
こんなときは暗躍する者たちが出る。オタイはロシアの財政援助に頼ったあげく借金がかさみ、そ
れを清朝に肩代わりしてもらって、その後清朝への反乱を起こして、外モンゴルに逃げ込んでいる。
ハイサンは反漢暴動を組織して官憲に追われ、外モンゴルに逃げて、王侯貴族を次々と説得し、独立
国家の必要を説いていた。外モンゴルは、すでにそこに住みついていた各部族代表の王侯貴族と亡命
革命家のたまりのような状態だったと考えられる。つまり独立国家形成のための必要条件は、ほとん
ど整っていたのであり、あとは機会だけだった。
こうしてボグドハーン(聖なる皇帝)モンゴル国ができあがるが、モンゴルの周辺で勢力を広げよう
としていたロシア帝国、中華民国、日本ともこの国家を承認していない。唯一例外的にチベットとの
間で相互承認条約を結ぶことができた。実質的には中華民国の支配が続いた。ロシア革命以降、モン
ゴル人民党はロシアの支援を得て、中華民国軍、白ロシア軍を撃破して、ようやく外モンゴルの独立
を確保したというのが実情である。この後一時日本の関東軍がこの地を支配するが、終戦とともにそ
れも終わっている。
国家というまとまりは不思議な仕組みで、現実の個々の行政単位でもなければ、民族の集合体でも
ない。ましてや短期間で変貌していく市民社会の集合ではない。何か人のまとまりを維持するさいに、
個々の人々の集合やネットワークとともに、同時にそれらを超えたそれらとともにあるイメージ的な
まとまりが出現する。このまとまりの場所は、特定の象徴が埋めていたり、歴史的な事実で埋められ
ていたり、伝説によって埋められていたり、その他なんでもありのような場所なのであろう。そうし
たなんらかのもので埋めることのできる場所が、国(近代ではネーション・ステイツ)と呼ばれるもの
であるようだ。現実の社会的ネットワークの作動とともに、その作動にファンタスティックに伴う独
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特の二重作動のようである。近代的な国家の必要条件が、国民、領土、主権である。ただしこれでは
機能化した行政区分に重なってしまう。
モンゴルでは、国家という場所が「ボグドハーン」のように具体的な輪郭をもった、まとまりをあ
たえるイメージとなっている。歴史記述をつうじて歴史が国のこのイメージを支えると考えている国
家は、東アジアには多い。実際に多くの民族が覇者であることを競い、現実に支配者の交代が行われ
た国では、現在を理由づけ現在を正当化するものは、歴史なのであろう。おそらくこうした国では歴
史の意味がいくぶんか異なっている。東アジアの国々が、歴史認識というとき、個々の歴史的事実認
定が問題になっているのではない。歴史こそが現在の理由だという主張である。そして日本は、この
ことがピンと来ないのである。この点では日本は東アジアの例外だとも思える。日本の歴史は、まさ
にいま、あるいは未来への予期によって形成されるのである。これだけ歴史の意味が異なれば、個々
の事実認定ではなく、また歴史観そのものではなく、むしろ歴史という経験が異なってしまう。

ザイサン・トルゴイ
ウランバートルにも歴史的記念碑と呼ばれるものがいくつかある。市内の小高い丘には、ロシアと
モンゴルが共同して立てたノモンハン勝利記念碑が建っている。ザイサン・トルゴイである。
しかしモンゴルのようにこれだけの自然をもてば、歴史がごく短期的な最近の人間の営みのように
も見えてしまう。自然から見れば、歴史とはある意味での測定誤差である。モンゴルの歴史観につい
て聞く機会はなかったが、感触として東アジアとは異なる印象がある。歴史と現在の間には、そこに
地平のように浸透している自然がある。
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ガンダン寺
この自然は歴史の固定を回避し、歴史の弾力の回復に寄与するはずである。歴史とはつねにすでに
引き受けてしまっているものであり、誰しもそこから免れることはできず、作為的に変えることもで
きない。また歴史によってもたらされた帰結には、誰しも責任が付きまとう。だが何かの理由や根拠
となる固定点ではないはずである。モンゴルにも歴史的記念碑は存在するが、むしろ住民の生活と地
続きになったような文化的な記念碑があるに違いない。それがチベット仏教系の寺院である。
ウランバートル市内に、チベット仏教の総本山のようなガンダン寺がある。1938 年に共産主義者
によって壊滅的に破壊され、その後再建されたお寺であり、そのなかに巨大な仏像が収められている。
この破壊は徹底したもので、900 の修道施設が破壊され、夥しい修道士が殺害され、5 つのお寺の建
物が燃やされている。破壊前のお寺の跡は、再建されたお寺の前庭部に柱が 1 本残されているだけで
ある。1990 年以降のモンゴル民主化のあと、仏教の活動のための寺院が再開された。出家信者も多
いようで、このお寺を中心にして修行のためのセンターのようになっている。モンゴル初代活仏ザナ
バザル(1635‐1723)は、アーティストでもあったらしく、多くの絵画、彫刻を残した。こうした作品
が一堂に集められ、美術館として 1966 年に開館している。いずれにしろモンゴルの文化の感触を掴
むためには、やはり 3 か月ほど暮らしてみなければ、分からない部分がありそうである。
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知的障害児・者への「身体介助」の意義の検討：
身体介助から動作援助への転換とコミュニケーション事態としての動作援助過程
緒方登士雄（文学部）
キーワード：動作援助、コミュニケーション過程、知的障害、身体介助

からだの不自由なひとの姿勢変換や移動、着替え、食事、排泄などの基本的生活動作の援助のため
に、家族や看護師、施設職員等が手を添えて介助する。このような要援助者のからだに直接触れて行
われる手助けは、医療や福祉の場だけでなく教育の場でもとりわけ特別支援教育においては日常的に
行われており、病院で患者の看護にあたる医療従事者や福祉施設で利用者の介助を行う施設職員だけ
でなく、障害児・者の教育に従事する教員も児童生徒のからだに直接触れて手助けしている。
一般的には身体介助と呼ばれるこのようなからだに直接触れて行われる援助の実施にあたり、要介
助者の気持ちを配慮することへの重要性に異論をはさむ関係者はいない。しかしながら、ときとして
患者や利用者、児童生徒からあるいは家族より「乱暴な扱い」との批判の声があがる。この声は、介
助が介助者と要介助者との間で濃密な相互コミュニケーションが生起する事態であることへの介助
者の認識不足に起因する場合に多いのではないかと推察される。
ところで、学校における身体介助は、肢体不自由児・者や視覚障害児・者だけでなく知的障害児・
者の教育に従事する教員も行っている。このことは、知的障害児・者の教育の場を訪れた経験のある
者ならば、だれもが認めることである。
言語発達の遅れは知的障害の中核的状態の一つであり、とりわけ言葉の理解の遅れは種々の知識や
技能の習得だけでなく発達全体に極めて大きな影響を及ぼす。知的障害児・者とのコミュニケーショ
ンの困難さは、保護者や学校・施設関係者が学習・発達支援の取り組みを行う上での主要な課題でも
ある。言葉によるコミュニケーション不全を補うために援助者（家族や教員等）は、使う言葉を簡潔
で具体的な表現とするように心掛け、さらに絵や写真、シンボルなどの視覚的ツールその他の工夫を
試み、彼らへの学習・発達支援を図っている。
しかしながら、このような言葉による表現方法に関する配慮や視覚的ツールの工夫への関係者の関
心の高さに比して、日常的に行っている身体介助への検討は十分に行われているとは言い難い。知的
障害児・者自身による身体介助に対する意見表明が乏しいことを、その理由に挙げることも出来よう。
しかしながら、筆者は、先に述べたように、身体介助が介助者と要介助者との濃密な相互コミュニケー
ションが生起する事態であることについての介助者の認識、あるいは適切な介助のありかたを工夫・
検討するための援助者の感じとる技術、さらにはその技術の向上を促す学習・発達支援上の意義に関
する検討の不足をその理由に挙げたい。
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そこで、本論において、身体援助技術の向上（援助者が感じ取り応える技術の向上）の必要性なら
びに学習・発達支援上の意義に関する今後の議論を深めることを目的に、教育の場で行われる知的障
害児・者への「身体介助」が行われる具体的指導状況に焦点を当て、その状況を相互コミュニケーショ
ン事態すなわち相互伝達・理解の過程として捉え、援助者の経験知の集積に資するための資料として
の記述を試みる。
以下に、まず、介助者の行う「身体介助」が要介助者（知的障害児・者）の単なる身体運動の援助
ではなく、要介護者の主体活動としてのからだの動きの学習の支援であり、かつ両者のコミュニケー
ション事態であることを概説し確認する。次いでより具体的場面での介助者（援助者）としての筆者
の体験を報告し、この報告に基づきこの「身体介助」を「コミュニケーション事態としての動作学習
支援の過程」として論じる。

１．
「身体介助」から「動作援助」への認識の転換
近年の胎児や新生児を対象とした発達研究の進展は著しく、生後間もない時期においてすでに周囲
の人物の音声を区別しているだけでなく、誕生以前から他人の音声を区別することが明らかになって
いる。このような発達を基盤に、養育者は児・者の発達を促している。頻繁に児・者に触れ、触れつ
つ話しかけて、児・者に働きかけ、児の反応を誘い、その反応に応えている。
意識的であれ無意識的であれ、児に習得してほしい学習内容を大人が提示するとき、成長に伴い話
し言葉がその主要なツールとなっていく。しかしながら、その児に知的障害がある場合、養育者や援
助者は、言葉だけでなく児のからだに直接触れて(触れつつ)学習・発達を促す働きかけを継続して行っ
ている。
知的障害児は知的発達だけでなく運動発達の遅れも示すことが多い。定頸や座位、立位、歩行の時
期もいわゆる健常児に比べて遅れ、養育者や援助者によるからだに直接触れた手助けの機会も多くま
たその期間も長くなる。食事や衣服の着脱、排泄などの基本的生活習慣の確立が遅れ、その技能の取
得を促すため援助者は児の手をとり、背や腰を支えている。教育の場である学校においても、家庭で
の養育者と同様に教員が児のからだに手を添えて種々の活動に必要な動きを支え、その動きの習得を
促している。
援助者が児の背に手を当て立ち上がるように促すとき、「分かった」とでも言うかのように援助者
の手を受け入れ立ち上がろうとすることもあれば、上体をわずかに傾けるもののその背に当てた手か
ら感じられる児に立ちあがろうとする意思を感じられないこともある。あるいは、援助者が児の手を
とった時、その児がその援助者の手を振りほどこうとするような動きをすることもある。その動きに、
手を取られたそのことへの児の抵抗の意図を感じることもあれば、そのような手助けは不要である
（一人でする）との意思を感じることもある。
このような児のからだに直接触れて援助する児の「からだの動き」を、身体の動きの変化を生理・
物理的な観点から理解する「身体運動」から区別し、ひとの意図の表れすなわち心理現象として捉え
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「動作」
（成瀬（2009、2014）
）と呼ぶ。援助者の「からだの動き」も当然「動作」であることは言う
までもない。
この「動作」の概念に基づき、児・者の主体活動である「からだの動き」を援助する働きかけを「動
作援助」と捉えることにより、その援助の過程の記述ならびにその学習・発達支援上の意義の検討が
可能になると考える。
つまり、からだの動きの援助は身体介助ではなく動作援助であるとの視点が、要援助者と援助者と
の間で生じる相互コミュニケーション事態の説明を可能にし、要援助者（本論では知的障害児・者）
の学習・発達支援の実現に有益であると考え、養育者や教員等が児・者のからだに直接触れて行う援
助を身体介助ではなく「動作援助」と呼ぶ。児の意図を動作に感じ取りより適切な応えを返す能力を
感応力と称するならば、援助者の感応力の差は児・者の学習・発達を大きく左右することは言うまで
もない。児の主体性（主体活動）の発達ひいては児の発達全体に繋がる経験がそのときに生じるから
である。

２．コミュニケーション事態としての動作援助過程
言葉の理解に困難さを有する知的障害児・者への援助や指導は、援助者の手で児・者の手を取り行
われることが多い。この「手を取っての働きかけ」は、上述した援助者の意図伝達（＝児・者による
援助者の意図の理解）の試みの側面だけではなく、児・者の（意識的あるいは無意識的な）意図の援
助者への伝達機会ともなる。ちなみに、援助者の移動や表情だけでなく姿勢や声のトーンも援助者の
動作であり動作の結果であるが、本論では援助者が要援助者（知的障害児）のからだに直接ふれて行
う援助を中心に、また援助者の姿勢（の変化）と移動も併せて取り上げて論じることにする。
さて、この動作援助過程を相互コミュニケーション事態としてみると、人が他者のからだに「触れ
る」ことは極めてユニークな過程を有していることが分かる。すなわち、援助者が児のからだに触れ
ようと手を伸ばし、援助者の手が児のからだに触れたその瞬間から、児も援助者のからだに触れた状
態すなわち両者の主体活動が交錯する事態が生じ、そのことによる多様なコミュニケーションが展開
されるのである。
その多様なコミュニケーション状況を具体的な発達支援（指導）場面での本人と援助者の伝達内容
と伝達意図の観点から記述し整理を試み、知的障害児・者への動作援助の意義を検討する。また、両
者のからだが直接触れている（触れ合っている）状況だけでなく、触れる（触れ合う）直前の状況に
ついても言及する。

３．動作援助状況のコミュニケーション過程－援助者の動作体験をもとに
本節では知的障害児・者への具体的な指導場面として排泄指導状況を取り上げ、援助者の動作体験
に基づき動作援助のコミュニケーション過程の記述を試みる。排泄指導を取り上げる理由の一つは、
排泄行動が自立していない知的障害児・者は少なくなく、しかもこのような児・者のほとんどが「こ
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とば」の発達の遅れを示し、動作援助を家族や教師は働きかける方法として重視・採用しているから
である。
学校での教育目標として、尿意を感じたときにトイレに向かい、排泄することが出来るようになる
ことが設定される。むろん、尿意を感じたらいつでも一人でトイレに向かうようでは、児・者の安全
や今後の生活に支障が生じる。したがって、トイレに行く状況について学習することも指導のポイン
トになるが、本論では論点を煩雑にしないためにその説明は省略する。

－排泄指導場面での動作援助過程－
以下に、知的障害児が教室を出てトイレに行くまでの動作援助過程で展開する援助者の動作体験を
コミュニケーションとの観点から、これまで筆者が援助者として直接指導に関わった複数のケースで
の経験をもとに記述する。
知的障害児の排泄指導で通常行われる方法として、援助者が児にトイレに向かうタイミングを見図
り（多くの場合は援助者が経験と状況を踏まえてその時を決める）、トイレに促す働きかけを行って
いる。その時と判断したら、「トイレに行こう」と児に言葉をかけながら、たとえば児が椅子に座っ
ている場合には立ちあがるかどうかを待つ。立ちあがる様子が認められない場合には、児に手を伸ば
し児に直接触れて立ちあがることを促すことになる。
しかし、児に向けた援助者の言葉を児が受けとめるとは限らない。児が援助者の言葉を受けとめた
との援助者の認識は、言葉をかけた直後の児の変化に基づくが、それは児の頷きや顔の向きなどの明
確な変化とは限らない。言葉をかけた直後の姿勢・動作の変化（表情や目の動きの変化も含む）を手
がかりにしている。援助者の働きかけの受けとめや援助者の意図（「トイレに行こう」
）の理解の有無
や確かさを、児の動作に感じ取り行うのである。
手がかりを児の動作に認められなかったとしても、促そうと児に一歩踏み出そうとするや立ちあが
り、近づく援助者に向けてともに行こうとでも言うかのように手を差し出し、手を取り合った時には
二人がドア向けて歩き出す状況が生まれることもある。このような援助者の接近は多くの場合、児の
姿勢・動作に変化をもたらす。援助者が児に向かい両者の距離が詰まるにつれ、その変化がより顕著
になることが多い。
しかし、援助者が近づき手を添えて立ちあがりを促しても、その児に立ち上がろうとする意図を感
じ取れないことがある。また、立ち上がったとしても、教室のドアに向かおうとする意図が感じられ
ない場合もある。
また、援助者の手が児に触れるやいなや児の動作に変化が見られ、その動作の変化が援助者の意図
（の一部）を汲むような動きであることもあれば、援助者の受け入れを拒んでいると感じる動きであ
ることもある。援助者の働きかけの受入れの状態もその明瞭さも、児によって時と場により異なるこ
とも多い。それは、受け入れの確かさあるいは援助者の意図内容の理解の度合いとして援助者には感
じられる。くわえて、その受け入れる児の態度（たとえば積極的か消極的か、積極的であればそれは
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どの程度か）も感じられる。
そして、受け入れや理解の程度そして態度は、その後の児の動作によって確認することになる。す
なわち、援助者への児の動作（による応え方）により判断することになる。援助者の働きかけを理解
したと判断するのは、児の動作が援助者の促しに応じあるいは援助者の動作に先行し、援助者の意図
を汲んだ（汲んでいる）と児の動作に感じるときである。
また、あるいは、援助者の意図を理解しているが援助者のさらなる働きかけを待っていると感じら
れることもある。それは、援助者の働きかけを児が促している場面である。その場合には、援助者は
「ほら、トイレに行こうよ」と言葉を添えつつ、児のからだ（児の手であることが多い）に触れた手
で児に応えるのである。
児の動作に動き出す意図が感じられても、触れた手（から動作として感じ取った手がかり）から推
し量った児の意図がドアではなくドア以外の場所に向かうと感じたときには、援助者は歩く方向を言
葉と共に手（の動作）で伝えることになる。そして、その児の歩みと児の手から伝わる感じから、移
動先の理解の明瞭度を推量し、明瞭だと判断すれば二人の歩みの早さを児に委ねて援助者はその歩み
に沿うように歩き、そして児に添えた手は援助者の意図を伝える。しかし、移動先に対する明瞭度（移
動の目的）が低いと判断した場合には、児の手を取った手で移動の意図と移動先をより確かに伝えよ
うと試みる。
教室のドアを出たとしても、ときとして児が歩みを進めようとする方向がトイレとは異なる場合も
ある。このようなときは、トイレの方向へ向かうように児に触れた手で促すことになる。また、ドア
から出る（出た）児の動作（手だけでなくからだ全体の動作）から児に方向への迷いを感じ取ったり、
あるいは歩く意図が感じ取れないときには、援助者の手は児に動き出すことを促し動く方向を示すこ
とになる。
トイレに向かい歩いたとしても、トイレの前で向きを変える意思が感じ取れないこともある。その
ままトイレの前を通過しようとしている（このままでは通過する）との判断が児の動作から援助者に
生じたら、歩みを緩めつつトイレへ入る歩みになるよう促す。もちろん児によって時と場の違いによ
り、援助者が添えている手を離す(離している)。児の動作にトイレに向かうとの児の意図を感じたと
きである。廊下を移動する児の歩みが早まり、あるいは走り出しそうとする児の意図を児の動作に感
じれば、援助者の児の手を握る手の力の程度は変わり、「一緒に歩いて行こう」との援助者の意図を
伝えるのである。
以上、動作援助過程を援助者の動作体験の記述により、
「身体介助」における児と援助者とのコミュ
ニケーションの過程を概説し、この「身体援助」は児に触れた手（の動作）から援助者が児の意図を
汲み取りつつ援助者の意図を児に伝える過程であり、また児も添えられた手の動きを通して自らの意
図が（意識的あるいは無意識的に）伝わる/伝わる過程であることを示してみた。
コミュニケーション事態に誤解の生起は必然であり、もちろん動作によるコミュニケーション事態
にも誤解は生じる。たとえば筆者は、排泄を促すために、洋式便器に座った児の背後より「座ってい

749

るように」とその児の腰に手を当てていた。ところが、児は腰を少し上げては下ろす動作を繰り返す
ようになった。それだけでなく、その繰り返す動作の合間に背後の援助者（筆者）の方を振り返り、
しかもその振り返る児の顔には満面の笑みがこぼれていたことがある。腰を上げようとした児の動き
に対して下ろすようにとの援助者（筆者）の動作は、腰をあげようとしたその児に対して「腰を上げ
ないで、座っていてほしい」とのメッセージを伝えることを意図したのだが、援助者によるこの働き
かけ(動作)は児の遊びを誘ったのである。

４．動作主体の「表れ」/｢現し｣としての動作とその援助
これまで、知的障害児・者の教育の場でも日常的に行われる「身体介助」の意義を確認するために、
人のからだの動きを心理現象として捉える｢動作｣の概念に基づき、知的障害児への排泄指導における
「動作援助」を具体例として採り上げ、からだの動きを援助する行為は学習・発達支援のための重要
な働きかけであることをコミュニケーション事態としての側面から論じてきた。
本節においては、動作援助が展開される過程をコミュニケーション事態としてより詳細な検討を行
うために、
「動作」に主体活動の「表れ」と「現し」の相の観点を導入することにする。
（以下、動作
援助を受ける知的障害児・者を「動作学習主体」
、その援助者を「動作援助主体」と呼ぶことにする。
）
「表れ」とは、動作援助主体の視点に立てば、動作援助主体が動作学習主体の心的状態を動作学習
主体の動作に感じるコミュニケーションの基盤となる一つの相であり、「現し」は動作学習主体の伝
達意図をその動作に動作援助者が感じる相である。意識的に自らの意思や感情を他者にあらわす動作
が「現し」
、無意識的ないし無意識的にあらわれる動作が「表れ」と言うこともできる。動作学習主体
の視点に立てば、先の説明の動作学習主体と動作学習援助主体の語を入れ替えることになる。
相互にからだが直接触れ合っていない場合でも「動作」を「表れ」と「現し」のコミュニケーショ
ンの相による記述が可能である。たとえば、気持ちが落ち込んでいる時に多くの人は、頭を垂れ視線
を落として座り、あるいは立ち、あるいは歩いている。このような俯く姿勢には、他者へのメッセー
ジ性は必ずしも高いとは言えず、「表れ」の相にあたる。子どもを叱る親の怒りの表情は子どもへの
メッセージとしての意識性が高い場合が多い。このような動作（表情、発声、姿勢の動作）は「現し」
の相である。しかしながら、先の知的障害児の排泄指導場面に紹介したように、動作援助過程におけ
る動作の相を「現し」あるいは「表れ」として区別することの困難なことが多い。このような場合に
は「表れ／現し」と表記することにする。この「表れ/現し」の状況は、援助者が援助者として問いか
けられ、揺さぶられる興味深い事態でもある。
例えば、動作援助者が動作学習主体の動作に「委ねている（あるいは、任せている）」との感じが生
じることがある。この「委ねる」には自他の区別がその基底にある。しかし、委ねているのが他者で
はなく、援助者ではなく援助者の手そのものであるとの感じを受けることがある。このときの動作学
習主体の動作が「表れ/現し」である。
援助者の手の動きに援助者の意思を感じ取り、自らのからだ（両者が手をつないでいる場合は手）
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を動かした（応えた）のか、手の動きに沿ったのかの期別はもちろん観察者が見極めることは容易な
ことではない。しかし、手を添えている援助者には比較的容易である。とはいえ、それはその動作学
習主体の援助者への志向性が高いときである。援助者への志向性は両者のコミュニケーション関係の
深化に伴ってその高低の変化はより明瞭になるとはいえ、動作学習主体の動作に「表れ/現し」を感じ
る事態にしばしば出会う。そのとき、この「表れ/現し」を動作援助主体は動作によって確認し応じる
のである。
たとえば、手をつないで歩いているときに児の手（の動作）に周囲の様子へ注意を向けていると感
じた援助者は、援助者の手（の動作）の変化に即応するような児の手（の動作）に援助者に向けられ
る意識性の確かさを感じるのである。
これまで、動作をコミュニケーションの観点から「表れ」
「現し」
「表れ/現し」の相による理解を試
みている。すなわち、「表れ」は動作学習主体の動作に動作援助主体への伝達意図が感じられない事
態であり、また動作主体のそのときの態度（不安や興奮、喜びなどの心理的状態を含む）や動作目的
の明確さを援助主体が感じる動作の相である。それに対して、「現し」は動作援助主体への動作学習
主体の伝達意図をその動作に感じられる事態である。また、その区別が困難な事態を「表れ/現し」と
して論じてきた。以下さらに動作援助過程における具体的事態を紹介し、
「表れ」
「現し」
「表れ/現し」
によりコミュニケーション事態としての動作援助過程について検討してみる。
援助主体が手を添えて動作主体の動作を導く際に、動作援助主体には動作学習主体が「追随してい
る」と感じられるときがある。その事態は、援助主体の意図を受けとめつつ動いていると感じるとき
と（援助主体の）手の動きに沿って動かしていると感じるときに区別することが出来る。前者の場合、
そこには動作主体と援助主体の両者の意図が接しており、「現し」と表記できるであろう。それに対
して後者は、援助者の意図ではなくあくまでも自らの体を動かす力への対応、すなわち「表れ」と援
助主体には認識される。
ときとして、援助主体の手を動作主体が振りほどこうとすることがある。このようなときも、援助
主体に向けた動作主体の意図をその動作に感じることもあれば、援助主体ではなく援助者の「手」か
ら解放されようとする意図を読み取ることもある。この場合の前者は「現し」であり、後者は「表れ」
と言える。
いわゆる知的障害の程度の重い知的障害児・者の場合は「表れ」を援助主体が感じることが多く、
障害の程度が軽度の動作主体には「現し」を感じることが増え、また「表れ」
「現し」の区別も明瞭に
なる。
「表れ」と「現し」は、同じ動作の学習援助過程においても入れ替わる。動作学習主体の注意（意
図の志向）が動作援助主体ではなく動作主体自身あるいは他の事象に向けられるときや動作主体の意
図が援助者に向けられていると感じるときとが交錯したり転換したりする。このような、「現し」と
「表れ」の交錯と転換の有り様に、動作学習主体の学びのプロセスを読み取ることができる。つまり、
動作援助主体の目的（動作援助主体の伝達意図の内容：たとえば先の指導の具体的例によれば立ち上
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がる、トイレに向けて歩く、など）についての動作主体の理解の程度と態度の変化に伴い、援助主体
の手に込められる力はほとんど不要となっていくのである。

５．動作援助の意義の今後の検討に向けて
学習主体である知的障害のある子どもだけでなく、その子の学習を援助する者も、コミュニケー
ション事態において常に認知・判断してから他者に働きかけてはいない。また、言葉のみによってひ
とは意思の伝達や感情の表明を行ってはいない。また表情や身振りだけでなく、姿勢などの動作によ
り意識的・無意識に意思を伝え、意思が伝わる。
言語発達の遅れが中核的状態である知的障害のあるひとの学習・発達支援においても、「からだの
動きの援助」は重要な役割を果たす。しかしながら、「身体介助」という用語は、そのコミュニケー
ション事態としての認識ならびに重要性に対する認識を喚起するとは言い難い。そこで、からだの動
きを心的現象として捉える「動作」の概念を用い、知的障害のひとのからだの動きの援助の過程をコ
ミュニケーション過程として記述し、「動作援助」の視点による学習・発達支援方法としての検討の
必要性を指摘した。
身体介助と称される動作援助は、まさに単にからだの位置の変化や姿勢の変換ではもちろんない。
たとえば、そこに座っている主体としての児が援助者からの働きかけを受け入れ、援助者の意図を理
解し、みずからが立ち上がるという動作を遂行する過程であり、本人に立ち上がってほしいとの意図
を援助者が児に伝える営みがそこにあるという、動作援助に対する援助者の認識を深めることの重要
性を述べた。
ひとがひとのからだの動きを援助しあるいは援助を受けつつ動作する過程は、単なる被援助者のか
らだの動きの変化だけではない。その過程では、ひととひととが触れ合い、働きかけそれに応える過
程が生起し、必然的にコミュニケーションが展開される事態になる。そのコミュニケーション関係の
生起・変容・成立過程には、自分のからだ（自体）と他者のからだ（他体）を含む自・他の認知過程
が生まれ、しかも過程には感覚的・情緒的体験が伴う。例えば Philippe Rochat（2001）は、感覚的・
情緒的体験が自己を形成する重要な基盤なることを指摘しているが、動作学習援助過程にもそのよう
な感覚的・情緒的体験が生じている。つまり、発達支援者の動作援助に対する認識の深まりと感応力
の向上を図る試みは、被援助者の動作学習の進展にとどまらず全体的発達の促進にも貢献する重要な
作業と言うことができるだろう。
ところで、他者への援助のあり様を振り返った時に「手を出した」あるいは「手が出た」と区別し
て表現することがある。この表現の区別は、援助意思を具現化するからだの動き（動作）に対する意
識性の差異（濃淡）を反映しているともいえる。
前者においては、援助の意識やその方法に対する意思は明確であるのに対して、後者では援助のタ
イミングを含む援助方法に対する意思の有無についての自覚は援助者自身においても明確ではない。
いつどのように手助けするかタイミングを見計らい予定していたように手を出し手伝うのが前者で
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あり、ふと思わず手が伸び（結果的に）手伝っていたと振り返るのが後者である。支援者の感応力は、
この「手を出した」と「手が出た」の差異を生む支援者の態度（援助者としての姿勢）との関連性も
考えられる。
本論では、言葉の発達に遅れを示す知的障害児・者の学習支援の手立てとして日常的に行われてい
る「身体介助」を、濃密なコミュニケーション事態としての「動作学習支援過程」として認識するこ
との意義とその必要性について論じてきたが、動作学習支援過程において動作主体の心的状態を即時
に感じ取りつつ応じる（感応する）力の重要性を確かめると同時に感応力の向上のためのトレーニン
グ・プログラム開発の必要性についても認識することになった。
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「からだとこころ－身体性の臨床心理」誠心書房
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３）緒方登士雄
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「精神遅滞児・者のための動作法－子どもに働きかける援助者の体験を

軸に－」
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．195-203．
４）緒方登士雄（2015）
「重度・重複障害児・者の「自立活動」における動作学習の意義－自立活
動の授業をデザインするための視点（案）－」
、東洋大学文学部紀要第 68 集、15-22．
５）Michael Tomasello (2008) Origins of Human Communication.

The MTT Press.（松井智

子・岩田彩志訳「コミュニケーションの起源を探る」
．勁草書房.
６） Philippe Rochat (2001) The Infant’s World、 Harvard University Press. （板倉昭二・開
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現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（2）
武藤伸司（TIEPh 客員研究員）
キーワード：現象学、自然主義、領域存在論、超越論的な手引き、方法論

０．はじめに

1

本稿は、「現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（1）
」に続く論考である。本論全体の目的
は、前論考でも述べた通り、現象学と科学的な学問の関係について、両者の協同的かつ相互的な研究
に関する原理的な可能性の呈示する、というものである。この課題について、前論考では、フッサー
ル現象学における領域的存在論と本質直観の議論を確認することで、本論の目的を考察する上での前
提の部分までを論じた 2。つまり、現象学的な構成理論の基礎となっている身体性から、理念という
対象性を直観するまでの構成プロセスを通覧することで、「科学」という学問の領域を現象学的に確
定し、本論の中心的な課題を考察する準備を整えたのである。このことによって我々は、科学的な学
問に関する理論や理念を本質直観との関係から考察することで、それら領域を、現象学的に分析し得
る対象として扱うことが可能となったのである。
前論考で予告した通り、本稿において主眼となる問題は、諸科学が生み出す様々な成果（法則や理
論）を「超越論的な手引き（Leitfaden）
」
（HuaIII, S. 348, HuaV, S. 25）にして、現象学的な研究の
展開を促進する可能性についての問題である。このことはつまり、現象学と科学の相互的な、すなわ
ち学際的な研究の在り方それ自体に対する考察ということになる。これは、具体的に言えば、我々が
理念化ないし本質直観によって得た領域的な類概念に属する諸学問を材料にして、現象学は如何にし
て更なる研究を展開し得るのか、という問題である。この問題を考察することによって、本論全体の
目的である、現象学（哲学）と科学の相補的な関係、現象学と科学の協同的な研究の原理的な可能性
が明確になるであろう。
以上のことから、本論考において我々は、まず１．フッサールが超越論的な手引きということで何
を意図し、どのようにして用いるのか（手続き）を確認する。そして、２．実際にその超越論的な手
引きを用いた研究例を考察し、現象学の自然化について再考する。これらの考察によって、我々は、
本論の根本的な目的である、現象学と自然科学がお互いにどのように寄与し合うのかという問題を、
理解することができるようになるだろう。
凡例：Husserliana（Den Hagg, Kluwer Academic Publishers, 1950-.）からの引用は巻数をローマ数字、頁
、、
．．
数をアラビア数字によって（）内に示し、原書による強調を強調、筆者による強調を強調とする。また、引用文
に無い語句を補足する場合、〔〕内に示す。引用を中略する場合は、…（中略）…と表記する。
2 この点について、拙論（武藤伸司「現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（1）
」『
「エコ・フィロソ
フィ」研究』第 9 号、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ編、2015 年）を参照のこと。
1
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１．
「超越論的な手引き」を用いるための手続き
我々は前論考において以下のことを確認した。それは、諸科学が自然主義的態度において為されて
いるということである。つまり、我々の意識は、理論的な態度において高次の述定的な判断作用を遂
行することよって、自然を学問の対象として構成しているということである。そして、そうした高次
の判断作用は、身体性に関わる意識経験の現象学的な探求から、その判断の対象となる自然が身体的
な感覚と共に構成されているということも明らかになった。こうしたことから、我々の意識が、例え
ば物理学や数学という領域を成立させ、そしてその領域に属する諸対象を形式的な存在者として定立
するためには、まず身体的な感覚から考察の対象となる自然自体の構成が生じ、それを理念化するこ
とが必要である、ということを確認したのである。したがって、フッサールが『イデーン I』と『イ
デーン II』で論究した、構成的現象学における身体性から領域存在論へというプロセスの考察は、諸
科学ないし諸学問が「何であるか」ということを理解する上で前提であり、かつ、その理解を敷衍す
れば「学問」という認識に関わる意識の構成的なプロセス一般でもあると言い得るだろう。
以上のことから、自然主義的な学問一般は、こうした本質学としての現象学的な分析を経ることで、
その学としての性格の所以が理解される。しかし、我々は、そのようにして身体性と共に構成された
自然と、それを基礎にして本質直観された諸領域に属する存在者、つまり経験的な諸事実の研究とそ
の成果を、どのようにして現象学に取り入れるのか。このことは上でも述べた通り、残された課題で
あった。したがって我々は、以下において、事実学的な学問の諸成果という対象を本質学たる現象学
へ如何にして用いるのか、すなわちそうしたものを超越論的な手引きとするということの内実を確認
する。

これまで考察してきたことからすれば、本質学である現象学は、構造上、事実学である自然主義的
な諸学問自体を哲学的に分析するための対象とすることから、改めて事実学で扱われる個々の事象そ
れ自体や諸法則それら自体を取り扱う必要はないように思われる。その際のそうした事実学的な諸内
．．．
容は、現象学的な探究の契機でしかない。もちろん、現象学は本質直観を方法論として持つので、事
例としてそうした事実学的な内容を幾つか必要とするが、しかしそれによって現象学がその他の学問
とは異なる、根源的かつ普遍的な、厳密な学としての位置や意義を呈示し得るのだから、そうした諸
学問における特殊な様態である具体的な諸内容を、逐一問題にする必要はないはずである。しかしな
がら、そうした経験的で事実的な諸研究の成果は、それが現象学にとって無意義というわけではない。
．．．．．．．
なぜなら、フッサールによると、経験ないし事実を基に展開されるあらゆる学問は、領域的な規定性
．．．．．．．．．．．．
を具えたものである限りで、すなわち、現象学的に本質直観された対象性を有していると注意されて
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
いる限りで、
「ある固有のまとまった探求群のための手引きを提供する」
（HuaIII, S. 344）からであ
る。これは一体如何なることなのか。
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そもそも、「意識の諸現出を現象学的な考察の手引きにする」ということは、すでに「現象学をす
る」ということの中で、我々が行っていることであり、改めて問題になるようなことではないように
思える（先ほど述べたように、契機という範疇を出ないと思われる）。ここでは上の疑問が繰り返さ
れているように見えるが、しかし、ここで提供されると言われる「手引き」とは、「超越論的な手引
き」であるという点に注意せねばならない。これについてフッサールが「今や諸形式だけでなく、我々
．．．．．．．．
はそこで領域的かつカテゴリー的な本質の質料的な一般性を念頭に置いている」（ebd.傍点筆者）と
述べているように、超越論的な手引きと言われる際には、与えられている現出、措定されている知覚
や理念的な対象性が現象学的に還元されている。つまり、本質学的な分析（本質直観）を経て領域的
．．
な存在として直観された後の、事実学的な諸内容に対する更なる本質の探求が求められている。つま
り、ここでの手引きとは、ある研究者が一旦、現象学的還元や本質直観による事実学的な与件の考察
を通り抜けた後に、すなわち超越論的な態度となり、現象学的な方法論を遂行した後に、事物や理論
などを改めて自覚的に現象学的な分析の対象にするということである。そうした態度変更や方法論の
遂行の後に扱われる事実学的な諸内容は、契機ではなく、超越論的現象学における考察の対象になっ
ている。したがって、事実学的な与件を超越論的な手引きにするということは、最初、素朴に与えら
．．．．．．．．．
れていた与件に対して初めて現象学的な分析をかけることとは、位相が異なっていることに注意する
必要がある。
このことは、振り返ってみれば、フッサールが現象学的に事実学の内容を研究に取り込む際に、以
下のことを必要としたことからも理解し得る。まず『イデーン I』において、我々は、学問的な成果
の理念的な対象性を、それが想像における自由変更によって範例化を基に類化を経て本質直観され、
理念化されたものであるということ（vgl. HuaIII, §3）や、またそれによって領域的存在論が成立す
るという理解を必要とした。これらの解明によって、素朴に、自然的な態度において考察対象とした
当の事実的な与件を現象学的な探究の場へと引き込んだのである。また、
『イデーン II』においては、
すでに意識に現れている対象の構成プロセスを遡っていくことで、感覚的な体験の場、すなわち身体
性の領域を開示した（ここでフッサールがキネステーゼという発生的現象学の重要な分析へと導く本
質規則性も明らかにしている点は、特筆すべきことである（vgl. HuaIV, §18））
。これはすなわち、現
象学における「構成の仕組みを問う」という視点、さらに言えば、発生的な視点で探究を進めるとい
う方向性を示している。その上で、現象学する我々は、そうした探究を行うのだ、という、いわば「研
究方針の動機づけ」を定めることになる。
こうして通覧すれば明らかなように、如何に事実的な経験、あるいは事実学的な内容であろうとも、
現象学的還元という方法論的な手続きを経た上で呈示される諸現出は、1）本質直観による諸存在者
の領域の確定と、2）対象構成プロセスの遡及的な解明へと向かう動機づけ（探究方針）という、こ
れら二つが理解された後に、あるいは遂行された後に超越論的な分析の手引きとなるのであり、まさ
にこれらのことが事実学の諸内容を手引きとするための条件になっていると考えられ得る。つまり、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．
これらのことは、上で述べたように、「領域的な規定性を具えたものである限り」という条件を満た
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すために通過しておくことが必要なプロセスなのである。したがって、我々が真に現象学的な探究を
遂行しようというのであれば、このプロセスを経る以前に、「意識の諸現出を現象学的な考察の手引
きにする」ということで、事実学の諸内容を素朴に考察材料にするわけにはいかないのである。現象
学が意識の構成の根源を問う際に、すでに与えられている現出を出発点とするだけでは、現象学的な
考察の展開を深めていくことにならない。現象学と諸学問の学際研究をするためには、素朴に諸学問
の成果を参照し、具体的に記述するだけでは不十分である。それでは、単なる記述的な心理学と変わ
らない。諸学問の成果という理念的な対象が探究の始まり（契機）ではあっても、それらは措定され
た諸対象であり、現象学的な分析の方法論を経た上で改めて提示する考察の素材、すなわち超越論的
な手引きの資格を得たことにはならないのである。したがって、我々は、事実学の諸内容を現象学的
な方法論（現象学的還元と本質直観）にかけた上で、初めて、そうした事実学的な諸内容を相補的な
研究、すなわち現象学的な研究の進展のための契機にすることができるのである。
以上のことについて、例えば、ヴァレラは、認知科学と現象学の学際研究をする際、以下の四つの
ことを注意している。一つ目は、現象学的還元という態度（attitude）への変更、二つ目に直観の親
密性（intimacy）への到達、三つ目に記述の不変項（invariant）の直観、そして四つ目に安定性（stability）
の訓練である 3。ヴァレラが挙げる一つ目の現象学的還元による態度変更と、それによってもたらさ
れる二つ目の直観の親密性、すなわち志向的な体験の明証性、そして本質直観による記述の不変項の
獲得という、これらの重要性は、すでに上で（あるいは前論考で）確認した通りのことであるが、超
越論的な手引きに関してここで特に注目したいのは、ヴァレラの理解における現象学的な方法論を遂
行する狙いの四つ目、
「安定性の訓練」という点である。
この「安定性の訓練」は、現象学的還元を遂行するための鍛錬が必要という意味である。当然なが
ら、現象学に馴染みのない自然科学ないし経験科学の研究者が、フッサールの提示する方法を直ちに
遂行するのは困難であろう。現象学的還元という方法は、客観化された実在的な事物に対する注意深
い括弧入れと、括弧入れされた直接体験の直観という把握をもたらすものであるが、これには熟練を
必要とすると、ヴァレラは考えている。しかも、現象学的還元は、能動的な作用として意識的に行わ
れるが、この現象学的還元による態度変更は、
「崩れやすい」4ものである。ヴァレラの提唱する神経
現象学は、意識経験を自然科学的な成果と結びつけるといった研究プログラムを持つが、そのプログ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ラムを遂行する際には、通常の経験から常に体験の直接性に立ち戻りつつ、客観的で実在的な観測結
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
果を措定し、また体験に立ち戻るという循環がなされることを必要とする。しかし気を抜けば、体験
の記述は、直ぐに自然的態度における客観的で実在的なものに留まってしまい、それを主観的に解釈
する信憑や先入観に過ぎないとする自然的な態度ないし自然主義的な態度に陥ってしまう危険性が
3 Cf. Varela, F. J., “Neurophenomenology ―A Methodological Remedy for the Hard Problem”, in Journal of
Consciousness Studies, Vol. 3, No.4: 330-349 Imprint Academic, 1996（邦訳：フランシスコ・J・ヴァレラ

「神経現象学―意識のハード・プロブレムに対する方法論的救済策」河村次郎訳『現代思想』10. vol. 29. 所
収、青土社、2001 年）, pp. 336- 338.
4 Op. cit.
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ある。そうなってしまっては、当然、現象学的な分析にはならない。したがって、ヴァレラは、この
現象学的還元の崩れやすさに対し、それを用いて体系的な研究をするためには、「研究者たちの共同
体からの、鍛錬された上での参加を必要とする」5と考えるのである。したがって、ヴァレラは、現象
学的還元を訓練によって熟達し、科学的な諸成果を手引きにしても、安定した現象学的な探究をする
ために、研究者一人ひとりが以上のプロセスを身につけることを目標とすることを提唱するのであ
る 6。現象学者はもちろん、現象学を自らの研究に用いようとする研究者がこうした条件を引き受け、
厳密に遂行するのであれば、理念的な対象はもちろんだが、特に物質的な事物という領域を引き合い
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
に出せば、「超越論的意識における事物という領域の対象性という一般的な「構成」という問題」
（HuaIII, S. 334）を把握する手がかりになるものとして、それらは現象学的な探究対象の「手引き」
という位置を得ることになると言えよう。

以上のことから、自然科学や心理学などの諸学問と、現象学との関係を考える場合、諸学の内容と
いう何らかの諸対象を現象学的に領域的存在論として考慮することは、「事象を含んでいる全ての学
についての、真正の意味で原理的な全てのものが関わりを持つような探求区域が開かれる」
（HuaIII,
S. 356）ということになるのである。特に、ここで言及される「原理的なもの」とは、
「根本概念と根
本認識に即した領域的な理念を取り集めることと、相応する領域的な存在論における体系的な展開を
見出し、または見出さざるを得ないもの」
（ebd.）を指している。それはつまり、先ほどから述べてい
る諸学問の成果（事実学的な諸内容）のそれぞれに他ならない。なぜなら、そうした成果は、
「我々が
構成の理念を適切に拡大する限りで、事象を含んだものから、形式的な領域や、その領域に専有され
ている存在論的な学問分野、つまり全ての原理や原理の学一般へと、転用される（überträgt sich）。
もちろんその際、構成についての研究の枠組みは、その枠組みが現象学全体を最終的に包括すること
ができるほどに拡大するのである」（ebd.）。こうしたことが、まさに現象学自体の探求領域を広げ、
研究の展開を導くのである。
意識によって構成された経験を基礎にして、諸領域における諸学問が成立する以上、それらの研究
において呈示される諸内容は、現象学の眼差しを通す限りで、素朴で実在的な研究成果ではなく、新
たに現象学的な探究を行うための素材となると言い得るだろう。そしてまた、この原理的なものの探
、、、、
、、、、、、
求は、
「領域的な根本概念に、あるいは、領域そのものの概念に結びついて行われる諸研究」
（HuaIII,
S. 358）であり、その研究によって、
「領域的に範疇化することと共に、そしてそれを通じて予描され
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ている諸研究と共に、綜合的な形式が領域的な質料を通じて受け取る特殊な規定は、それらの正当さ
を手に入れる」
（ebd.）ことになる。つまり、諸学問の研究成果は、その領域に本来的に属している限
りで、現象学的な探求の中で、形式的で原理的な本質規則性を見出す手段になるのである。この領域
的な質料の特殊性こそがまさに手引きとなり、その手引きに注目し、用いることが、現象学的な探究
5
6

Cf. Varela（1996）, p. 338.
Op. cit.
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を展開する一つの方法となり得るのである。我々はそれを基にして、そうした領域的な質料が超越論
的な意識によって「如何に」構成されるのかを分析し、現象学的に呈示するということが可能なので
ある。現象学的な意識の分析がそれらから超越論的な意識の構成へと遡及するという手順で行われる
この方法を用いれば、幾らでも新たに現象学的な問題領域を開くことができるだろう。そしてまた逆
から言えば、現象学における構成の問題は、その領域に即して、手引きに即して現象学的な探求を拡
大することで、諸学問が素朴に前提し、成果としている事柄である領域的な存在者の構成を再度明ら
かにし、その本質や規則性を直観することができるのである（vgl. HuaIII, §§149f.）
。

２．現象学と諸学問の関係―自然化の現象学
以上のように、現象学的な探究条件という手続きを経た上での事実学を手引きとし、研究対象の領
域的存在論として拡大され得る超越論的な意識の構成についての解明は、諸領域における学問の成立
について、その「如何に」を分析することを可能にする。例えば、認知科学の領域ないしその領域に
おける数学化という操作について、その領域において考えられている、身体に関わる環境や神経系の
力学的な（ダイナミカルな）性質は、現象学的には身体の感覚-運動性に端を発する空間及び時間構成
の理念化によって生じてくると、現象学的に理解され得るだろう 7。したがって、このような構成的
な現象学を踏まえた上で、現象学的な身体性の記述の数学化、すなわち現象学の自然化ということを
考えなければならない。
前論考を含め、本論のテーマである現象学の自然化という試みの正当性を考えたとき、考慮すべき
最も重要なポイントは、上で述べたようなその構成の順序ないしプロセスである。それはつまり、身
体の運動性（キネステーゼ）や衝動、本能などの無意識的な受動的綜合が生じ、それらの自我への触
発などを通じて、実在措定と対象化という高次的な構成が遂行されるという、このプロセスである。
このプロセスを考慮してこそ、その身体に関わる環境や神経系の力学的な性質が、やっと哲学の（現
象学の）問題の俎上に載るのである。そもそも、現象学的な観点において、事実学と本質学の関係は、
基づけ関係にあることからして、当然のこととは言える。しかし、やはりここでも注意されねばなら
ないのは、「諸々の構成的な現象学と、それに対する諸々の形式的および質料的な存在論との間の、
上のような関連の内には、後者による前者の基礎づけというようなことは寸毫も含まれてはいない」
（HuaIII, S. 359）ということである。たとえ現象学者や現象学を用いる研究者が何らかの存在論的
な概念や命題を直観的な明示のための手引きとして認めたとしても、それは当然、超越論的な意識の
構成を分析するための素材であって、また、そもそもその手引きの対象性は超越論的な意識の構成の
結果であって、手引きとしての概念や命題がアプリオリに存在すると考えることはできない。つまり、
7

この点に関して、一例として、拙論「発生的現象学における自然数の考察とその構成（1）―自然主義の基礎
づけに関する現象学的な方法の一つとして―」
『国際哲学研究』第 4 号所収、東洋大学国際哲学研究センター、
2015 年を参照のこと。
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フッサールが喚起するここでの注意とは、構成の順序、構成の基づけ関係を、現象学的な分析におい
て呈示される意識構成のプロセスに即して理解せねばならない、ということなのである。こうした関
係や、現象学的な分析から、超越論的な手引きとしての諸学問における成果の使用へという研究の
．．．．
フェイズの移行は、不可逆な基づけ関係なのである。
研究者それぞれがこのような現象学的な構成分析というフェイズを経てこそ、自然主義的な学問に
おける研究成果は、現象学における構成論とのタイアップが可能になる。これについては、ギャラガー
らも、現象学の自然化に際して、「もし、数学的な形式化が経験からの抽象を含むのなら、内容のあ
る、力動的な（dynamic）経験とは何かを正確に理解することが重要であり、そのことから出発する
ことが重要である」 8と述べており、身体に関する現象学的な記述を出発点に取ることの重要性を強
調する。したがって、このような現象学的な記述と構成論を堅持して、両領域の差異を明確に意識し、
混同を避けるという条件の下で、自然化という操作を行い、両領域の対照考察を行うのであれば、そ
の自然化によって生じたデータや法則性、すなわち認知科学の成果は、現象学的な探求にとって、手
引きとして参考可能な考察の与件となるのである。
以上のことを鑑みれば、前論考から問題となっていた現象学の自然化という試みによって現象学的
な記述を基礎づけるということは、有り得ないということになる。それは、意識の構成の構造からも
明白であるように、単に経験を数学化、理念化するだけでは、自然主義的な態度の側からの非哲学的
なアプローチに過ぎないと言い得るだろう（vgl. HuaVI, §9- c）。とは言え、自然主義的な研究をする
科学者が現象学における諸成果の自然化を試みようとする際に、現象学的な記述を数学化するという
理念的な目標は、拭い去れない自然科学者の動機として、現象学の自然化の企図に持ち込まれてしま
う。だが、現象学的還元を堅持し、その超越論的な構成の基づけ関係を理解するならば、認知科学を
はじめとする諸学問の成果は、フッサールの超越論的な構成論における手引きとして、遡及的な問い
（vgl. HuaXVII, §85, §98, §104）
、すなわち発生的現象学の探求に寄与することは可能であると考え
られる。そして、現象学的な記述や本質規則性を諸学問が活用するという方向であれば、諸自然科学
の研究方法は、フッサール現象学においても、上で見たヴァレラの神経現象学においても、その独自
の探求方法として承認され得るだろう。つまり、例えば現象学の学際研究の代表例である神経現象学
において、そこでの現象学と認知科学の相互制約とは、現象学的な構成論における構成諸層の基づけ
関係を明確にし、その上で、領域的存在としての認知科学的な諸研究を手引きにする、ということで
あり、認知科学の側から現象学への寄与というのは、領域的存在として画定が為されることで、はじ
めて生じる事柄であると、考えられるのである。
したがって、現象学の自然化の企図は、現象学とは異なる研究の領域で行われてしまっていると言
わざるを得ない。つまり、事実学的な学の範疇を出ていないのである。しかしその試みによって提示
される諸々の成果は、現象学的な方法論による理解という手続きを通過することで、翻って、現象学
8

Cf. Gallagher, et al.（2008）, p. 33.
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における超越論的意識の構成を探求するための手引きとなり得るだろう。また、その成果、すなわち
手引きとなる与件は、現象学的な分析の中で、その本質を看取され、現象学的な探求の領域を広げ、
分析の与件を提供するという寄与をもたらすことになるとも考えられるのである。この点について、
特に顕著な傾倒を示すのがメルロ＝ポンティであり、彼は、
『言語と自然』において、
「科学への依拠
についてとくに弁明の必要もあるまい。ひとが哲学についてどう考えるにせよ、哲学は経験を解明し
アルゴリズム

なければならないのだし、科学はわれわれの経験の一区劃をなしているし、たしかに 算 式 によっ
てきわめて特殊な扱い方にしたがっているとは言え、そこでも何らかの仕方で存在者との出会いがお
こなわれているのであり、したがって、それがある種の存在論的偏見に沿って作業しているという口
実のもとに、あたまから科学を忌避することはできないのである。…（中略）…科学に問かけること
によって哲学は、ほかの仕方ではもはやあばき出すことの困難な存在のある分節に出会うという利点
をもつことになろう」 9と述べている。しかしながら、もちろんメルロ＝ポンティのこのような言明
は、彼が現象学的な哲学を行っているからこその、現象学の方法論を理解し、偏見を外せているから
こその主張であることは、言うまでもない。

3． 終わりに―間主観性という問題について
最後に、こうした諸学問がそもそも成立するということについて、「間主観性」がキーワードとな
ることについて言及し、稿を閉じることとする。フッサールは、そもそも学問という客観的な知識体
系が成立することについて、
「全ての学問が、生きた学問全体のために働く主観性として―著名であれ
無名であれ―相互に協力し合ったり、また対立し合ったりする研究者たちの諸世代の開かれた連鎖に
関わるものだということもまた、認めてよいであろう」
（HuaVI, S. 367）と述べている。このことに
ついて、フッサールは、諸学問それら自体、あるいはそれらの歴史的な発展を間主観的な構成による
ものであると指摘している。客観ということ自体が、我々がまさに生きることの中で、すなわち共通
の興味や関心という志向の絡み合いの中で成立すると考えるならば、まさに諸学問の求める本質は、
そうして生成されているということになるだろう。この間主観性という観点において、我々はさらに
現象学と諸学問の相補性が成立する根を探求する必要があるのだが、それは今後の課題となる。

9 M. メルロ＝ポンティ『言語と自然
コレージュ・ドゥ・フランス講義要録』滝浦静雄・木田元共訳、みすず
書房、1979 年、85 頁参照。
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舞踏とは何か

和栗由紀夫（舞踏家）
『舞踏』という文字は中国から渡来してきたものであります。千年前の日本の古文書にもその記載
を散見することができます。以前は舞踏という文字は外来の文化・芸能を意味していました。明治期
に催された『舞踏会』も当時の西洋文化を表す意味で使われたのです。現在、厖大な情報ネットワー
クが世界中に張り巡らされ国際間の交流の速度は全く変りました。今や私たち全体が情報の波に翻弄
されているような状況ですが、今一度立ち止まって改めて舞踏の意味を考察してみる必要があると思
います。
『舞踏』の「舞」の字は旋回することであり、精神集中の果てに脱魂状態を引き起こした空の
器・身体に神や先祖や霊などが憑依し舞を舞わせるということです。また「踏」の字は、踏みしめる
こと、跳ねることであり、大地からのエネルギーを身体に吸収し地中の悪い霊を封じ込める力の存在
を意味します。そして日々のつらい労働からの解放や、豊作の喜びを自然のリズムの中で祝う祭祀と
なり、先祖の霊を慰め楽しんで帰っていただく招魂儀式などの宗教的な国民行事に発展しています。
当然これらの「舞」と「踏」は世界中のいたるところに現存していることでしょう。日本だけの特別
なものではありません。それでは、今、私たちが『舞踏・BUTOH』と呼んでいるものは何でしょう
か。1950～60 年代に先駆者、土方巽・大野一雄らの出現によりそれらの芸術表現は暗黒(前衛)舞踏と
呼ばれました。時を経て世界にこの舞踏が認知され広まると共に、暗黒(前衛)という名称がいつの間
にか失われ、
『舞踏・BUTOH』という一語で括られはじめました。しかし、私にはこの暗黒(前衛)と
いうことが一番大事なことのように思われるのです。それは私にとっては実験精神であり未開の荒野
に一歩足を踏み入れることなのです。舞踏を芸術と定義する理由がそこにあります。人はなぜ光を希
求するのか、それは誰もが社会や自分の中に深い闇を抱えて生きているからではないでしょうか。極
楽は想像でしか想うことはできませんが、地獄はいつも私たちの目の前に現存しています。私たちは
いやおうなしに闇を見続け死と対面しなければなりません。それらのことから目を背け、既成美や夢
物語を舞台で表現することのみが芸術なのだとしたら何と貧しい芸術になることでしょう。人間存在
そのものが芸術なのです。舞踏がそれを示しています。現在私たちは西欧からの短絡的な美と力の一
致、健康への過度の信奉病、プロポーションという美の基準値、芸術のビジネス化などといった価値
観を強制されています。特に踊りにおいてはその傾向は顕著であります。暗黒(前衛)舞踏はまずそれ
らのことに疑問を投げかけることから始まったのです。戦後の獣に落ちた生活のなかで人間の優しさ
を再発見したのが舞踏ではないのか。美とは何か、民族の持つ固有の身体・文化に根ざした表現とは
何か、それらの問いかけが舞踏の出発点であります。傲慢な人間至上主義や拝金主義が今や地球を覆
いつくし人間そのものを疎外しはじめております。人間にとっての不安の対象はいまや人間そのもの
に向かっています。
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声高にグローバリゼーションが叫ばれる今日ですが、各々が自分たちの足元を掘り下げてゆくこと
こそが今求められていることなのではないでしょうか。『お手手つないで前衛芸術』は成立しないの
です。舞踏には虚偽のやさしさや同情は関係ありません。一人ひとりが自分の足で立つことから舞踏
は始まります。そして美しい蝶になって羽ばたくためには長いさなぎの期間を経ることも必要なので
す。困難の中にこそ希望があり、闇を経てこそ光の世界が待っている。世界が直面している経済の変
動と政治的激動の渦の中で、実は私たちの内部にこそ、その現実を凌駕する広大無辺な宇宙が広がっ
ていることを舞踏は教えてくれます。師・土方巽の『舞踏は自然から習え、肉体は物から習え』とい
う言葉がさらに重みをも持ってくるように感じます。舞踏は単独にその世界を生きている、そう思い
ながらこれからも舞踏とは何かを考えてゆきたいと思います。
和栗由紀夫。
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舞踏譜考察

和栗由紀夫（舞踏家）

舞踏譜とは舞踏の振付を言葉により記譜したものである。古今東西にわたる舞踊の記譜法の中では
特殊な方法の一つである。従来の西洋的記譜法は抽象的な記号で表されることが多く、日本では北斎
漫画にあるようにスケッチに近い人物絵で踊りの振りを表現していた時代もあった。現代ではコン
ピューターを使ったより分析的で緻密な記譜方法がとられている。言葉によって想像的な舞踏空間を
作り出し時間と空間を管理・共有するという、言語によるイメージの身体化という方法の一つが舞踏
譜である。言葉はお互いが理解しあうために必須のものだが、その言葉の解釈や感性の差異、イメー
ジ派生の相違、また言葉が含んでいる感情的なものなどが、お互いのイメージ共有を難しくしている
場合もある。日本語を外国語に翻訳すること一つでも容易なことではない。まして舞踏言語であれば
なおさらである。舞踏譜は実体の定かではないイメージを特殊な言葉で追い込んでゆく作業といって
もよい。土方巽が用いた優れた方法の一つは一次資料として絵画を使うということである。一目瞭然
という言葉の通り、絵画を使うことによってまず素早い視覚情報の共有ができる。人間の目から入っ
て来る情報は多量で確実性を帯び理解しやすい。その絵画から、フォルム、ムーブメント、材質感や
雰囲気、時間や空間までをも読み解き、舞踏化するために、舞踏言語として整理し直すのである。そ
の整理・限定の仕方は土方舞踏独自の特徴を持っているのだが一口には説明し難いものである。二次
元の絵画空間から四次元の舞踏空間への変容の連続が舞踏の一つのテーマとなる。もちろん舞踏の振
付の全てに絵画資料があるわけではない。詩的な言葉や音楽からの作舞の方が多いかもしれない。し
かし人間の目を一つの写真機のシャッターに見立てれば、現実世界のすべての風景は一方通行の一枚
の絵の連続のようなものになるかもしれない。いずれにしてもその想像的空間の中で、個人の感性・
精神性をより高めてゆく必要がある。言葉が個人の豊かな記憶を目覚めさせ、夢の継続機能を高め、
個の身体的特徴をその魅力にまで高める作業に入って行かねばならない。それには言葉による振付の
不自由さや外部からの強制に拮抗できる自分自身の内部の力を自ら養成することが条件となってく
る。そして自分にとって内部あるいは外部とは何かという根本的な問題に直面する状態に身体は置か
れる。やがてそれらを探ってゆく内に身体が内包しているさまざまな境界膜がゆらぎ始め、身体の拡
張や収縮、神経の広がりや皮膚感覚が、身体感覚として舞踏の中で重要な位置を占めることになって
ゆく。言葉は触媒としても私たちの探求心を刺激し続けるのだ。舞踏者は受信体として全身の感覚を
研ぎ澄まさねばならない、と同時に発信体となるべく最大限の努力をしなければならない。これが舞
踏譜の舞踏のあり方であろう。しかし舞踏譜を使った場合の舞踏の再現の正確性に関しては一律では
ない。そこには舞踏における再現とは何かという大きな問題が横たわっているからだ。
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舞踏譜による振付には大きく分けて二つの世界がある。その一つは（なる）ということである。
（な
る）とはトランスフォーメーションあるいはポゼッションを意味する。しかし舞踏譜が指摘している
ものに（なる）のであるが、完全に（なりきって）しまえば外部からの振り付けは無効と化し、表現
はあるトランス状態のままで停滞してしまうことになるだろう。そこでもう一つの世界（想像的空間
を生きる）ことが必要となってくる。それは、醒めて、自覚していて、自らを管理する状態である。
この二つを同時に保持しようとする。この分裂しているような二つの状態（世界）を同時に保つとい
うことが舞踏譜の舞踏の難しさである。さらにその二つの状態を保たせているのは踊っている自分で
はなく舞踏というもう一つの生命なのだと知覚する。また分裂しながらどっちつかずになっている状
態も一つの舞踏になっている場合もある。ここでは舞踏者の目が一体どこに付いているのかというこ
とが問題となってくるだろう。土方巽の「すべての技術は魂のうちにある」という言葉は、必然的に
「技術とは何か」という問題を提起する。覚えるという技術、忘れるという技術、そういう行為全体
を司っているもう一つの技術。外部から投げかけられる言葉を実体としてとらえ、偶然を必然のもの
にする努力が舞踏手の資格となる。真の創造的能力をつかみ取ることを舞踏から要請されているのだ。
仮に言葉の先にあるものが舞踏だとしても、舞踏譜の中に何を見出すかは舞踏手の創造能力そのもの
にかかっている。なぜならば人間は言葉を使うことで文化を築き上げてきたのだから、舞踏もまたそ
の例外ではない。

「舞踏する器は、舞踏を招き入れる器でもある。どちらにせよ、その器はたえず空っぽの状態を保
持していなければならない・・舞踏は空っぽの絶えざる入れ替えである」
土方巽。

「日本の「うつる」ということは一種の自然の法則であって、「うつす」といった能動的なもので
はないところがある。流動してゆくことが「うつる」の第一義である」
郡司正勝。

「死体になりつつ死体にならないで、死体を凝視している演劇空間が土方巽の舞踏である」
市川雅。

これら諸先生方の言葉は、私たちが舞踏譜の舞踏を研究してゆくうえで貴重な示唆を与えてくれる。

以前、私は自分なりの整理の仕方で土方巽から振付けられた多くの舞踏譜（ほとんどは公演用の振
り付け）を七つの世界に分類し、DVD-R「舞踏花伝」として出版したが、それは（重いものから軽い
ものへ）という分類の仕方であった。しかし今その分類の詳細を再検討する前にはっきりとさせてお
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かなければならないことがある。舞踏譜に頻繁に登場してくる（なる）という言葉の理解である。花
になったり、獣になったり、溶ける肉や壁や幽霊になるといった振付群である。なぜ土方舞踏譜は変
貌の連続なのであろうか？

それは舞踏が時間芸術であるということが一番の理由であろうと思う。

「舞踊は刻一刻にその形を作り出し、同時に自らの手で消してゆくという作用をいとなむ芸術であ
る。・・見せようとしないで、しかも人を深く感動させるのが、技術をのり越えた芸術の生命という
べきものであろう」と郡司正勝は「おどりの美学」のなかで書いている。またある講演のなかで次の
ようにも話している。
「
『憑く』という感覚は、意識的には客観的だと思うのです。そこで憑くという
ことは二重的意識を持っていると思うのです。のりうつる力がなくては役者にはなれませんけど、そ
れと同時にさめている自分あるいは客観性を保たねばならない」と。
私は私なりにこの二つの文章の中の舞踊は舞踏に役者は舞踏者に置き換えて理解している。土方舞
踏譜の変貌の連続は生命の流れなのである。表現は流れる水のようなものにならねばならない。流れ
ることが舞踏の生命なのである。
「舞踊は舞踊のためのもので、まして踊り手の表現を見るためでもその魂を知るためでもない。舞
踊家は一個の伝導体でしかない。舞踊家がその作品の中で何かを見せようとすれば、機械はバッタリ
と止まってしまう。舞踊としての生命の動きを止めてしまうのである」この言葉は「おどりの美学」
の中で日本舞踊について語られている言葉なのだが、今の舞踏に当てはめることはできるのであろう
か？

初期の舞踏は土方巽という強力な個性が暴力と倒錯的エロチシズムを引っ提げて既成のダン

ス界に挑戦したところから始まった。まさしく主役は超個性ともいうべき土方であり、土方は舞踏そ
のものであった。一個の人間の生の叫びがそのまま生々しい舞踏へと変貌していたのではなかったの
か。個という概念の薄い日本の文化的状況に強烈な自我と否定の精神を持ち込んだのも土方であった。
個あるいは自我そのものが舞踏の表現の本質ではなかったのか。しかし、時とともに状況は変わって
くるのだ。後期の土方舞踏について「舞踏という舞踊の季節」のなかで郡司正勝はこう述べている。
「舞踏とは、戦争という暴力の後に残った、骨と皮の動物に落ちた闇の中で、人間が人間であること
を発見した優しさの表現ではなかったか。そこには創造とか自我とか個性といった気負った虚栄はな
い。ここに近代と絶する新しい次元がみられる」と。土方舞踏の初期と後期の現れ方の違いは歴然と
している。しかし土方巽の中では移り変わってゆくことへの確固たる必然があったのであろう、私た
ちは推測するしかない。前述した（空っぽの入れ替え）のことに話を戻せば、空の器にはいつも何か
が侵入してきて、棲みつき、また逃れ出ているのだ。それは、死者や先祖や精霊や零落した神かもし
れない。ハンス・ベルメールの少女やフランシス・ベーコンの法王や伊藤若冲の鶏が棲みついていて
もおかしくはない。器の主役は次々と入れ替わるのである。（なる）ということはまず舞踏者の肉体
を空の器にするところから始まる。日本の伝統芸能の基本的な修練は（生を殺す）というところから
始まるのに類似している。しかし土方の空の器には伝統芸能が切り捨てていった死の国の風土が色濃
く残っており闇が屹立している。暗黒舞踏の名の由縁である。
「モデルネ・タンツは思想の自由、表現の自由の美名の下に肉体の屈従を強い、捕らわれの媒体へ
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と肉体を蹴落としたのである」という市川雅の指摘は、皮肉にもモダンダンスだけではなく現在の多
くの舞踏にも向けられているのではないか。舞踏もまた悪しきモダニズムに捕らわれているのだろう
か。土方舞踏はそこからの遁走を決めたのではなかったのか？ 後期の土方舞踏は身を自然の中に置
き自然の一部となることで対立する二元論の世界から豊かな一元論の世界へと移行したのではな
かったのか。土方は最後には衰弱体そのものが舞踏の形であると言い残し、私たちを隔てた向こう側
で一人佇んでいる。もう一つトランスフォーメーションから派生してくる問題に舞踏とシャーマニズ
ムとの関係がある。土方巽は「いっそのこと俺は不具者に生まれついていた方が良かったのだ、とい
う願いを持つようになりますと、ようやく舞踏の第一歩が始まります」と言っているが、郡司正勝も
日本の芸能の呪術的起源を探る中で次のように説明している。「日本のシャーマンの多くが肉体的に
欠陥のある人々によって、司祭された例も決して少なくない。・・生まれながらにして病弱な、一度
は死線を越えた者が、舞踊家の資格を与えられたのである…深く魂に傷ついたものが、仮宿の身体を
求めて、激しい舞踊の始原へ戻る『魂振り』の運動・表現に日本の舞踊は求められたのではなかった
か？」 郡司正勝が土方舞踏を認めているのには、土方舞踏の中に舞踊の始原を見ているからであろ
う。古典芸能研究者と前衛芸術家の魂の交換がおこなわれているように感じる。世界のどの文化圏に
おいても舞踊と宗教的儀式の間には切っても切れない関係がある。シャーマンの犠牲的肉体や狂気に
捕らわれた状態、冥府への下降の旅、仮死と変身、慰撫者・呪医として立ち戻る存在、それらはいず
れも土方舞踏を彷彿とさせる。「シャーマンにとっては、森羅万象は擬人化された宇宙である。岩、
植物、動物、これらすべては人格的な主体を持っている」とあるシャーマン研究者は述べているが、
土方舞踏譜とどう関連しているのだろうか。しかし土方巽はシャーマンであったのかとの問いには答
えは否である。土方はあくまでも一個の舞踏家たらんとし、自己の肉体を舞踏そのものとして存在足
らしめることに命を削っていたのである。宗教的効用などを推し量ったりはしてはいない。神の招命
でも神おろしの家系を守ることでもなく、ましてや神を芸術商売の元手にはしていないのである。そ
こは潔い。「私の踊りは神社仏閣とは無縁である」と土方ははっきりと言っている。また「自然主義
的神秘主義ほど厄介なものは無い」とも言う。自己の存在の不安や行為の確証を、また薬を飲んでい
い気持になっているようなトランスを、安易に神秘主義の中に逃げ込ませてはならない。判らないも
のを判るもので包囲してゆく、すると判らないものはまたスーッと逃げてゆく、追いかけっこの連続
である。判るものとは言葉である。この果てしのない永久運動から遠く離れたいという思いは誰にで
もある。しかし判らないものとは神以前に自分自身のことなのだ。自分から逃げることはできない、
だから人間にはいつの時代にも自分を忘れるために舞踊・舞踏が必要なのかもしれない。この人類が
抱えるパラドックスに挑戦したのも土方であったのかもしれない。
「舞踏花伝」の中で、私は舞踏譜を七つの世界に分類した。
（解剖図鑑）
（焼け落ちた橋）
（壁）
（鳥
と獣）（花）（神経病棟）（深淵）の七つである。重いものから軽いものへという流れで整理をしてみ
た。しかし重いもの、軽いものという分け方は便宜上のもので、重さとは何か、軽さとは何かがテー
マにならなければならない。重さを表現しようとして、足を踏ん張ってみればみるほど体は軽くなる。
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重い体とは投げ出され忘れさられた表現不能者・放棄者のものだろう。絶望・放棄・不能という重さ
である。表現できないということが一つの表現になっているのかも知れないがそれは不明である。ま
た気分の重い人ほど軽くなりたいと願っている。人間の中では重さと軽さはいつも同居しているのだ。

闇と混沌への恐怖、この見えざる重さにどう対峙してきたかが人間の歴史なのだろうか。
「闇と混沌の恐怖は、目に見える対象との間に介在するあらゆる距離が呑みこまれて、黒一色に塗
りつぶされ、主体と客体との間の裁然たるへだたりを失うことへの恐怖である」
種村季弘。

土方舞踏が暗黒舞踊という名で産声を上げてから半世紀以上が経った。暗黒とは闇、混沌、未分化、
不可視、下降、地獄、死、恐怖、絶望、不能、悪など多くの事柄を暗示する言葉であろう。世界の趨
勢の中で「暗黒」という言葉がいつの間にか消えて「BUTOH」で括られるようになった今、もう一
度この「暗黒」の意味を考え直す時期にきているのかもしれない。戦中・戦後の焼け跡の闇は今も世
界中を覆っているのである。捉えなおすべきは舞踏の未来などではなく舞踏の現在なのである。自己
表現という美名のもとに隷属しているような舞踏はいずれ消滅の運命をたどるだろう。残るものは己
の戦いの痕跡だけだ。舞踏が今なすべきこと、これは己の足元を掘り下げてゆくことでしかない。人
間の基層に触れること、闇の中に一人屹立する勇気がなければならない。舞踏はあくまでも自己探求
の旅なのである。

本題に戻って、
「舞踏花伝」でまとめた舞踏譜世界の再検討に入っていきたい。
「舞踏花伝」の一番目の世界（解剖図鑑）から考えてみよう。舞踏譜の中で一番重く底にある世界
である。舞踏譜の中に（重い顔）という言葉がある。
（思案に余った、どうすればいいのか判らない、
沈痛の重さ、投げやりの重さ、視線の切れた重さ。前面と背後が全く切れた状態）
。
（重い顔）という
言葉の一つにもこれだけの身体の状態や心理状況が隠れている。この言葉の絵画資料はフランシス・
ベーコンである。土方はベーコンの踊りを「肉体の迷宮」あるいは「偏愛的肉体論」と記している。
無限の循環が持つ無時間性もまた重さのひとつであろう。ベーコンの舞踏によく使われる言葉に（内
臓の回路を辿る）という言葉がある。市川雅は土方の肉体について、「肉体迂回を繰り返す肉体」だ
と指摘している。土方から、「踊ろうとしている対象がいきなり自分自身の中に登場してきたらどう
なるのか？」と聞かれたことがある。稽古中に、「肉が単独で泣いているんだよ、危ういものをかろ
うじて形で支えているんだよ」と太鼓をたたきながら叫んでいた。「欲望のオブジェ、そういう技術
を入れておく器が肉体である」これも土方の言葉である。画中のベーコンの人物を、断片に砕き、解
体して仕分けをし、各部分を捩れた新たな関係に並べ替え、肉の収縮・増幅を繰り返えさせ、肉体の
部分の突出をはかり、さらに肥大化させ空間化させてゆくような動きに作り変えてゆく。そこには舞
踏手の安易な心理的構図などが入り込む余地のないメカニズムと格闘している肉体がある。ベーコン
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の踊りの稽古中に土方が言った「リアルなものほど神秘なのだ」という言葉をどう理解したらよいの
だろう。舞踏譜の（解剖図鑑）の世界の中にはベーコンの他にもいくつかの絵画が重要な資料となっ
ている。フランシスコ・デ・ゴヤである。アンドレ・マルロー曰く「手の施しようもない状況に追い
込まれた人間の普遍的な感情を伝える」ゴヤの世界である。「肉体の牢獄に生きながら閉じ込められ
た者の悲劇、ゴヤは耐え難い狂気のイメージによって世界を解釈している」と澁澤龍彦はゴヤ論の中
で書いている。舞踏譜では闇の中から現れては消えてゆく妖怪のようなゴヤの画中の人物が数多く登
場してくる。闇は背後だけではなく身体の内側や目の中にもあるのだ。見たこともない人物が身体の
奥深い闇の中から出現してくる。「理性の眠りは怪物を生み出す」とはゴヤ自身の言葉であるが、私
たちは自分の体の中の黒い部屋に未だ見たこともない怪物を飼っているのかもしれない。その闇や不
安や不気味さ、救いのなさがゴヤの踊りの時空間になる。「闇とは何か？」という稽古場での唐突な
問いかけに言葉を失っていた私に土方は「ほら私の手の中にいる鮒の中にも闇はあるんだ、重いんだ」
と言っていた。また「混沌の中の誠実」という言葉も手ごわい。混沌が肉体のことを指しているのか、
私という存在なのか、複雑な振付の舞踏譜のことなのか、あるいは宇宙のことなのか、いずれにして
も「誠実」とは？

この言葉はルドルフ・ブレダンの版画を私たちに示しながら語った言葉である。

巨視と、微視の、これ以上の結合は不可能と思われる劇的空間の密度について稽古している私たちに
問いかけた言葉である。人間が人間としての根拠を失い、肉体が肉体としての輪郭を失い、希望も終
点もない一流適者の孤独な踊りについてであった。
「世界で一番遠いものが自分の肉体である」と言っ
てその日の稽古は終了した。一体イメージとは舞踏者にとって何なのだろうか？ 頭で泡を吹いたよ
うな一瞬の視覚的イメージなどはあっという間に消滅してしまう。それはイメージではない。私の主
体にまでかかわってくるイメージ、私の体を変容させてしまう力を持つもの、自他ともがわからなく
なるような状態に導くもの、あるいは私が抵抗してもより強い力で引きずり込んでしまうような力、
これらが舞踏者にとってのイメージなのだ。それは時間とともに強固になってゆくものなのだ。「誠
実」という言葉は、それらの未知の世界へ飛び込んでゆく勇気のことなのか、あるいは自分のことは
自分でけりをつけるという意思のことかもしれない。
「重さ」について考えてみると、
「動かない石の
重さ」「濡れて不定型な深海の生き物の重さ」「無名の肉の重さ」「重さに耐えている重さ」といくら
でもあるだろう。世界のほとんどの舞踊が「軽さ」を主眼に置いているなかで、土方舞踏のいう「重
さ」はこの地上から飛翔することではなく、地上をいとおしんで徘徊することでもなく、人間という
大地を踊る舞台とし、自分の中に下降してゆく重さなのだ。人間という存在の重さである。それを計
ることはできない。以前、世界的に著名な振付家が「舞踏は重力を手なづけ、味方につけた」と褒め
ていたことを思い出すが、それは舞踏に対する西洋人の印象であろうと思う、私は、舞踏はバレエの
対極にあるものではないと考えている。

二つ目の世界（焼け落ちた橋）に移りたい。郡司正勝曰く「土方の舞踏は肉体を素材とした芸術で
はなく、肉体そのものを喰う行為そのものが踊りなのだから、死の舞踏なのである」この言葉に代表
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されるように舞踏が前面に押し出してきたものは「死」であった。戦後の日本のダンス界が健康な肉
体の美と力の一致をお題目のように唱えていた時期に、土方は醜悪な美と悪魔的な変身と嘲笑を引き
連れて死者の屍衣をかぶって出現した。死の視点から肉体を観念したこの踊りは昭和元禄で浮かれて
いる日本の首都に真っ赤に熱した太い杭を打ち込み、灰神楽の中で闇をばらまいたのである。（焼け
落ちた橋）とは戦争の焼け跡で全身火傷をしながら天界と地界の間に立ち尽くしている人間のことで
ある。天と地の架け橋が燃えているのだ。刻々と死につつある人間のことである。生きたい何として
も生きのびたい。耐え忍ぶ痛みと汚らしさ、人間という条件や輪郭をすでに失っているのだ。焼け跡
と狂気。（はたして動くことができるのか？）土方は「人間が存在するために不可欠なもの」と記し
ている。この（焼け落ちた橋）の世界を通過するのには痛みが混じる。舞踏譜を紐解いてみよう。
（顔
の重層、ひきつり、ベーコンの顔、ミショーの神経、片腕の凝固、馬の首、乞食、骸骨、仮面の裏側、
癒着、膿、すべる、ずれる・・） 舞踏譜を理解してゆくうえで大事なことは重層と混濁をはっきり
と分けることである。総合的な重層化が必要なのである。そして受け身体となるだけではなく、こう
してしまおうという実験的な精神が求められる。プラスアルファである。（顔の重層～）のフレーズ
には 13 の言葉がある、一つ一つの言葉の間にこそ踊りは潜んでいるのだ。言葉と言葉の間のブリッ
ジの仕方が踊りの速度や密度を決め、その密度が踊りの強さを作り上げてゆく。溶けて、癒着した不
定型な肉の塊が、だんだんと肉が削げ落ちて細くなり、骨が露出し、骸骨になってゆく。このプロセ
スが舞踏なのである。土方舞踏には型があるといわれることがあるが、型をスタンプのように押して
踊りを続けているのではない。型から滲み出てくるもの、はみ出してくるもの、収まりきれないもの
が型を歪ませ、変質させながら、次の型を呼び込むのだ。型はゆっくり混ざり合うこともあるが、突
然型が空っぽになり恐ろしい速度で次の主役が型の中へ侵入して来ることもある。壊してゆく型、消
えてゆく型があるからこそ、その先にあるもう一つの舞踏の型というべきものがうっすらと見えてく
るのだ。その土方の高度な要請に答えてゆくには時間が足りない。以前、舞踏花伝を英語に翻訳して
いただいた時に翻訳者から質問があった。「なぜ土方舞踏には膿という言葉がこんなにも多く出てく
るのか？」私は彼にうまく説明できたかどうかは記憶にないが、（膿）は内部から流れだし固まると
外部の皮膚となる、内部が外部にあふれ出て、外部は内部に浸透してくるということは肉体を一つの
皮膜としてとらえているといえないだろうか。
【膿】の稽古ノートにはいくつかの重要な指摘がある。
その言葉は、
（全体的な患部。膿の濃いところが自分だ。膿の血液とは、もやだ。背後、自分が踊って
いる他に、もう一つの核がある）この（全体的な患部）や（もう一つの核）という言葉の空間には、
自分ではどうしようもない状態に打ちのめされてすがるものもなく、ぽっかりと空いた体の洞窟に向
かって助けてくれーと弱弱しく叫んでいる舞踏手が捕らわれている。人間の壊れ方、断末魔、空間が
痛い、空間が病んでいるのだ。空間とはもちろん体のことである。内と外との境界線が浸食しあい曖
昧になってゆく。空間が膿なのか自分が膿なのか。体中から膿が流れ出せば、デクーニングの女のよ
うになるだろうし、膿が引き伸ばされ薄い膜のようなものになればターナーの鈍色の空にかわってゆ
くだろう。また乾いて鉱物化したかさぶたは光を通過した鼈甲飴のようにも見えるだろう。鼈甲飴で

771

できた少女が膿の中から登場してくるのは正当なのである。膿は、流れ、固まり、引き伸ばされ、変
色し、結晶化し、希薄になってゆくことで、別の世界への橋渡しをしているのである。ターナーの絵
について種村季弘はこう書いている「理屈に合わない狂った遠近法、二重焦点、あるものの形が他の
ものに溶け込んでしまう・・・描いている時間を描いている・・・消しながら描いている」このよう
に何枚もの絵が重なりあっているキャンバスが肉体そのものであり、描いたり消したりを繰り返しな
がらいつも不安定な形を持っているのだ。そしてその不安定さが踊りを支えている。さらに腐敗や気
化や消化が次の変貌への道標となる。大事なことは徹底的に自分にこだわるということなのだ。自分
の肉体を熟視すること、踊りはそこから始まる。

三番目の（壁）の世界の舞踏譜にはこう書いてある「あなたはすでに構築している」「時間という
虫に巣食われて刻々と崩れているものを必死につなぎ止めているのが肉体である」
「肉体は物であり、
時間とは肉体」
「肉体は時間と空間の蜂の巣だ」

（壁）の踊りは自分の肉体との格闘である。豆腐を描いていたら煉瓦になってしまうような、肉体
の内部に偏執的に関わる仮設作業である。私たちはまず肉体の材質という問題から考えなければなら
ない。デュビュッフェの壁に線描されたような人物や、ジャコメッティのこれ以上は接触できそうも
ない細い彫刻やブリューゲルのざらざらと粗い粒子でできている壁化した乞食に出会わなければな
らないだろう。それらは圧縮され塗り込められている。肉体という立体をさらに立体化させ、ずらし
ながら壁を厚くしてゆく。肉体を空間へ拡張してゆくのと同時に内部への密度を濃くしてゆかなけれ
ばならない、拡散と集中の二つの反するものを同時に行うことで壁が出現する。また（壁）の舞踏譜
の中ではオノマトペがよく使われる。たとえば、（ガチッと固まる、ボロッと崩れる、ボキッと折れ
る）
、これらを（カチンと固まる、ポロポロと崩れる、ポキンと折れる）と比較すると両者の違いは歴
然であろう。短い擬音の中に質感や量感、速度も含まれているのである。日本的な感性がよく表れて
いる。肉体の材質に目を向けることはそれぞれの材質が持っている時間と向き合うことである。しか
し肉体の材質を探求しているのはなにも舞踏に限られたことではない。大量破壊兵器の使われた二つ
の大戦で人間は断片に粉砕され人間の死という尊厳をも奪われた無残な肉塊となって放置された。物
化している無言の肉体が路傍に放置されていたのだ。それは現在でも同じかもしれない。戦後に発生
したアンフォルメル運動も戦争の持つ悲惨さと無縁ではない。肉体とは何か、自分とは何か、表現と
は何か、肉体と自分との関係を再び探り始めたのだ。デュビュッフェはこう語っている「絵画は物を
物の身体へとさしむける」この言葉は言い換えれば物としての肉体をどう描くのかということではな
いのか。また「流れは、描かれた対象とその対象を描く画家というふたつの堅固な極の間につくられ
る」とも言っている。舞踏ではその対象を描くという行為が肉体の上で行われるのであるから、その
極の間をどうとらえればよいのか、極の間を「距離」という言葉に置き換えてみればわかりやすい。
まず作家と作品との距離という問題である。土方は「私は作品ですからおいそれとは見せられない」
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という。三島由紀夫はこう言っている「芸術家と芸術作品を一身に兼ねることの一瞬とは、自分の意
図した美が完成すると同時に自分の官能を停止せしめ、肉体は他者にとっての対象に他ならなくなり、
すなわち死体になった瞬間であった」この言葉の背後に土方の「命がけで突っ立っている死体」が影
のように立ち現れる。しかし舞踏は自分の肉体を彫刻のように作品化させるわけではない。肉体その
ものが表現ではあるが、舞踏はその肉体からはみ出てゆくものである。土方はそれを強引に自分の肉
体の方に引き戻そうと格闘しているかのように見える。必死に舞踏を自分の肉体に塗り込めようとし
ている。いや、もしかしたらその先に自分自身の肉体をもどこかに塗り込めようとしていたのか？「マ
イナスの方向へ」という言葉が重くのしかかってくる。舞踏譜に次のような一行がある「幽霊が壁の
中に入ってまた出てきて空間に消えていった」舞踏譜を英訳するときに、翻訳者から「幽霊って誰が？」
「壁ってどこにあるの？」と問いかけられた。英語では主語が必要なのだ。そこで「私がいつの間に
か幽霊になって、その幽霊がいつの間にか空間に現れた壁の中に入って行った」という英訳になって
しまった。舞踏では幽霊も壁も消えてゆくこともみな自分の身体に起こった出来事なのである。日本
語の持つ主語の曖昧さがまた舞踏の特徴を形作っている。稽古場では「幽霊が～」といえばすぐそこ
に幽霊になっている自分がいる。この疑いの少なさもまた貴重なのではないかと思う。「疑いばかり
で実りが少ない」という言葉もあるではないか。

四番目の世界（鳥と獣）に移ってゆきたい。ここでは「猿から始まり狐で終わる」といった日本の
伝統芸能の物真似発生論との関係でも、神の予言や魂を運ぶ鳥の話でもない、（鳥と獣）の舞踏譜上
の検討をしてみたい。

「脆さの精素を用いて遊ぶ舞踏には、人間であることを忘れるという刺激が、人間以下のものに好
意を寄せる状態を導きだしてくる」
土方巽。

「日本では当然のごとく人間は転生する。ことに中世に成立した能なんかになりますと、動物や植
物が主人公になります。こうした草や露や雪などそのものが、ドラマの主人公になるといった演
劇は西洋にはありません」
郡司正勝。

「錯乱した想像から生まれた奇怪な動物が、人間のかくされた自然本能の姿となった」
ミッシェル・フーコー。
「人間は夢の中で動物に戻る」
プラトン。
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このように貴重で暗示的な言葉が数多くあるが今は深くは入り込めない。
私は稽古場での自身の体験から始めたいと思う。獣の稽古をするときに、四つんばいになる。不思
議なことだが、妙にほっとしたような安堵感に包まれる。なぜだろう？ 二本足で立って日々人間を
演じていることからの一瞬の解放なのか、無名性への誘惑なのか、獣の目には人間とは違うもう一つ
の地平が広がっている、それは新鮮である。二本足で立つ前の本能的な姿の名残なのであろうか、何
もしないでこのまま人間には戻りたくないと思ってしまう。動物のしなやかさや重さや軽さや仕草を
演じているより、動物の眠りに誘われていきたい。そのまま何もしないで眠っていたいと思うのであ
る。
「動物を追っていったら踊れなくなった」
。動物の姿態の模写でも模倣でもない本質的な何かが動
物の踊りには潜んでいるような気がする。「動物の気まぐれに１００パーセント確信を与えている神
の手に触れなければならない」と土方は言うが、そんなことができるのであろうか。「気まぐれ」と
いう言葉だけを取り出して考えてみても迷路に迷い込んでしまう。自分の踊りを気まぐれの表現とし
て観客に提示して観客がそう感じたとしても、自分にとってすべては予定通りの行動なのでありそこ
には少しも気まぐれはない。それでは自分の決めた踊りを気まぐれに舞台の上で壊して即興をしてみ
ようと挑戦しても同じことである。ここに振付と即興の問題が横たわっているのだ。気まぐれに踊る
ということは、自分の感じたままに自由に即興で踊るということの意味ではない。それは単なる表現
の垂れ流し、酸素の無駄使いにしか過ぎない。自分で自分を騙す作業、騙されやすい肉体を喚起せよ
という、舞踏に参入する態度が問題になっているのだ。振付けられた踊りはすべからく即興として踊
り、即興といわれる踊りは瞬時に振付されているのだ。では気まぐれとはある憑依状態を指すのか、
それは振付も即興もなく気まぐれとも関係のない世界である。トランスフォーメーションとは自分か
ら向かってゆくものである。獣の世界であれ、鳥の世界であれ世界に仲間入りをすることである。そ
こでは獣や鳥たちがすべて私の舞踏の師匠となる。
（鳥）の世界の中心的課題は「材質のメタモルフォーゼ」である。カラスは老婆に、白い鳩は子供
へと変貌するのである。この材質の類似性・近親性ということは土方舞踏譜の特徴でもある。鳥が木
になったり、光になったり、産毛と体温になったりするドラマとしてとらえられている。また、コン
トラストや強調がメタモルフォーゼの鍵となっている。土方舞踏譜には数多くの鳥の踊りがある。
（鶴、
剥製の鳥、カラス、鳩、鴨、梟、孔雀、ミショーの鳥、ゴヤの鳥）枚挙にいとまはない。それぞれの
鳥がそれぞれの時空間と密接に関係している。たとえば長い鶴の首は線の描写の最終的なものとして、
ハンス・ベルメールの糸でできた少女や蜘蛛の巣の集積と合体につながってゆくだろう。鳩の白い羽
毛や丸い胸は白い粉状の赤ん坊の眠りとつながってゆき、まぶたの裏に白い光の花の出現をみる。孔
雀の長い羽根は鳥の神経の抽象の向こうに気化や無化を用意している。このようにメタモルフォーゼ
してゆく鍵を鳥という形を借りて探ってゆくことが重要なのである。鳥や獣を見ているとある種の霊
感ともいえるものの存在を感じることがある。一体それは舞踏とどうつながっているのだろうか。

五つ目の（花）の世界を覗いて見よう。「ここには日本人の美学が成立しており、植物の「花」を
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もって、人間の「美」の象徴としているのである」と郡司正勝は「舞踊名言集成」の中で説明してい
るが、能の「花」のことである。また、
「しかし世阿弥は「花」を説いても「花」とはいかなるものか
という知的欲求に応じようとしたものではなく、いかにしたら「花」を身に着けることができるかと
いうことの答えであった」
（踊りの美学）ともいっている。私の「舞踏花伝」も勿論「花伝書」からお
借りしたのであるが、単なる土方技法の説明に終わらないように心がけるしかない。舞踏譜の（花）
の冒頭にはこう記してある。（花の感情。内部が外部に溢れ出してゆく。花で打ち消される速度。身
体の持つ順番を消してゆく。奪われてゆく花弁によって包まれている。放棄したときに一番花の形象
に近いのはなぜだろう）舞踏譜には多くの花が絵とともに記譜されている。
（芙蓉）
（薔薇）
（董）
（水
仙）
（蓮）
（野花）
（ダリア）
（梅）その他（凍った光の花）や（ルドンの蛍の花）などもある。ここで
（花粉）の舞踏譜を取り上げてみよう。
（部屋いっぱいの花粉、濃度、眠り、包まれている、どんより
と重たい花曇り。朦朧としている。指先の細い糸、花、花弁をつまむ。帽子、髪の毛、花粉に包まれ
た花子。花粉を濃くして、ゆっくりと気化してゆく。指先の感覚のみで下がってゆく）花粉の部屋に
一歩入った少女が歩行している間にゆっくりと、しかし驚くべき速度で花に変身してゆき、さらに粒
子と化して花粉空間に同化して花粉そのものになり、最後には気化して空間に溶け込んで消えてゆく
というプロセスを振付けた舞踏譜である。奪われる、放棄という言葉が花の踊りのキーワードである。
肉体の消滅、それも壁で見せたような力ずくのやり方ではなく、身体を開いて受け入れるという状態
であろう。トランスフォーメーションのもつ自らその世界に参画するという態度よりももっと受け身
体の舞踏がここにある。気化、無化、空間化、エクスタシーも重要な要素である。奪われたいという
思い、自分が消えて無くなりたいという思いが花の踊りであろう。動物の持つ活動的な時間から植物
の受身的な時間への移行である。花を日本の美学とした意識が土方舞踏の中にも生きている。しかし
「純粋な花を、抽象の抽象でないものを」という土方の言葉には、抽象化してゆく肉体に対して「そ
うではないんだ」と語りかけているような気がするのだ。対象を抽象化し肉体までも抽象化してゆく
先には、表現は成り立つのであろうかと言っているように思う。意識、肉体が気化していった先に残
されているのは置き去りにされた抜け殻である。肉体とは抜け殻なのだという思いが、花によって自
分は今こうして生かされているのだという思いと交錯してゆく。閉じた体を開いてゆき、何者かに自
分をゆだねるという舞踏の転換点になるような舞踏譜の世界なのである。

六つ目

（神経病棟）の世界。

「彼はこの上ない〈通過者〉通過の囚人だ・・・狂気はむしろ、人間が自分自身と取り結ぶ微妙な
関係となる・・・・魔術行為と神を冒涜する行為は、一つの文化がそれらの有効性を容認しなく
なると、病理学的なものとなる・・・イマージュは少しも狂気ではない。狂気はイマージュに真
実の価値を与える行為のうちに自らの起源をもつことになる…神経病にかかるのは、過度に感じ
すぎるためというようになる。周囲のあらゆる存在に対して過度な連帯関係を持つと、病気にな
るというわけである」
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ミッシェル・フーコー。

舞踏と神経病あるいは狂気との関係を探ってゆくためには膨大な医学書と文化人類学の書を読ま
ねばならないだろう。とても私の手に余る。ここでは土方が好んで舞踏譜にしたいくつかの絵画を題
材に狂気との関係を探ってゆくしかない。
（神経病棟）の舞踏譜の中にも土方の発した言葉がある。（発作的断層。全体的患部。肉体と材質
の関係から肉体と人物の関係へ。総て優秀な錬金術師は神経病患者である。感情移入と神経のパター
ン化から脱皮せよ）など数多い。

アンリ・ミショーの絵画からの作舞。
・（メスカリン、神経の突出。インク壺、叫びの抽象。優雅さの分析）
・（光のひげのマント、薄さ・希薄さ。２メートル先の光の折れる細さに関わる）
・（3 つの顔、ザクロ歯、白い顔、右目と左半分が溶けている顔が髪の毛でつながっている）
ミショーの踊りが即興で行われたこともあった。稽古場では異例のことであった。

「私は私の体に没入した。そこは運動と休息の間にある私自身の中心であった。それは時に、脳の
統制から遠く離れた私の体の一部となった。ひくひく動く電気的な生物のように感じた」
「墨で脹れた飛沫との闘いは、始まり、もがき、暴れる。そして私にすぐさま理解を求め即断をせ
まる」
アンリ・ミショー。

ミショーはここでは一人の患者であると同時に、冷静極まる臨床医でもある。

（触覚と神経のみの歩行）という舞踏譜を紹介しよう。

（頭蓋の小枝がポキンと折れた、鼻に耳が付いた、こめかみから今しも鳥がとびたたんとしている、
足元から虫が這いあがってくる、足の裏の虫をジャリッとつぶす、頬の痙攣、小指がピクンと跳
ねる、喉の笛、背後にスプーンの落ちる音、頭の中に木の葉がサクサクと落ちてくる、少し沈む
体、歩こうとしたらガチャッと胸の小部屋の扉が閉まった、首筋を這うナメクジ、足元から跳ぶ
バッタ、空間のひげ、馬の首、絡まってゆく蔦、その上に変な笑いを残して逃げて行った）

一体おまえは何をしているのだ？何処へ行くのだ？という声が聞こえる。
この振りの中には同じ神経の動きが一つとしてない。一つ一つの神経の速度、方向、質感、音、が
違うのである。徹底的に管理すれば管理できないものが現れてくるのだろうか、身体は神経のオーケ
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ストラを奏で神経の共和国になってゆく。

ヴォルスの絵画も振付が多い。
・
（ヴォルス、胸元下への神経の束、顔に突き刺さる神経、途中で止めて石膏化、空間に増殖してゆ
く神経、何事もなかったように下がってゆく）
・（貝の中、千本の枝の一つ一つにキリストはいる、私は生まれてこなかった。私は出てゆく部屋
の中へ、私は出発のない結果を待っている。貝とは宇宙、私は何も作りはしないのだ）
・
（真空の動物、真空の中に私の仲間が、しかし、それは永遠に会うことはないであろう。もう一つ
の立体から、もう一つの平面へ。何かが始まろうともしなかった。テレジア、ムンク、ヴォルス
の重層化から、真空を通って、動物の顔が出る）

実際これらのヴォルスの振り付けは難しくて自分でも理解して踊れているのかは自信がない。舞踏
譜にはもちろんヴォルス自身の言葉が含まれているが、なにか禅問答をしているような気になってく
る。

土方の稽古場では今私が整理しているような順番で稽古が行われていたのではなかった。公演用の
稽古であるから、一つの踊りの中にいろいろなものが詰め込まれていた。タイトルは花の踊りなのだ
がその中にベーコンやミショーやルドンなどが入り混じっているのだ。違う世界からそれぞれが必然
性を持ちながらしかし唐突に出現してくるのである。神経病棟の振り付けにも蕭白の蛙の人物や小鳩
が登場してくる。この混在がまた土方舞踏の魅力なのだろう。小さい驚きの連続と予期しないものが
現れるというシュルレアリスム的な手法にも秀でたものがある。これも土方の才能の一つであろう。
「動きの変化を千積んでも一つの変貌にかなわない」というのが土方の舞踏哲学なのだ。一つには
コントラストによる強調があるだろうが、騙されやすい肉体を喚起せよという言葉の方に説得力があ
る。
「技術を完全にマスターした踊る狂人」が土方舞踏の理念なのかも知れない。
土方はミショーのように患者になり、臨床医になり、なおかつ踊る狂人として自己を作品化させ、
同じ肉体を持つ観客に向かって狂気とは何か、表現とは何かを問いかけているのである。舞踏は狂気
のように感染するのだ。

暗黒の闇の中で得体の知れない生き物が悶え蠢く

（解剖図鑑）

徐々に人の形を取り始めた途端、生という業火に焼かれる

（焼け落ちた橋）

内部へ塗り込められてゆく肉体が壁化してさらに物化してゆく

（壁）

騙されやすい肉体、気まぐれという神の時間、トランスフォーメーション。
抜け殻となった体に慈悲の花が咲いている。
（花）
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（鳥と獣）

神経の糸が分裂して、宙吊りになってゆく身体。狂気。
（神経病棟）
このように私たちは六つの世界を足早に通過してきた。

最後となる七つ目の（深淵）の世界。ここで中心となる踊りは（幽霊）と（光）である。
（幽霊は素晴らしい速度で変貌している）
（ゆくえとの対話、空間との対話、亡霊との対話）
（無数
の視線に解体されている）
（白い花の咲き乱れている時空のないところへ）
（もや、霞、うつろい、軽
いもののフレーズがさらに粒子化してゆく）
（輪郭すら解けている）
（希薄なものが周りの事物に溶け
込んでいる）という言葉が並んでいる。
身体全体が粒子化しさらに引き伸ばされて希薄になり空間に溶け込んでゆく幽霊の踊りの舞踏譜
である。さきに二次元の平面から四次元の立体へと絵画を読み込むことが舞踏家の仕事だと指摘した
のだが、幽霊の踊りでは逆のプロセスをたどることになる。画家がキャンバスに人体を押し込めよう
としているのなら、舞踏手は肉体という四次元の立体を引き伸ばし平面化させて二次元の絵画になっ
てゆかねばならないが、しかしキャンバスとはそもそも自分の身体である。そのキャンバスすら消滅
してゆくとしたら。手の打ちようもない速度である。そしてさらにマイナスの方向へと流れてゆく。
自他との境界線の消滅。ゆくえを失った白昼夢のような体はすでに足元から消えかかっている。闇の
中から現れた幽霊が白い光の中へ溶けて消えて行った。残るのは残像だけである。

「舞踏は消えてゆくから形が残る」

土方巽。

能も歌舞伎も遡れば亡者の出現によって舞台の幕は上がったのである。
体は仮の宿であるという無常観と憑依しやすい体質とが亡霊を呼び寄せたのだろうか。

（気化のプロセス）の舞踏譜。
（目の中の苺、口の中の薔薇、触れない香り、足元の花、顔が蛍になった、顔の気化、手のパヤパ
ヤ、背後の網の目、蜘蛛の巣で首を切られる）

（光の視線）の舞踏譜。
（前方に瓶の中の小鹿、後方に出来の悪い蝉の目玉、後頭部に背後の光、後光、耳の中を貫通する
光、指先の光、胸の中の光、上昇してボッカチオ、光の中、光の蜘蛛の巣に捕えられる、ヴォル
スの光、柳空間、神経の集積から、枝垂れる、解ける、時雨れる、鼻の下、あごの下、耳の後ろか
ら毛が流れている、光に解体される、蜘蛛の巣に光、ガーゼに光、目の乱反射、にじむクレヨン、
空洞）

白色は光でありまた死者の色でもある。
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土方の臨終の際の言葉は私たちに何を訴えかけていたのだろうか？

「神の光を臨終している」

土方巽。

以上、私は「舞踏花伝」にそって七つの世界を再検討してみたが、舞踏譜のまとめ方は何通りもあ
る、私もまた舞踏作品を作るたびに並べ替えている。一つの舞踏シーンにいくつもの世界が新たにな
だれ込んでくる。同じ振付でありながら再度踊る時には違った踊りになっていることが多い。踊りは
生物であるからその鮮度が大事なのだ。舞踏譜における再現性の問題や共有の課題などは日々の稽古
の中で解決してゆかなければならないと思うのであるが、「細部に捕らわれすぎてなにか大きなもの
が抜けてはいないかね」という土方先生の声も聞こえてくるのである。さらに生涯を舞踏に捧げた土
方巽の背後から語りかけてくる声にも耳を傾けなければならない。

この『舞踏譜考察』は私の持っている私家版舞踏譜や DVD-R「舞踏花伝」の序文として自分用の
覚書として書きました。
本文中では先生方の敬称を略させていただきました。私を導いてくださった先生方に感謝の念を
持ってお礼に代えさせていただきたいと願っております。
2015 年 吉日

779

和栗由紀夫。

Disability as Lifeworld
IKEDA Yumi
(Tokyo Metropolitan University)
Keywords : a disabled person, transformation of the body, the lifeworld,
rehabilitation, development of the ability

Shaping Action
In the interval before going to work after getting up in the morning, myriad movement and
actions are included. Stretching out one’s hand to the alarm clock, rising from a supine state,
getting out of bed, walking to the kitchen, grabbing the kettle, turning on the gas stove, taking
out a coffee mug, pouring water into the mug, washing one’s face, getting dressed, putting on shoes,
and more. In the kinematic viewpoint, the scene of the morning involves the performance of a
huge number of articular movement and incessant muscular activity.
Although these various behavior and actions are repeated as a sequential flow in the same order
on an almost daily basis, each activity and action is not performed in exactly the same way, as
though copied from one day to the next. Or perhaps it is better to say that human beings are
incapable of performing a task twice in precisely the same way. Behavior and actions are
spontaneously chosen and tailored in keeping with the state of one’s own body in terms of mood
and physical condition, as well as the surrounding environment, including light and temperature,
humidity, and sounds. And so, as for the movement and the act, it is done emergence without
rising to the consciousness of a person carrying it out.
The formation of human action involves mechanisms utterly different from those that control the
movements of robots; actions are shaped in each case in the context of a relationship between the
body and the world (i.e., the surrounding environment). For example, when walking to the living
room, while your center of gravity is propelled forward by the alternating movement of the right
and left legs, at the same time you will perceive various sensations on the bottom of the foot in
contact with the floor, such as inclination and material, friction, and shifts in pressure. When
pouring water into the kettle, you will feel the weight of the kettle in your arm, and you will
spontaneously adjust the amount of force exerted by your hand and arm in response to the gradual
increase in the amount of water. Deliberate action is realized through the conjunction of behavior
and actions with these sensations. Of course, the sensations felt in conjunction with behavior and
actions also usually remain in the background, without rising to the level of conscious perception.
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In the event of situations that diverge from your expectations, such as for instance when stepping
on a pebble lying on the street or when someone appears suddenly around a corner, one transitions
to the next behavior of becoming aware of the sensation of the pebble and adjusting one’s stance
so as not to fall, or of stopping short or quickly dodging so as not to collide with the other person.
Actions are shaped through the perception in the body, of the environmental world, and of the
relationship between the two. Preparation for these is already underway in the mother’s womb.
From a relatively early stage, the fetus begins moving its limbs, head, and entire body. By a
gestational age of about ten weeks, it will be able to carry out reflexive stimulation (“double
touch”) by touching its face and mouth with its own hands. 1) Furthermore, past the twenty-second
week of pregnancy, a fetus will be able to perform the movement of smoothly inserting its fingers
into its mouth – as when it begins opening its mouth even before its hand comes into contacts
with the lips, begins temporarily inserting its fingers into its mouth and repeating these
movements over and over again 2) – the fetus is already able to perform movements involving the
conjunction of each body part. In addition, senses other than the visual are said to already be in
a functionally mature state by before birth, 3) and the fetus maintains posture and moves its limbs
while adjusting to the amniotic fluid by making use of equilibrium function to maintain its
balance. 4)
In this way, the body of the fetus, as it is inextricably linked with the environment of the amniotic
fluid, takes form while being developed by the experience of the bodily perception of sensations
linked to movement, the experience of repeatedly exploring and perceiving the environment
surrounding its body (e.g., amniotic fluid, mother’s movements, sounds, and voices), and the
experience of perceiving the relationship between the body and that environment. The fetus is
thus thought to make physical preparations (i.e., for the environment outside the womb) that will
enable it to adapt spontaneously to body weight, light, humidity, breathing, and other changes
that will occur in the transition to the next phase of existence in the gravity environment. 5)
The generation and development of the nervous system also progresses at a frantic pace during
1) Vauclair, Jacques. Développement du jeune enfant. Motricité, Perception, Cognition. Paris: Belin, 2004
(Myowa Masako, Suzuki Kotaro ed., Shinyousha, 2012,) p.49. Rochat refers to the fetus touching one part of
its own body with another as a “double touch.” It is thought that the fetus engages in the exploration of its
own body through this dual experience of touching and being touched. See also Rochat et al, “Differential
rooting response by neonates: Evidence for an early sense of self.” Development and Parenting, 6:105‒112,
1997.
2) Myowa-Yamakoshi Masako & Hideko Takeshita. Do human fetuses anticipate self-oriented actions? A
study by four-dimensional (4D) ultrasonography. Infancy, 10：289-301, 2006.
3) Vauclair, Jacques , op. cit., p. 52.
4) Mishima, Masahide and Yukie Yamashita. Growing up: Spatial perception in infants. To live in space: A
developmental study of spatial cognition, Kitaōji Shobō, 1995, pp. 12-39.
5) Hitomi, Mari. What is development? Clinic and phenomenological approaches to rehabilitation, Seidosha,
2012, pp. 215-217.
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the fetal stage. The number of nerve cells is at its largest during the fetal stage, with around half
of these believed to cause cell death (apotosis). 6) The myelinization of nerve axons begins from
around the twenty-fourth week of gestation, increasing the speed with which electrical signals are
conducted. Synapse formation between neurons begins from around twenty-seven weeks, once the
nerve cells have matured. This enables the transfer of information between neurons, and leads to
the formation of networks of neuron (neural networks). Whereas neural networks are associated
with a wide range of neural activity in response to stimuli when the brain is immature, as the
brain matures they develop into mechanisms whereby they are established only as specialized
networks. 7) Thus, rather than a mechanism that begins simply and then gradually becomes more
sophisticated as it develops, the development of the nervous system instead begins with a high
degree of connectivity from which unnecessary connections are then removed, and through a
process of neural circuit refinement and specialization becomes a functional and highly productive
mechanism that performs only the necessary outputs. neural circuit refinement and specialization
(i.e., the self-organization of neural networks) is also thought to be carried out in an experiencedependent manner. In other words, this is to say that depending on the way things are experienced,
the ways in which neural networks are organized will differ, thereby demonstrating plasticity (the
possibility of change).
The nervous system and body comprise a single system. As a system, the body gives rise to action,
and actions shape the body in conjunction with cognition. In this sense, we have a mechanism for
self-organziation. 8) Here is the mechanism of this self-organization, actions are formed in each
case in the context of a relationship between the body and the environment, so as to become
embedded in the self ’s physical body.
When the nervous system suffers damage, such as might result from a stroke, neuron die,
causing networks to fail and cease to function. However, after a time, the reconfiguration of neural
networks is believed to begin with the manifestation (“unmasking”) of longstanding but normally
suppressed synaptic contacts and regeneration (“sprouting”) of neuron through the lateral bud
formation. 9) However, the reconstruction of damaged neural networks and recovery from paralysis
of upper and lower limb function does not necessarily occur simultaneously, owing to the specifics
of how re-connections are formed between neurons.
Sakakihara Yōichi. The pre-natal and perinatal periods. In Takashi Mutō and Masuo Koyasu, eds.
[Developmental Psychology 1, Tōkyō Daigaku Shuppan, 2011, pp.78-87.
7) Nabekura, Jun’ichi. Reorganization of brain functional pathways at the development stage. Baby Science.
8, 2009, pp. 26-32.
8) Kawamoto, Hideo. Clinical autopoiesis: The transformation and regeneration of the lifeworld, Seidosha,
2010, pp.199-204.
9) Matsushima, Yasuyuki. The significance of functional recovery of nerve after stroke and neurorehabilitation. Molecular Cerebrovascular Medicine, 4(1), 2005, pp. 15-19.
6)
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Transformation of the body
When Gregor Samsa woke one morning from troubled dreams, he found himself transformed
right there in his bed into some sort of monstrous insect. He was lying on his back—which was
hard, like a carapace—and when he raised his head a little he saw his curved brown belly
segmented by rigid arches atop which the blanket, already slipping, was just barely managing to
cling. His many legs, pitifully thin compared to the rest of him, waved helplessly before his eyes.
“What in the world has happened to me?” he thought. It was no dream…
“What if I just go back to sleep for a little while and forget all this foolishness,” he thought, but
this proved utterly impossible, for it was his habit to sleep on his right side, and in his present
state he was unable to assume this position. No matter how forcefully he thrust himself onto his
side, he kept rolling back. Perhaps a hundred times he attempted it, closing his eyes so as not to
have to see those struggling legs, and relented only when he began to feel a faint dull ache in his
side, unlike anything he’d ever felt before.
(Kafka, The Metamorphosis, trans. S. Bernofsky, Norton 2014) 10)
Here we have a passage from Franz Kakfa’s The Metamorphosis (Die Verwandlung, 1915), a
story in which the protagonist wakes up one morning only to find that he has been transformed
into a giant insect. From the bodily metamorphosis he witnesses, the main character suspects
that something preposterous has occurred, wonders whether it might be a dream, before noticing
that he undeniably lying flat on his bed in his own room, and that it does not seem to be a dream.
However, his thoughts turn to whether this might be a legitimate excuse for being late for work,
that if he were to stay silent, things might return to normal, that this is might not in be reality,
but in fact be some hallucination. Yet even though his mind wanders in such various ways, in the
end he begins preparing to leave for work, and makes an effort to rise from his bed. This is when
he fully glimpses his transformed body and he begins to feel a strange sensation. He also notices
that his body does move the way he expects. Even so, he makes an effort to adjust his posture and
attempts to move his body. By repeating these motions, what had been seemingly hallucinatory
increasingly takes on the substance of reality.
When we read Kafka’s Metamorphosis, this depiction of the protagonist—confronting a state in
which the body he encounters in the here and now is not his own, but has become something
other—conjures the sense that this must be like the feeling of doubting that the body before our

10)

Franz Kafka, The Metamorphosis (Translated by Susan Bernofsky, Norton, 2014), pp. 21‒22.
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eyes could in fact be our own, and furthermore of a body that refuses to move as we expect that it
should. It is though we are being shown the process of ultimately being forced to accept reality,
the difficulty of confronting something that is actually happening.
It might be presumed that victims of stroke who have hemiplegia also confront a state similar to
that of Kafka’s protagonist. In fact, when asked about awake after being taken to the hospital, a
hemiplegic patient who underwent rehabilitation after experiencing a stroke responded with a
description as follows:
At first I was surprised. I was confused, wondering “What’s happened?” In the hospital bed, my
left leg [the non-paretic side] was touching my right leg [the paretic side], you see? Since it didn’t
feel like my leg, I wondered what they’d put there. Then, when I touched one with my left hand,
I was taken aback. Though I realized after touching my thigh, feeling [with the left hand] from
my knee down, right? Having thought something had been put in there, I realized it was my own
leg. I was shocked.
This hemiplegic patient awoke three days after collapsing from a stroke, and this description
was part of an account given while recollecting the experience of that time. For this reason,
although it might be somewhat embellished, this description includes the expression of surprise
and confusion felt upon realizing that something thought to be a foreign object turned out in fact
to be one’s body. Just as experienced by the main character of Kafka’s Metamorphosis, it was as
though one’s own body had been transfigured into something another.
Another hemiplegic patient described the following about his paralyzed limbs:
You could call them objects, I suppose. They can still move, but it’s difficult to make complicated
movement. There is no sensation. They don’t hurt, they don’t itch, I don’t feel them move when
I want them to. But I can move them. Still, it doesn’t feel like walking, and I don’t feel anything
when using my left hand. Just that it’s moving. When I was healthy, I never thought about it
[how to walk, or how to move my limbs] – it’s just that they [my limbs] don’t move the way I want
them to, so, you know, I kind of get this sense of “What the heck is going on?” They move, but I
can’t put any strength into them, they just plop into place. Practicing walking with a cane feels
more confusing than painful, I guess. I’m forcing myself to move them at a point when I have no
sensation. They’re my senses, but I don’t feel like I really own them.
This report shows a sense of incongruity and distance arising in relation to the patient’s own
body, with feelings of confusion about not being able to move at will.
Although the symptoms to appear will differ depending on the area of the brain that is damaged,
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in the event of a stroke, in most cases motor paralysis will occur in the upper and lower limbs on
the side of the body opposite of the damaged side of the brain. The disease severity of the motor
paralysis has various levels The degree of paralysis can vary, and can occur at a number of levels,
such as where the patient is absolutely unable to voluntary move the affected arm, hand, and leg;
where moving some part of the body other than on the paretic side such as the arm or leg on the
non-paretic side results in a movement of the arm or leg on the paretic side, but where these limbs
cannot be moved voluntary; where arms, hands, and legs can be moved voluntary if all joints are
moved to the same direction; where each joint can be moved individually, but where fine
adjustments are impossible; or where arms and legs can be moved voluntary more or less similarly
to those on the non-paretic side. Other symptoms that can appear include the so-called higher
brain dysfunctions, such as sensory impairment and aphasia, apraxia, anosognosia, and
unilateral spatial neglect, as well as dysphagia (involving difficult in ingesting foods or liquids),
and visual impairment. Such functional impairments result in states whereby a variety of
behaviors and actions cannot be performed as expected, such as not being able to walk, dress, eat,
or talk.
In contrast to the results of brain damage that manifest as phenomena observable by third
parties, the state experienced by post-stroke hemiplegic patients such as in the case described
above can be imagined to be akin to living in a world that one has not previously experienced.
Your arms and legs feel heavy, and you experience an unpleasant tightening sensation. Your hands
and feet feel rounded and shrunken, your arms are heavy yet seem to float. Your legs seem to
disappear when you close your eyes. As suggested in such descriptions given by post-stroke
hemiplegic patients, the body is experience something other than being healthy. However, this
awareness falls short of understanding how the body has changed, and post-stroke hemiplegic
patients are themselves often unaware of the truths of how their bodies have been transformed.
You might know that an unresponsive hand is there by looking at your own body from the outside,
understand that a side of your body is hard to move, or recognize that you cannot see to the your
left space based on being told by people around you, but you do not aware that it is difficult to
perceive the left space in a true meaning. Even so, there will be other bodily transformations that
you will not understand even as a patient: not understanding how your body has been affected,
not understanding your own body, or even not understanding that you do not understand your
own body. As evidenced by various descriptions about a paretic arm—that the arm does not move
even when attempting to do so forcefully, that it cannot be moved even if it is left to power and
moves the arm, that it does not move with the intention and simply feels more stiff or tight in the
muscle, that one cannot perceive about whether the arm is moving, or that one feels as though it
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the arm bends only slightly but in fact bends much more—the bodily experiences of post-stroke
hemiplegia sometimes diverge from reality, a fact that they themselves often fail to notice.
Transformation of the Environment and of Environmental Engagements
If one is in a state that has caused a transformation in the body, one will not be able either to
make a connection to one’s own body, nor will one be able to approach the environmental world
without being able to have some connection to that world in the same strategy as in times of health.
In other words, one is in a state where it is difficult to sense either the body or the world. If we
assume that the environmental world for post-stroke hemiplegic patients is only that which can
be perceived by their own transformed bodies, we may imagine that the perceivable world will
also have been transformed.
One hemiplegic patient with severe “pusher syndrome” 11) and left-sided hemispatial neglect 12)
combined with anosognosia 13), when seated, would sit with her face always oriented in a direction
about thirty degrees to the right of the median position (i.e., facing forward). When the hemiplegic
patient spontaneously responded “I kind of feel like I’m not facing straight forward” to a therapist
who addressed her from her right side, the therapist asked “Which way do you think you are
facing?” At this, the patient replied “At this point I would say be facing to the back left corner”.
Then, when asked “So could you turn to face straight forward then?” the hemiplegic patient turned
her neck further to the right. To the therapist’s question “Is that straight forward?” the patient
replied “Yes it is.” Although as a phenomenon the patient turned her head to face further to the
right, from the perspective of the hemiplegic patient, since she had originally been looking far to
the left, the action of turning her head further to the right in response to the direction of turning
to face straight forward was the correct one. Although at first glance, from the perspective of a
healthy person, it looks like a mistaken action, from the perspective of the hemiplegic patient, it

Miyamoto Masaaki, “The Pushing Phenomenon”, in The ABC’s of High Brain Dysfunction for PT/OT
(Amimoto Kazu, ed., Bunkōdō, 2015), pp. 132‒135. Pusher syndrome refers to symptoms indicating that
one’s center of gravity when moving or maintaining posture is strongly “pushed” by the non-paretic side in
the upper and the lower limbs toward the paretic side, which is then corrected with the aid of resistance.
Within pusher syndrome, the pushing action seen in movement or at all positions is termed the ‘pushing
phenomenon.’ When sitting or standing, the non-paretic side supports the load of the paretic side to push the
whole body in the direction of the paretic side.
12) Ishiai Sumio, Studies in Higher Brain Dysfunction (Ishiyaku Shuppan, 2003), p. 121. Hemispatial neglect
is a condition where a person with hemiplegia fail to notice and report, response to, and localize stimuli
occurring in the contralesional space or perceived by the contralesional side of body. In patients with lefthemispatial neglect, the patient’s inability to notice the left side of his visual field, despite the maintenance
vision, results in an inability to find things placed there. Observable symptoms may thus include failure to
notice obstacles even when clearly encountered.
13) Ishiai Sumio, op. cit., p. 147. This refers to the symptomatic disregard or denial of the existence of
hemiplegia, a phenomenon in which the patient denies any impairment and claims not to be experiencing
any difficulties.
11)
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is a clear, self-evident action without doubt. Underlying this action is the transformation of the
body, of which one remains yet unaware, and the transformation of the lived world (i.e., the
lifeworld).
If, for post-stroke hemiplegic patients, the body other than what their bodies are able to perceive
may not exist, there is little choice but to move by using the

strategies that they are able to use

for the time being, via clues from the strategies that they do in fact find easy to perceive. For
example, whereas circumduction gait 14), the characteristic way in which post-stroke hemiplegic
patients gait is an abnormal pattern of gait from the point of view of therapists, in light of the
circumstances of post-stroke hemiplegic patients, it is necessary to apprehend their situation
along different dimensions than terms such as normal/abnormal or healthy/unhealthy. Seen from
the perspective of post-stroke hemiplegic patients, circumduction gait is the result of maximum
effort, and inherent to a body system that will be no longer operated to a different way strategy.
These transformations to the body and lifeworld occur not only in the case of strokes, which are
disorders of the central nervous system, but also in orthopedic diseases such as bone fractures
and osteoarthritis. Yet even though the underlying pathology may differ, for persons with
disability they are inherent to the organized body system that will be no longer operated any other
strategy.
The disabled persons live in the environmental world that it is possible for them to understand,
and if we assume that they live their lives responding to this world, 15) then we may say that among
persons with disability, rehabilitation is a frame in which to rebuild the body and the world that
is lived through that body.
Rehabilitation as Reconstruction of the Lifeworld
Interventions that seek to compensate for what is lacking compared to healthy persons—such as
by the repeated dorsiflexion of the ankle so as enable heel contact with the ground when walking,
or the repeated practice of swinging the leg straight forward rather than outward, or using a brace
so as not to catch one’s toes on the floor when taking a step—cannot lead to the development of
the ability to generate spontaneously action. In such cases, although adjustments to movement
can be made by concentrating attention on one’s own body, in situations where this is impossible,
such as walking along the street, the disable persons will become to gait with a pattern of

Nakamura Ryūichi and Saitō Hiroshi, Basic Kinematics, 4th edition (Ishiyaku Shuppan, 2003), p. 333.
Circumduction gait refers to the characteristic way in which post-stroke hemiplegic patients walk in which
the knee joint and foot are extended in a rigid state when taking a forward step with the lower limb on the
paretic side, such that the forward step is accomplished by the elevation and outward swing of the pelvis.
15) Hidaka, Toshitaka. Sekai o, konna fūni mite goran [Try looking at the world this way], Shūeisha, 2013.
14)
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circumduction.
Making forward progress from such a state of affairs requires that the process of rehabilitation
involve the setting of some sort of challenge (i.e., exercise) designed to develop the ability to
maintain involvement between one’s own body and the real world. In addition, it is also necessary
that the disabled person and the therapist exist in a “coupling” relationship with reference to the
process of reconstructing the system currently operating within the disabled person. 16) In this
sense, “coupling” refers to a relationship in which, although each exists as a separately operating
body system, the two subjects (the disabled person and the therapist) are mutually associated in
the context of the rehabilitation process. In the context of the coupling relationship, the therapist
explores the specific pathology underlying the phenomena manifesting in the disabled person. The
therapist observes the physical function, behavior, and expressions of the disabled person with
his or her own eyes, and on the basis of this makes further observations concerning the disabled
person’s feelings about his or her own body and own state, about the world, and about his or her
comprehension of involvement within the world. Through this, the therapist attempts to observe
the lifeworld of the disabled person, and so to clarify the inner workings of the disabled person’s
behavior. Then, the therapist considers the pathology in terms of what has been left behind and
left unestablished in the disabled person’s lifeworld, namely inquiring into how the person is
attempting to secure stability. 17)
Rehabilitation exercises are set based on the pathology observed. These exercises need to be set
so as to include choice and bodily perception. For the disabled person, the exercises devised by the
therapist represent a point of contact with the environmental world. It is at this point of contact
that the disabled person will repeatedly experience the perception of things that occur on the part
of the body and on the part of the world, and in this iterative process will at the same time
experience a relationship with the world. The point of contact with the environmental world is set
in a frame where it seems most probable that the disabled person will be able to access both his
or her own body and the environmental world (or the point closest to it). 18) While remaining
receptive to changes in the conditions of the disabled person, the therapist is called upon to devise

Hitomi Mari, op. cit., pp. 371‒372. Kwamoto Hideo, op. cit., pp. 172‒173.
Hitomi Mari, op. cit., pp. 283‒290.
18) Hitomi Mari, op. cit., pp. 280‒281, 373‒376. The “zone of proximal contact”is based on the definition
proposed by the Russian developmental psychologist Lev Vygotsky for the “zone of proximal development”
(ZPD). With regard to children’s intellectual development, Vygotsky defined the zone of challenges that a
child could for now only solve with assistance from adults or peers, but would in time be able to solve
independently – i.e., the zone of subsequent development – as the “zone of proximal development.”
Nakamura Kazuo, Vigātsukī shinrigaku: Kanzen dokuhon: Saikinsetsu hattatsu no ryōiki to naigen no
gainen o yomitoku [Vygotskian psychology: Understanding the concepts of “zone of proximal development”
and “Private Speech”] (Shin Dokushosha, 2004), pp. 9‒16.
16)
17)
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a frame that will enable the disabled t person to make forward progress while making independent
choices.
In other words, for a disabled person environmental setting by the therapist or therapist oneself
becomes the environmental world itself to reconstructing the body. Accordingly, the very way that
the therapist interacts with the disabled person yields the emergence of a new reality, and could
be said to open a path to the next phase. This change of phase, however, will not necessarily occur
only in the direction of further organization; it includes the possibility for change in many other
directions: setbacks, stagnation, confusion, or stoppage. In addition, in some cases a separate
pathology may appear that had not previously been visible, or a completely new pathology may
be born. The pathologies glimpsed in the context of (or even caused by) the relationship between
therapist and disabled person (coupling) are known as morbidities in rehabilitation. 19) To the
extent that a coupling relationship exists, changes that occur on the part of the disabled person
will also occur on the part of the therapist, and this situation cannot be avoided. When the state
of the disabled person stagnates, so too does the therapist. When the state of the disabled person
grows confused, so does the therapist grows confused. For this reason, the therapist must observe
the changes that spring from the body of the disabled person, taking these as cues to consider over
pathologies that may not be visible to the eye, and in each instance adjust the prescribed exercise
regimen.
The lived world of the disabled person is transformed in manifold ways through involvement
with a therapist, and may sometimes point to changes that exceed the therapist’s expectations.
Interviews were carried out with three hemiplegic patients more than a year after each had
suffered a stroke. At the time of initial onset, these patients had not been able to accept their
paralyzed bodies; they felt anxiety over the fact that everything had changed and over how they
would live, as well as insecurity and self-pity about their inability to walk. However, through the
process of rehabilitation, they gained experience in these changed bodies, and despite the internal
conflicts of “self-blame over becoming hemiplegic when faced with something beyond my abilities”
and “nostalgia for the old [pre-paralysis] life despite awareness of the existence that this other
[paralyzed] way of life” the patients reported variously that “I’ve grown accustomed to being
paralyzed, to this being who I am now. I don’t feel the inconvenience of being paralyzed”; “I get
around by fully acknowledging my paralysis and asking myself how I can do something, imagining
myself into the state of being able to move”; “I sometimes feel odd sensations, like my fingertips
aren’t moving, but don’t feel any inconvenience in terms of movement”; and “I have no choice but

19)

Hitomi Mari, op. cit., pp. 301‒328.
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to live with my paralyzed body.” Despite differences in the degree to which these three had
recovered from their respective limb paralyses, the patients’ physical condition was such that they
were all capable of walking with a cane. From these descriptions, it appears that through the
process of rehabilitation, the sense of self was reshaped to include the paralyzed body, with the
effect that patients gained the ability to reconstruct their bodily actions to more closely unify them
with their surrounding environments.
Conclusion
The disabled Persons live in a changed world in conjunction with their own changed bodies. In
the context of rehabilitation, therapists may well be external observers who draw on their own
perspectives to comprehend the lived reality of their disabled patients, but they are also part of
the environmental world that surrounds these same person. Through the coupling relationship
between therapist and disabled person, the former suggests a point of contact (frame) that links
the latter’s own body with the world. The disabled subject burrows into the frame suggested by
the therapist, and through the action of confronting choices, accumulates experience perceiving
the feeling of having a body (bodily awareness) and the feeling of a body that is kept in motion
(kinesthesia). In this way, in the context of the rehabilitation process, persons with disability and
therapists become associated, and a metamorphosis occurs. 20)
This paper was based on supplements and reorganized interviews with hemiplegic stroke
patients published elsewhere in the “Environments of Persons with Disability” chapter 20 of Ecofantasy: Toward extending our environmental sensibilities (Toshiaki Yamada; Hideo Kawamoto,
ed., Shunpūsha, 2015, pp.313-324). These interviews were carried out with the informed consent
of the patients involved. In addition, this collection of accounts by hemiplegic stroke patients
benefitted from the assistance of Rumiko Nakazato, an occupational therapist, and Masako
Iwasaki, a physical therapist. In preparing this paper, I would like to acknowledge my gratitude
for the guidance of Prof. Hideo Kawamoto, Rumiko Nakazato, and Masako Iwasaki.

20)

Kawamoto, Hideo. Metamorufōze: Metamorphosis: The core of autopoiesis, Seidosha, 2002.
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The Significance of Views on Nature in Forming Views on Life and Death
IWASAKI Dai (TIEPh)
Keywords : view of life and death, view of nature, worldview, palliative care,
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1. The rupture of nature and life
The modern Western perspective on nature, which has developed against the backdrop of the
natural sciences, positions nature in opposition to civilization and external to the cultural context
of daily life. In light of environmental problems, nature becomes “a precious resource” that should
be protected. By contrast, the Eastern view of nature positions humans and nature not within an
oppositional structure, but rather as elements of a single living environment connected in
KYOSEI (a coexistential living of mutual respect involving both independence and connection). 1)
Where all of creation is seen as being imbued with life, as in animism, nature also bears “a sacred
quality”. The view that the dignity of nature are self-evident arises from this sense of coexistence
with the environment, which is strongly rooted in Japan’s religious foundation; it is not a universal
understanding shared by all of the world’s societies and it is by no means easy to explain. 2)
On a fundamental level, views on nature cannot be discussed independent of their context. For
instance, Christian doctrine teaches that the world was created by God, that humans were made
in the image of God, and hence, occupy a special position within creation and have dominion over
the earth. Perspectives on nature are in this way defined by a range of factors including history
and creation myths, spirituality, and beliefs about the afterworld and the nature of spiritual
entities such as God. They cannot be discussed if the singular grand narrative to which they
belong is ignored. Perspectives on nature, in other words, are expansive and comprise one aspect
of a person’s worldview.
The same can be said of views on life and death. The phrase “views of life and death” here refers
to understandings of what life and death are and whether life continues after death, but it also
encompasses the ways in which those understandings give meaning to one’s actual life and death
and the question of how one lives, as well as perspectives on human life and existence more

Makio Takemura, “Towards a Sustainable Coexistential Society,” in Tomonori Matsuo, Makio Takemura,
Satoshi Inagaki, eds., Introduction to Eco-philosophy, Tokyo: Nomble, p. 22.
2) Tomonori Matsuo, “Towards the Actualization of ‘Coexistence with the Environment,’” in Makio Takemura
and Tomonori Matsuo, eds., The Shape of Coexistence: Constructing the Study of Coexistence, Tokyo:
Seishin Shobo, 2006, p. 239.
1)
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generally. In the Western tradition, the concept of dignitas hominis (human dignity) has been
discussed over the years in the context of the meaning of life and death. The problem that arose
in this discussion was the difference between humans and all other forms of life—in essence, the
qualitative gap in their existence. Aristotle argued that the ability to reason gave humans
ascendancy over plants, animals, and everything else on earth and placed them closest to heaven.
As mentioned above, Christianity teaches that humans receive God’s grace as beings made in his
image, and that those who have faith in God will ascend to heaven after death. Both life and death
are determined by the will of God and humans should therefore not interfere with either. This
metaphysical worldview underlies Western views of life and death. 3)
In both the East and the West, a single grand narrative has shaped the meaning and value of
all of existence; perspectives on nature, life, and death are interlinked as aspects of the same
worldview. In the present day, however, it is difficult for this type of grand narrative to function.
The power of religious worldviews is fading as the rational worldview of the natural sciences
ascends together with the utilitarian worldview of the market economy. While these worldviews
define our lives, however, they fail to provide us with goals, norms, or a real sense of value in life.
The advance of rational worldviews brings no real awareness or meaning to life, while utilitarian
worldviews force endless competition and rob us of the opportunity to search our conscience. They
subtly determine human action, to the point that contemporary society dismisses as unnecessary
the act of stopping to reflect on the meaning of life.
Yet if we consider this question in the context of our own perspectives on nature, life, and death,
we can find answers. Each person has his or her own thoughts on what happens to human beings
after death, whether it is reincarnation, going to a different world such as heaven, or simply
returning to nothingness. Alternately, people take actions such as creating gardens, visiting
ancient pilgrimage sites, or excluding particular foods from their diet. In this sense, even today,
views on life, death, and nature have not been lost. But are they rooted in clear experiences or
volition? At least within our daily lives, it is enough that speech and attitudes regarding
perspectives on life, death, and nature are expressed in pastimes such as fortune-telling, mangas,
and games, and in the shells of old customs. In these instances, phenomena related to views on
life, death, and nature depend on decisions made in the context of the situation and, therefore,
lack consistency. Even people who believe that death leads only to nothingness may visit
However, statements concerning the dignity of man do not recognize an inherent human dignity, but
instead base it on the individual living up to his or her abilities. In other words, this perspective does not
recognize the dignity of weak or ill individuals who cannot reach their potential. This problem continues to
be debated today in personhood theory, which addresses decisions surrounding life and death such as death
with dignity and abortion. In addition, associating dignity with ability can lead to discrimination on the
basis of ethnicity, education, class, or gender.

3)
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pilgrimage sites and have a sense of spirituality; hear voices of guardian spirits or past lives
through a fortune-teller; arrange their living spaces based on feng shui; fear ghosts, curses, or
divine punishment; ask God for help; or pray at graves. Although this situation indicates the loss
of true meaning in life in the sense of a grand narrative that feels real to people, it poses no
problem within daily life.
Accordingly, the image of a dichotomy between Western and Eastern perspectives does not
accurately reflect the current problem. The problem facing contemporary society does not lie in
the choice between different perspectives on life, death, and nature or between contrasting
worldviews, but rather in the fact that the meaning of and connections between the “worldview
(view of the world)” and “view of nature”, “view of life and death” that determine our attitude
toward life are being lost. In addition, when faced with a real crisis, the weakness of perspectives
on nature, life, and death that are based on vague or fragmented experiences is exposed, and they
crumble without having provided a solution to the crisis. Thus, present-day perspectives on nature,
life, and death may appear cohesive on the surface, but lacking truth based on a feeling of reality,
they are in fact being hollowed out. 4)
However, while we have up till now drawn comfort from our weak and severed worldviews and
perspectives on nature, life, and death, we are now gradually being pushed toward a crisis in
which these views will be directly called into question. Environmental problems are one example
of this crisis; end-of-life care is another. These problems are currently independent of one another,
but from a philosophical perspective that investigate the roots of the crisis we now face to help us,
both provide opportunities to restore interlinked “worldview = view of nature = view of life and
death”.
2. Landscapes at the epicenter of life and death
The following sections present a practical discussion of the potential for philosophy to address
the current situation, in which interlinked “worldviews” and “views of nature”, “views of life and
death” are being hollowed out and losing their meaning and feeling of reality. The activities and
ideology of an independent hospice located at S Hospital in Tokyo, where the author participated
as a volunteer for approximately two years starting in 2008, provides a context for this discussion.
As Kübler-Ross’s theory of stages indicates, 5 terminal patients pass through a range of physical
and psychological conditions and are not uniform. Patients can seem to be different people from

4)

For a discussion of the hollowing-out of perspectives on life and death, see Yoshinori Hiroi, Rethinking

Views on Life and Death, Tokyo: Chikuma Shobo, 2001.
5) Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying, New York: Macmillan, 1969.
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morning to night, and may react to the same action with gratitude in one instance and resentment
the next. A simple smile can plunge the patient into dejection. As a result, communication with
patients requires sensitivity and flexibility, even when communication is indirect. Putting
volunteers who have no specialized knowledge into contact with the delicate situation of terminal
patients is considered risky from the perspective both of the patient’s psychology and the hospital’s
responsibility. The author was exposed to a range of education on these risks during volunteer
training. For instance, volunteers are not permitted to make promises to the patients, because
there is no guarantee the patient will be alive the next time the volunteer visits, so the promise
becomes a burden on both parties. Of course, volunteers do not directly take part in treatment, 6)
and in that sense, their presence is not necessary. However, for the hospice to fulfill its unique
role, they are necessary. In order to reflect on the relationship between perspectives on nature and
perspectives on life and death, the following section examines this unique role through the
example of gardening, an indirect service provided by volunteers.
The hospice is designed so that at least one of the several English gardens at the facility is
visible from each of the rooms where patients spend their days. “Visible” in this case means visible
to patients even while laying in bed. The volunteers who care for the gardens are also a part of
the view that patients see on a routine basis. During training, volunteers learn practical
gardening techniques, but before that they learn something more important: that the primary
goal of gardening at the hospice is not to tidy up the garden, but rather to “become a scene of
garden work.”
For the majority of patients, the hospice is their final home and the remainder of their life will
be spent within the public space that is the hospital. When healthcare workers interact with
patients, it is of course in their role as care providers. The primary people surrounding the
patients are specialists (that is, healthcare workers) and family members. This environment is
very different from that in which they spent their days when they were healthy. Illness thus takes
away from patients their place in society and their human relationships as well as their physical
functioning.
The World Health Organization defines palliative care as “the early identification and
impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and
spiritual.” 7) Palliative care, then, is distinguished by a “whole-person approach” that goes beyond
providing medical treatment for illness by positioning the very life of the patient as its primary

However, volunteers do provide non-specialized pain relief such as massages, and as discussed below, they
are not entirely dissociated from the patient’s condition.
7) World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, 2002.
6)
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target. The role of volunteers in the hospice is to respond to the patient’s lost connectivity. At S
Hospital, this is referred to as “becoming the breeze of society.” In other words, the volunteer
serves as the breeze that carries the breath of daily life from the other side of the hospital wall
into the isolated environment of the hospital. By interacting with patients not as specialists or
family members who have spent their lives with the patient, but as strangers living within society,
volunteers enable the patient to maintain a diversity of interpersonal relationships, as well as a
connection with society beyond the hospital walls.
It is worthwhile to reflect further on the meaning of the phrase “become a scene of garden work.”
The purpose of volunteer engagement in gardening is to enter the patient’s line of vision as “the
breeze of society.” In addition, a latent potential exists for this view to restore the connection
between nature and life.
Becoming a scene of garden work requires particular skills. While remaining conscious that he
or she is being viewed by an unknown number of patients, the volunteer must devote himself or
herself into becoming the view. Put in terms of the philosophical theory of the other, devoting
oneself into being the view means to continue acting as the object of being-in-itself (être-en-soi)
and to avoid turning the patient into the other through one’s own gaze. 8) The gaze of the other,
particularly that of the healthy other, pushes the patient towards self-rejection and entrenchment
in a horrible reality. Patient reactions to this gaze vary from distress to shame to anger, but to
suddenly appear in the patient’s field of view and turn one’s gaze in through the window at the
patient constitutes a violent act that is far from appropriate care. The volunteers therefore
constantly keep their backs to the patient quarters, although to avoid revealing to the patients
that this posture is intentional, they work at a slightly diagonal angle. The care that the volunteer
provides when doing garden work lies in never turning their gaze on the patients, or even leading
them to suspect they might be doing so. In these moments, the person tidying the garden dissolves
the boundary between themselves and nature, which also exists as being-in-itself, and gradually
fuses into a single landscape. Day after day, the patient accumulates experiences of lying in bed
and viewing this landscape in which humans and nature are one.
Innumerable techniques exist for becoming more fully a part of the landscape, even just within
the context of garden work. In addition to not turning their gaze on the patient, volunteers must
avoid quick movements, refrain from doing dangerous or strenuous tasks no matter their own
confidence, avoid gathering in groups to chat, and otherwise refrain from engaging in activities
that sever them from the landscape and make patients aware of them.

8)

Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris: Gallimard, 1943.
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Through devotion to the single aim of becoming part of the landscape, the volunteer, too, slips
into a different mode of consciousness, and a range of options come into focus with regard to his
or her actions and perceptions. For instance, when raking leaves with a bamboo rake,
consciousness turns toward the scraping noise produced. Sound, too, is a landscape. If this
scraping sound is produced with a somewhat regular rhythm, the volunteer begins to wonder,
might it not be a pleasant sound? And how should he or she rake the leaves in order to maintain
a regular rhythm while not appearing unnatural? In this situation, there is absolutely no need to
take efficiency into account. To take the point to the extreme, the volunteer might as well pretend
to rake the leaves. In this way, possible actions ripple out from a single realization. Awareness of
attitudes and values different from those of daily life varies for each volunteer, but these
realizations and doubts are shared at meetings. Diversity is therefore ensured and volunteers are
able to recognize the mistakes in their own actions.
At one such meeting, the author raised the question of what to do about spider webs in the
gardens and patient quarters. The other volunteers responded with a variety of answers, since in
practice each one did something different. One person said they did the same thing they did at
home, which was to remove the webs in order to maintain cleanliness and get rid of spiders.
Another person said they left them in place in case the patients had seen them as a metaphor for
weaving their own lives. Yet another said that spider webs were beautiful. There is no final answer
to this type of question. Depending on the patient’s personality and condition at the time, the best
solution varies, and there is no way of knowing whether a particular action is the best. All the
volunteer can do is keep in mind the particulars of the patient who would see the spider web,
consider a range of opinions, and in the end make a decision on his or her own each time.
Consideration for the patient in this type of situation requires the volunteer to think not about
how he himself or she herself would feel or what is “normal,” but rather reflect on how a particular
patient, who is sensing the approach of death, would feel. This process of constantly groping
towards an understanding of one’s own ideas and ideal attitude through both meetings and
internal reflection is continuously passed on from one volunteer to the next. In this way the
volunteers, unbeknownst to the patients, are constantly striving to create the best possible
environment.
Natural environments such as gardens are thought to be important elements in end-of-life care.
Looking at nature and sometimes entering into it are believed to be effective methods of care for
the patient’s psychological needs. 9) The same goes for depressive patients treated in institutions

9)

Patients are sometimes taken outside in their beds, in addition to walking or going outside in wheelchairs.
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with a rich natural setting. The symptoms of terminal and depressive patients differ, but the
beauty of being surrounded by greenery and the slow flow of time in the world of plants and
animals are experiences that bring relief, realization, and self-reflection to all varieties of patient
suffering psychological distress. There is no question that natural environments fulfill a useful
psychological function for people spending their days in technology-oriented medical facilities.
They also bring a piece of ordinary life into the extraordinary space of the hospital.
For the author, a healthy individual, the work of gardening was a fresh experience that brought
him into contact with the changing seasons and the subtleties of plants and animals. Logically
speaking, people should be able to experience the same thing just by walking to the station on
their daily commute and feeling the breeze or looking at the trees along the way. Yet their busy
everyday lives lack opportunities to stop and notice the nature all around. Only when their mode
of consciousness changes does the meaning of their environment also change, giving rise to
another mode of consciousness. This is what happens within the hospice garden.
3. Connections between nature and life in clinical settings
Does the role of nature for terminal patients go no further than providing the same
psychological effect that healthy individuals enjoy, which is to say, a minor escape from everyday
life? And are gardens in hospices merely one type of alternative treatment?
The unique condition that terminal patients face is that their own death is imminent. Patients
feel anguish regarding both death itself and the process of dying, during which they experience a
series of losses as they gradually approach the end of their lives. 10) Certainly, every person will
eventually gradually grow old, approach death, and ultimately die. The problem, however, lies in
the consciousness of death’s imminence, or to borrow Heidegger’s terminology, whether we are
authentically (eigentlich) conscious of death. 11) Kishimoto, who battled cancer for many years, has
said that people conscious of death’s imminence are in a “state of starvation for life” and that the
gap between the presence and absence of imminence is as definitive as that between a hungry
person longing for food and a well-fed person abstractly discussing it. 12) For terminal patients in
this state of starvation for life, natural environments likely hold a special meaning. The poet Jun
Takami, conscious of his own imminent death, left behind the following poem: 13)
10) Kübler-Ross refers to these two reactions to death as “reactive depression” and “preparatory depression”
(see Kübler-Ross, op. cit., On Death and Dying, p.78).
11) “Eigentlich” means authentic in the sense of “own” or “particular” (eigen) rather than “true,” and its
negative form “uneigentlich” (inauthentic) does not mean a “false” or “mistaken” life (see Martin Heidegger,
Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001).
12) Hideo Kishimoto, Facing Death: 10 Years Fighting Cancer, Tokyo: Kodansha, 1973, p. 11-12.
13) Jun Takami, “Outside of the Train Window,” in From the Abyss of Death, Tokyo: Kodansha, 2013, p. 54–
56.
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Outside of the train window / everything is full of light / full of joy and life
When I think about departing from this world / the familiar colors suddenly seem fresh
This world / human existence as well as nature / is filled with happiness
Yet I must die / even though the world is so truly full of joy
This does not sadden me / instead it soothes my sadness
It touches my heart / where it becomes stuck and I feel like crying
The warm light pouring into each apartment window
The flock of sparrows chirping and flitting to and fro
Glittering wind / joyful river / ripples like a smile
Smoke bursting from the smokestacks of the Keihin industrial district on the far bank
Outside the train window, everything living as if it were the embodiment of life
Filled with strength / sparkling with life
Gentlemen rushing down the road on your way to work—Good morning!
Going about your work full of life
I am at peace / If you are here, things will be alright.
Goodbye / Take care of the rest for me / Take care
This poem describes how the view outside a train window is transformed by the author’s deep
awareness of his own impending death. Experienced through a mode of consciousness focused on
life and death, the ordinary scenes in the poem become extraordinary and beautifully luminous.
The plants and animals, and even the inanimate objects and natural phenomena, appear filled
with joy, and are precious objects that bring the author happiness. The commuters he sees at the
end of the poem are analogous to the volunteers outside the hospice windows. They are strangers
going about their ordinary lives, never once turning towards the viewer. Nature and humans melt
together within the landscape, but at the same time, the strangers that the patient sees are fellow
members of the human race. The life of the natural world and of strangers becomes connected to
the life of the patient moving towards death. Because awareness of their own death has led them
to a mode of consciousness focused on life and death, the landscape that they see again and again
outside their windows causes them to sense the connections between nature and human life, and
opens up the possibility of transforming their consciousness and attitudes towards their own life.
However, for patients battling strong emotions about sickness and death as they grow physically
weaker, the beauty, strength, universality, and slow pace of nature can sometimes feel like a
violent assault. As a result, they may feel hatred towards the natural landscape or sense their
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own powerlessness and fall into depression. The work at S Hospital is guided by a conviction that
if these feelings of worthlessness, aggression, or depression are treated with appropriate palliative
care, they will gradually change until the patient ultimately accepts his or her own death and is
able to face the last phase of life with gratitude towards others. 14) Appropriate care is realized
through a team that includes not only doctors and nurses, but also social workers, lawyers, and
other experts, along with friends and family. 15) The care this team provides includes not only
easing the sources of the patient’s distress to the extent possible but also addressing the more
fundamental distress that arises from their consciousness of life and death and their perspectives
on these phenomena. The role of the volunteers who become a part of the landscape is to encourage
a transformation in the patient’s awareness of life and provide an opportunity for them to develop
their own perspectives on life and death.
The scenery of the hospice is not intended to inspire one particular perspective on life and death.
Rather, the transformation in consciousness that it engenders may lead to a Buddhist perspective
in which the interconnection of all life spurs a consciousness of samsara (rebirth), to a Christian
one that offers hope of reaching a promised heaven, or to one in which the patient finds some
peace or hope even while acknowledging their own return to nothingness. Many terminal patients
have mystical experiences regarding death, such as in seeing loved ones who have passed away. 16)
The problem with these experiences is not whether they are real or whether they result from
delirium or hallucinations. The problem is whether they cause patients to feel that their
interconnected “worldview = view of nature = view of life and death” hold enough truth to give
meaning to their life. What is required is the type of subjective truth that Kierkegaard contrasts
with objective truth, that is, “an idea for which I want to live and die.” 17) The world viewed in the
mode of life and death transforms the viewer’s attitudes toward nature and his or her own life
and death. This transformation goes beyond the clinical concept of relieving distress; it has the
philosophical significance of allowing the patient to “well-being.”
4. Conclusion

Currently, not all palliative care facilities and practices share this conviction. Furthermore, as
demonstrated by the fact that even Kübler-Ross, the founder of the stage theory of grief, ended life full of
anger, terminal patients do not necessarily accept death before they pass away.
15) While family and friends are part of the care team, they also need to be provided with long-term care for
their own grief before and after their loved one’s death.
16) In a survey by Morooka et al. of family members of deceased patients, 155 of 366 said that the patient had
talked about “people or scenes that other people could not see” (Ryosuke Morooka and Kenshin Kirihara,
“Where has the Afterlife Gone?” in How to Live, How to Die: In Situ Perspectives on the Study of Life and
Death, Tokyo: Kyusen Shoin, 2009, p. 170).
17) Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaard's Journals and Papers, Volume 5: Autobiographical, Part One
1829-1848, Howard V. Hong and Edna H. Hong, eds., Bloomington, IN: Indiana University Press, 1978.
14)
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Terminal patients experience the interlinking and full realization of their “worldview = view of
nature = view of life and death” within the extraordinary environment of the treatment facility;
for people wrapped up in everyday life, these views are more distant and harder to experience as
reality. Similarly, the problem of global warming is occurring on a global scale, and for that reason
people have difficulty feeling that it is real. Yet both problems are currently at a crisis level, and
both relate to views on nature, life, and death. When we become fully conscious of the reality of
these crises, our interlinked “worldviews” and “views of nature”, “views of life and death” are
called into question. Hospice care presents the possibility of treating crisis awareness and
response not in terms of resolving a problem, but rather as an opportunity to deepen awareness
of “well-being.”
However, while nature, life, and death are generally recognized as important issues, their
position within the priorities of everyday life is extremely low. For that very reason, whipping up
concern over the impending crisis and appealing directly for cooperation in resolving it are not
very effective approaches. A more realistic approach is to temporarily defer solving these problems
and instead focus on transformations that lead people toward a self-affirming and possibility-filled
“well-being,” thereby indirectly resolving the crisis. The scientific validity of environmental
problems has the power to bring about change in policies and markets. End-of-life care holds the
potential to connect views on nature, life, and death and make them feel real. By taking advantage
of the strengths and compensating for the weaknesses inherent in each of these problems, it
becomes possible to expand to everyday life the evolution toward a “well-being” that hospice
landscapes enable. Designing environments that are conducive to that process will resolve both
end-of-life and environmental problems, and serve as philosophical care for contemporary society.

800

Ⅲ-5
英文要旨
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“SHINKAGEN”

The gone forest
YAMADA Toshiaki

The development of civilization and destruction of the natural environment have always been proportional to
each other. The forests of Lebanon cedar that used to cover a swath of the Near East as well as the vast forest
that once stood in Middle and North China have disappeared, turned into construction materials, ships, and
ultimately fuel. In modern times as well, forests for example of white lauan in the Philippines and mangroves
in islands of the South Pacific are on the brink of extinction.
The problem now, however, is not only these types of regional-scale destruction, but also the advancing
destruction of nature that is occurring on a global scale. The argument that civilization destroys nature has
always existed, but human beings cannot just discard this civilization. If they could, the earth’s civilization
would disappear as ancient Greece and Rome and ancient Egypt did along with the Lebanon cedar, or as the
medieval Chinese dynasty disappeared along with the forest on the outskirts of Changan. After 1,000 or 2,000
years, the new human race will look at the ruins of the former civilization in the way that we look at the ruins
of Greece and Rome today.
For the current human race, the ruins of the past are a lesson for the future. Questioning the meaning of
civilization is not a problem about the past, but rightly a problem about the future.

Darwin’s Idea of Nature―from the concept of “Struggle” and the principle of divergence
in The Origin of Species
SEKI(YAMAMURA) Yoko
The term “struggle for existence” indicative of the mechanism for natural selection contains a metaphorical
meaning in its larger sense and has not been considered suitable as a scientific term. In addition, Darwin did not
discover this struggle for existence in nature, and it has been pointed out that the concept is no more than a
projection of T. Malthus’ principle of population and 19th-century competitive individualism onto the natural
world.
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Although Darwin was certainly influenced by a variety of disciplines from literature to sociology, his
terminology cannot be immediately dismissed as having no scientific value for this reason. This is because The
Origin of Species is a scientific book concerning biological evolution while at the same time a narrative text.
Using the technique of narrative explanation, Darwin assembles a majestic story of evolution that straddles
time and space and presents a style of knowledge that reaches beyond conventional scientific knowledge.
Focusing on “struggle for life,” which has up to now been regarded as no more than a variation of the
expression “struggle for existence,” this paper investigates the meaning of struggle from its correlation with the
principle of divergence, one of Darwin’s theories. This process will facilitate a deeper understanding of nature
and evolution as well as provide clues to Darwin’s idea of nature—in other words, this process will enable
confirmation of the validity narrative knowledge.

Ahimsa and the Ceremonial Release of Living Creatures
NISHIMURA Ryo
How is ahimsa practicable within eco-philosophy? The history and thinking of ahimsa in East Asia suggest
answers to this question.
Here, I describe the general history of ahimsa and the ceremonial release of living creatures in China and
Japan. In the practice of ahimsa, which forbids the killing of living creatures, birds, mammals, and fish that
have been caught are released and allowed to live. The thinking of ahimsa and releasing living creatures
developed in Chinese Buddhism based on the Suvarnaprabhasa-sutra (Sutra of Golden Light) and
Fanwang-jing (Brahma Net Sutra) while incorporating Confucianism and Taoism. In Japan, there have been
Shinto and Buddhist ceremonies from ancient times up to the present, such as those at Iwashimizu
Hachiman-gu Shrine, in which fish and birds are released.
Here, I verify the Buddhist scriptures that form the direct basis for the release of living creatures and
describe the history of the ceremonial release of living creatures in China. Next, I introduce the history of
ahimsa and the ceremonial release of living creatures from ancient to modern times in Japan, including their
development as ideology prohibiting hunting and fishing in medieval times.
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A Preliminarily Study of Individual Differences in Sustainable Well-being
HORIKE Kazuya
To actualize a sustainable society, we need to psychologically understand the individual differences in the
sustainable mind and develop tools to facilitate sustainable behavior. From this point of view, we attempted to
configure the Sustainable Mind (SM) scale and the Sustainable Behavior (SB) scale, based on Corral-Verdugo,
et al (2010). Two hundred and seventeen Japanese undergraduates and 210 of their parents or acquaintances
aged 30 years or older answered questions using these scales and two subjective well-being scales (SWLS,
SHS). Factor analysis elicited four factors on the SM scale and three factors on the SB scale. Two-way ANOVA
(sex and generation) revealed low mean scores of male undergraduates on almost all of these factors. The
results of multiple regression analysis showed that each of the SM factors predicted each of the SB factors
respectively. Finally, causal relationships among the latent SM factors, latent SB factors, and latent subjective
well-being scores were analyzed using structural equation modeling. The results show positive relationships
among these variables. However, the causal coefficients from latent SB to latent well-being differed by gender
(male: .44; female: .14) and by generation (students: .22; parents: −.04). Moreover, the coefficients differed
slightly from the observed well-being variables of SWLS and SHS. Drawing from these results, the possibility
of sustainable intervention was discussed based on positive psychology.

An Experimental Examination of the Iterated Volunteer’s Dilemma Game
Takashi Ohshima
The volunteer’s dilemma game is an N-person game in which at least one player should cooperate with
paying the cost in order that all can get the benefit. If no one cooperates, all players cannot get any benefit.
Theoretically, there is a mixed-strategy Nash equilibrium in this game and the probability of cooperation
(volunteering) decreases as the number of the players (N) increases. It is also predicted that the probability of
the presence of at least one volunteer decreases with the increase of N. However, the empirical research results
show that although the probability of cooperation decreases with the increase of group size, the probability
itself is considerably higher than the theoretical prediction and the probability of the presence of volunteers
does not decrease with the increase of group size.
In this research, the author conducted experiments of the iterated N-person volunteer’s dilemma using
networked PCs to investigate the effects of group size and trial repetition. One hundred and forty-four college
students participated in the two experimental conditions, a small group of 4 or 5 players and a large group of 8,
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9 or 10 players. The results showed the significant effects of the group size and the trial repetition on the
frequency of cooperation. Participants tended to cooperate more often in the smaller group and in the earlier
trials. The observed probability of cooperation was considerably higher than the theoretical values of the
mixed-strategy Nash equilibrium. The results also showed that the probability of the presence of volunteers
was constantly higher than the theoretical values and, contrary to the prediction of Nash equilibrium, did not
decrease with the increase of the group size. Analyses of the average payoffs which the players received in the
trials with related to the frequency of cooperation suggest that the behavior in such dilemma situations is
comprehensible as the group process rather than the individual’s decision making.

Chaos, Autopoiesis and/or Leonardo da Vinci/Arakawa
KAWAMOTO Hideo
In the Arakawa + Gins conception, there are several distinct theoretical footholds: the enhancement of the
dimension with chaos theory, the double operation of action with autopoietic systems theory, and the
introduction of da Vinci’s non-integral dimension.

Description of Experience—Ontology of Actions
The Divergence of Deleuze/Guattari and Autopoiesis
INAGAKI Satoshi
Actions: work, force, operation, movement. These experiences cannot be viewed as objects; however, they
are felt along with objects. In reality, they are also borderline cases brushing up against the limits of the word
“experience.” Actions and movements are both ordinarily felt with one’s physicality, but they are unable to be
reduced to physicality. One can see a cup, but one cannot see the looking at the cup by itself. The action of
digestion cannot itself be seen. Peristalsis occurs in the stomach, which secretes digestive juices to digest its
contents. One can contrast the contents before and after digestion, compare the amount of energy gained from
the alteration of the contents to the amount of metabolized energy, or understand the digestive function from
the differences in chemical composition. This is generally called specified functionality. Digestion,
reproduction, respiration, and metabolism can each be specified as inherent functions of living organisms. Here,
I examine from as many diverse perspectives as possible the means of maximizing utilization of these types of
actions and the network of actions arising from them.
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Environmental Ethics and Religious Philosophy
– The Issues of Buddhist Thoughts
TAKEMURA Makio
This article is what I have written as a research note on the environmental ethics and
thoughts that appear in Christianity, Zen Buddhism of the United States and Japanese view of
nature while studying major arguments of these religious and environmental thoughts presented
in several books. These books I have studied include: Kunio Kosaka, Notes on Environmental

Ethics; Mitsuo Tanimoto, Radicalism of Environmental Ethics; Hiromasa Mase, Ecology and
Religion; and Roderick F Nash, The Rights of Nature.
In studying these books, I have realized that Christianity responds to environmental
problems with a serious attitude that we should reflect on our view of human beings and nature
and creates new theology. I also have learned that in the United States people inspired by the
books written by Dr. Daisetz Suzuki and practicing Zen have become active environmentalists. In
contrast, Japanese Buddhism has not yet created any major movements that make people keener
on these environmental problems.
Does Japanese Buddhism effectively take sides with the pollution and destruction of
environment without taking any action to stop environmental destruction? The idyllic love of
nature of Japanese is not problem-free too. In the time of crisis we must reconstruct the Buddhist
view of nature in an intellectual and theoretical way and strive for building new environmental
ethics that fits us living today.
Keywords: stewardship, ecotheology, natural rights philosophy, the nature of Great

Earth, Japanese love of nature
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The Role of Nature Writing in Ecological Education
—With Reference to K. Eder’s Ecological Critique of Practical Reason
YAMAMURA（SEKI）Yoko
This paper considers the relationship between the significance of nature writing, which in recent
years has been a focus of attention for such fields as environmental education, and social
scientific arguments concerning environmental problems. It does so through an examination of
arguments concerning K. Eder’s ecological critique of practical reason (Eder 1988), with special
attention to the concepts of “correspondence” and “representation/symbol” in nature writing
(Noda 2003).
The results indicate that nature writing makes it possible to understand the wholeness of the
human and natural worlds, and that such writing can relativize the anthropic principle by
constructing the natural world as a symbolic world. While the problem of ecology in social science
has been debated in terms of how the reality of human beings as natural beings, and not solely as
social beings, should be approached, it is likely that nature writing can offer social science a
theoretical framework that is biased neither toward humanism nor toward naturalism.
However, it appears that in applying environmental policy grounded on cultural diversity, there is a need for
further research concerning how the world of “representation/symbol” in nature writing is linked to specific
social contexts.
Keywords: Practical reason, symbol of nature, sign, correspondence

Conception of nature and Mind training by SATO Issai
NOMURA Hideto
Integration of heaven and human thought is bi-directional. One is to integration of heaven
and human thought of norms; it is to read ethical origin into heaven (nature) and compensate
social norms. The other is of dynamics; it is to expect a possibility of natural operation from
reciprocal influence between heaven (nature) and human beings. The former developed as
Confucian ethics and has been a basis of belief that human nature is fundamentally good. The
latter evolved into the Feng shui thought and influenced overall living environments:
city-planning, indivisual housing, right down to burials of the dead. Now the latter became the
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one that satisfies people's desires for hapiness. In this theory, we would like to concentrate the
case of Issai Satou of the late Edo period, as in Japan the development of the former―thoughts to
find ethics to live as people in nature.
Keywords: SATO Issai, integration of heaven and human, quiet sitting meditation, body theory

The better-than-average-effect and perceived behavioral control
on ecological behavior.
OKUBO Nobutoshi
People believe that they are better than others and worse than others on various dimensions. In
previous attempts to explain these better-than-average and worse-than-average effects,
researchers have invoked bias and motivation as causes. In this article, the author applies the
cognitive mechanisms of the better-than-average-effect to perceived behavioral control on
people’s ecological behavior. The present study suggests that participants evaluate themselves
more favorably than average peer in which the behavioral domains that they are familiar with.
Conversely, participants evaluate themselves less favorably in which the behavioral domains
that they are unfamiliar with. The author discusses how these results might influence
interpretation of previous findings on eco-philosophy.
Keywords: ecological behavior, perceived behavioral control, better-than-average

-effect

The system of cultivating life
KAWAMOTO Hideo
Cultivating life is a system in, at and through which human beings work on nature, bring out
its productivity, and benefit from part of what it produces. Human beings make the system viable
by contributing to the sustainability of nature’s productivity. The system of agriculture is an
economic system in which human beings increase product volume and trade produce in the
market in order to make the system work. The system of agriculture, part of the system of
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cultivating life, works with many other systems. There have been many choices as well as
problems emerging between the gaps of these two systems.
Keyword: the system of cultivating life, agriculture, Aristotle, decoupling, international
speculative funds

The Ideal Ground―the Idea of the Fortunate Estate
YAMADA Toshiaki
The ground that is suitable for the training to become Taoist

ascetic is called, “the

fortunate estate 福地.” The idea of the fortunate estate was formed in the period of six dynasties
and 72 fortunate estates were selected over the Tang period. The selected grounds are the
suitable places for training that really exist.
While the heaven in cavern 洞天、the immortal world made imaginary world in a cave, the
fortunate estate exists as an actual training ground. For that reason, woods for gathering
medical herbs required for compounding longevity medicine, a strictly shaped mountain for
physical and mental training, clear spring water and also a mountain stream were needed.
The ascetic training places seeing to become immortal must be in a real world. And some
remote grounds with these excellent landscapes are decided to be named “the fortunate estate.”
Here, we try to consider the connection between the meaning and the landscape of the fortunate
estate while explaining some present conditions of fortunate estate.
Keywords: the theory of the heaven in cavern and the fortunate estate, immortal,
longevity medicine, mountain, 72 fortunate estates

Inspection of Jeju
KAWAMOTO Hideo
Jeju is a volcanic island rich in wind, stones, sunlight and women. This island has several
noted places which were named World Natural Heritage sites. It also has one of the world's great
stone museums, Jeju Stone Museum. In the northeast of the island is the Smart Grid
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Information Center, which is developing the world’s leading Smart City Initiative. The main
objective of the smart grid project in Jeju Island is to utilize natural energy sources such as
sunlight and wind.
Keyword: Jeju Stone Museum, Dol hareubang, Smart City, smart grid, natural energy
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Kunio Yanagita’s Environment Theories of Agricultural Culture PartⅠ
KAWAMOTO Hideo
The works of Kunio Yanagita during his 30s express vividly a form that can be referred to his
mind’s eye and something that would be reflected in later his folklore. Yanagita has the main
interest in the "lifestyles" of the common people of various regions and those depicted in past
literature. However, surely there existed what would be referred to as an "environment
lebensraum" corresponding to those lifestyles. His works from this period have established the
environment theories of agricultural culture as an "environment lebensraum." I try to take out
such environment theories of agricultural culture from Yanagta's works in this period.
Keywords：agricultural policy, folklore, life feelings, environment lebensraum

An animal as a “narrator”:
YAMAMOTO Ryosuke
In "I Am a Cat," the dichotomy of utterance subject of in the fiction= "I" and utterance
subject in an actual world=an author is fixed by imaginariness of a cat as a narrator. Judgment
whether a reality is in agreement/disagreement with a fiction between an author and a "cat as a
narrator" is totally based on an after-the-fact pragmatic interpretation. In this regard, there is an
affinity base noted between author's camouflage theory (Searle) as a fiction language act theory
and 'I Am a Cat.' A locutionary act for a novel is sometimes argued from dual perspectives of
reality/ unreality but should a focus be placed on the performativity of fictional languages, it can
be said that a classification framework is also subsequently designated behind languages.
Therefore, it is necessary to remove the reality that humans are the only species that talk from
an interpretive condition, and go back to the point where fictional verbal acts take place. What
emerges at this moment is a situation of verbal act as an (animal) and it comes to the fore as an
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event before defining the subject. In addition, if "a narrator with no personality" who makes
words in a novel fictitious is liken to an "animal," an emergence of author's performative
transformation also become visible in fiction languages. And, in case of the novel "I Am a Cat," a
narrator from first person of a cat to third person with no personality are in distribution on the
spectrum of a narrator as an animal. An animal as the so-called "Narrator" is latent to the novel,
and something totally unlike human beings creates itself performatively. The verbal act of a
novel means undeniably getting involved with "altered formation to the animal" Deleuze /
Guattari advocates.
Keywords: "I Am a Cat", fiction language act theory, narrator, animal, altered formation

Kumagusu Minakata and Vague “Ecology”: Introduction
TAMURA Yoshiya
Kumagusu Minakata is often evaluated as a pioneer of ecological idea in Japan due to the
campaign against the shrine merger policy around 1910. However, his ecological idea has been
not sufficiently examined yet based on his studies and statements. This paper is intended to be
an introduction for reexamining the discussion of Kazuko Tsurumi, who produced an innovative
achievement by persuasively depicting him as an ecologist. Firstly, this paper confirmed the term
“ecology” in English has had two meanings of the branch of biology and the political movement
since the late 20th century. Secondly, it surveyed causes of generation of the two meanings in
English-speaking world through Darwin and Aldo Leopold to confirm the establishments of the
both meanings were followed by the ideas. Finally, this paper suggested the possibility that the
aspect of Kumagusu Minakata as an ecologist, depicted by Tsurumi, was based on the
circumstance in Japan during the 1970s in which environmental pollution problems and
ecological ideas were matters of concern, rather than circumstances of the study on ecology as
biology by about 1910.
Keywords: Kumagusu Minakata, ecological idea, biology, Kazuko Tsurumi, Aldo Leopold
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Re-consideration about Shinto
―The Sense of Admiration and Veneration to Something Great
KARASAWA Taisuke
Shinto makes us think of "the connection." Shinto makes us think of “the life itself”. How
should "the connection" with neighbor and us be? What is "connection" with ancestor and us?
“The life itself" is making us there be. It can also be put in another way as "the nature itself."
How should "the connection" with "the life itself" and us be? Considering Shinto specifies “The
Way" to these questions. Now, the state of "the bonds" is asked in Japan. Therefore, we have to
improve the Shintoism way that should be.
The words "Shinto" have two meanings. One is "The Way from God", and another is "The Way
to God." And in Shintoism, “Musuhi” is very important concept. In this paper, the state of Shinto
is clarified based on these keywords.
Keywords: Shinto, Musuhi, Kumagusu Minakata, Passage, Something Great

From Sangaku to Bugaku: In the Light of Handing Down of Performing Arts
WANG Yuan
This thesis examines "Ranryo-o" and "Bato," which have been handed down as Sangaku, a part
of court banquet music in the Tang Dynasty of China, and as Bugaku, a part of Gagaku, after
being introduced into Japan.
In the Tang Dynasty of China, "Ranryo-o" and "Bato" were performed as court banquet music.
They were entertaining and pleasurable music and dance with narrativity, differed from ancient
music for ritual.
On the other hand, "Ranryo-o" and "Bato" absorbed into Japanese Gagaku to be handed down
as Bugaku have been developed their characteristics as the music for aristocratic banquet, while
having the properties of the ceremonial music performed in rituals or Buddhist services in Japan
from ancient times.
This thesis examines how Chinese dance and music were introduced into Japan in and before
the early medieval period in Japan and how they were adopted into Japanese aristocratic society
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and Buddhist rituals from the viewpoint of handing down of performing arts in both ancient
Japan and China, focusing on "Ranryo-o" and "Bato" and adopting comparative viewpoint.
Keywords: Sangaku, Bugaku, "Ranryo-o", "Bato", peforming art history in Japan and China

Possibility and effectiveness of “monitoring volunteers” in social dilemmas
OHSHIMA Takashi
Most of the environmental problems have the structure of social dilemmas. So the
experimental research on social dilemmas may offer some clues to solve the environmental
problems. In this paper, results of three experiments of social dilemma games are reported. In all
the experiments, groups of participants played the game using networked PCs. Experiment 1
was a typical N-person prisoners’ dilemma game. The results showed that the defection rates
were around 0.7 and increased as trials repeated. Experiment 2 was a volunteer’s dilemma game
in which the volunteer (cooperation) rates and scores were theoretically predicted. The results
showed that the volunteer rates and scores were higher than the predicted values and that
volunteer rates were higher in the small groups than large groups.

Experiment 3 was a

modified N-person prisoners’ dilemma game in which a choice of “monitoring volunteer” made the
defectors’ score into zero. The results showed that the defection rates were as low as around 0.17
and decreased as trials repeated. The results also showed the low rates of volunteer choices. It
was suggested that the “monitoring volunteer” was effective for reduction of defectors.
Participants tended to cooperate without actual punishment. Influences of situational and
personal factors on defecting choices were discussed.
Keywords: environmental problem, social dilemma, N-person prisoners’ dilemma, volunteer’s
dilemma, monitoring volunteer
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The relationship between perceived behavioral control and difficulty
of ecological behavior
OKUBO Nobutoshi,
Higashigaki Erika
This research investigates the relationship between perceived behavioral control of ecological
behavior and better-than-average effect, in particular, with focus on two factors: feelings of
self-esteem that influence the perceived behavioral control and the level of difficulty of ecological
behavior. Okubo's research (2013) revealed that better-than-average effect is found in the
perceived behavioral control of ecological behavior that individuals often see others undertake
(e.g. switch off an air-conditioner when leaving the room), while worse-than-average effect is
found in the perceived behavioral control of ecological behavior that individuals hardly see others
undertake (e.g. point out others’ non-ecological behaviors when noticing it). Moreover, the study
found a higher level of physiological reality of average others in the perceived behavioral control
of ecological behavior that individuals often see others undertake. These results of Okubo’s
research (2013) were corroborated by our study. We also found that self-image that constitutes
better-than-average-effect has a stronger correlation with perception of the level of difficulty
than feelings of self-esteem. These findings proved the validity of the hypothesis that
better-than-average effect in perceived behavioral control of ecological behavior arises from
cognitive bias.
Keywords: ecological behavior, perceived behavioral control, better-than-average-effect

West Coasting
KAWAMOTO Hideo
I visited the geothermal power plant located in California in late August 2013.
California has a subtropical climate with very little rain from April to November. Except for
San Francisco, most of the state consists of dry field and desert. Some of the dry fields are
vineyards, surrounded by local wineries of California wines. Americans’ attitude toward
environment is to “try best not to tamper with nature”. The basic concept is that if there is a
mountain fire and it is naturally ignited, we should just leave it and wait until it dies down
naturally. In Yosemite Park, squirrels approach human friendly, but people will get fined if they
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give food to squirrels.
The geothermal power plant occupies a large site, and the amount of power it generates seems
to cover all the electricity needed for the daily life of residents in San Francisco. Compared to
nuclear power and petroleum, geothermal power generation has a low stability, but it shows the
consistency of America’s basic design, which is to diversify power sources that are available to be
utilized.
There are quite a few small hills on the west coast, and wind power generators can be seen on
most of the hills. Although many of the generators were not moving because there was little wind
during our visit, they seemed to be very useful power sources. The promotion of diverse power
supply is also the result of the deregulation of power industry in the U.S, where nearly 500 small
and large power companies are in the business.
Keywords: Yosemite, geothermal power generation, CALPINE,

restraint of artificiality, winery

Eco-Spectrum Part I: Environmental Finance
KAWAMOTO Hideo
Finance is a business generally conducted by banks, brokerage firms, and further insurers
(life insurance and other various insurances) as institutional investors, and their supervisory
authorities are the Financial Services Agency and the Ministry of Health, Labor and Welfare.
Environmental issues often change from their outlines, and is a network of issues whose
situation varies at times. Every time the situation changes, it is necessary to seize the gist of the
new trend. There also is the need to determine how much impact the new trend in the network of
issues would give, and to determine the degree of potential for development it has. In this aspect,
eco-spectrum is an operation to briefly seize the development that could cause a change in the
issue trends. This time we focus on "Environmental Finance".
It is broadly discussed that in order to maintain the environment, environmental issues
should be handled based on tax, as is already in current practice, since the environment is public
goods. However, the funds collected as tax is not effectively distributed just for the environmental
issues. Therefore, there is the need to deal with the movement of funds via the market.
Environmental finance is an economical activity in which new financial products are developed
in accordance with newly set environment-related laws, and which new insurance products are
developed for the environment-related businesses.

816

Keywords: Carbon tax, efficient use of funds, market, green bonds, bond market

Environmental design that connects view of life and death with view of nature:
Significance of scenery in hospice
IWASAKI Dai
The significance of the term View of Life and Death is weakening in the daily life of modern
society, where people are losing the opportunity to experience and be aware of death. Death is
sorrow, fear, and taboo. Then is death only something that should be denied?
For end-of-life patients contract untreatable disease, palliative medicine practice is more
needed than the care of medical treatment. Patients are inevitably aware of death as something
imminent and urgent, and along with the suffering, they would change their view of life and
death. In order to support the transformation of patient's view of life and death, the form of care
required for palliative therapy shall be going into the mode of awareness for life and death just
like the patients. The role of volunteers in hospice is not the work itself, but to become the "wind
of society" and function as the scenery reflected in the sight of patients. Through volunteers, the
natural environment can function as a connection between patients' view of life and death and
view of nature. As the environmental design in accordance with the mode of subject’s awareness,
the practice of activities as a scenery in hospice can transfer the view of life and death and view
of nature into something that is related to our own life.

Keywords: view of life and death, view of nature, environmental design,
palliative care, hospice

Clinical experience as process PartⅠ: What does the experience of narrative
suggest?
INAGAKI Satoshi
This paper is a preparatory phase to address the clinical experience with phenomenological
approaches.

Clinical experience cannot be gained by one person.
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It is realized only by

concerted acts of patients and health professionals.

This paper examines what the experience of

narrative, which is receiving much attention recently, suggests in the reality of medical clinic
with the aim of describing such clinical experience.

In Japan's medical field, at present, the

introduction and development of "Evidence Based Medicine" are actively under way.

At the

same time, the importance of narratives of patients and health professionals is also explained as
a clinical guideline.

This paper, therefore, makes questions and evolves them such as:

1) what

mode the experience involved in psychological reality such as "narrative," "story" and "sense" has
as the effects that work on various systematic interlocking relations in clinical experience; 2) how
the experience involved in psychological reality can be connected to the possibility of changes in
experienced world of the persons concerned.

Through such questions, the relations between

narratives and evidences and, moreover, the range of narratives and stories are clarified.
Keywords: clinical experience, narrative, meaning, mental system, social system, placebo-effect

Clinical experience as process PartⅡ: A phenomenology of the Being-in-the-clinic
INAGAKI Satoshi
Clinical experiences cannot be conducted alone. They first are achieved through the
collaborative actions of patients and health professionals. A follow-up to my previous paper, this
paper provides a more detailed explanation of what occurs during the process known as clinical
experience in order to bring us closer to its reality. As an outline, I will explore the themes of 1)
process characteristics, 2) the process known as clinical experience, 3) the phenomenology of the
Being-in-the-clinic to show that the "compensation" is an unavoidable consequence of the linking
of stabilizing systems. Finally, I will use hints from the research of Kurt Goldstein, a German
neuroscientist who greatly influenced the field of phenomenology to evaluate the issue of
compensation experience in clinical processes to indicate the diverging point of healthy systems
and ailing systems.
Keywords: phenomenology, clinical session, Being-in-the-clinic, intuition,
Kurt Goldstein, compensation
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What is Eco-philosophy?
KAWAMOTO Hideo
What does eco-philosophy look like as "Program of Inquiry"? If it’s a scientific one, it is
essential to examine what requirements need to be in place to make it a progressive program.
However, the environment cannot simply be the objects of cognition by human beings since the
environment is their habitat. In that sense, eco-philosophy becomes a problem/solution-type
program. An environment theory must be scientific to a maximum extent as far as the present
conditions are concerned. Furthermore, it is necessary to get a well-focused perspective on an
environmental image under the current situation by factoring in change and variation in the
environment. In addition, questions also arise as to how to design the environment, which
includes myriad challenges to be addressed. This is because it is necessary to set up the most
effective environment for human beings, particularly for the formation of the ability of human
beings. On top of that, another question emerges: how to handle events to make the
environmental characteristic problems coming up to the surface in various phases. Another
problem area is that almost no experts have been available in Japan as seen in environmental
finance. It is eco-philosophy to grapple with these problems as the whole and it is a
problem/solution-type program in itself.
Keywords：eco-framework, ecodesign, eco-spectrum, problem/solution-type program

The Function of Philosophy in Ecology Education
IWASAKI Dai
The ecology education does not aim to get knowledge. Addressing environmental issues
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requires capacity of practice, the capacity to carry out a concrete action based on knowledge the
actor has obtained, and the capacity is enhanced by philosophy. Education in eco-philosophy is
performed from the viewpoints of: 1. enlargement of and approach in the concept of 'environment',
2. understanding of the world relativity and others, and 3. development of actions through
awareness. That is, it aims to develop awareness and actions of the actor by making them find
possibilities while they realize environment as what is involved in them and controls them and
consider the relationship between themselves and the environment together with other
consciousness. Enhancing the philosophical capacity to think oneself with everyday thinking
training can make a person take an action appropriate to any situation, which leads to
addressing environmental issues and to their better lives.
Keywords：eco-philosophy, ecology education, transdisciplinary research, ecological behavior,
eco-design

Issues of "Nature" in Early Japanese Philosophy
SAGARA Tsutomu
The theme of this paper is to clarify nature-views in Japan during the Meiji period through
comparison with the ways how to receive Western nature-views among Nishi Amane, Inoue
Tetsujiro and Nishida Kitaro who took lead role in the early Japanese philosophy.
Nishi Amane accepted an elucidation of nature by natural science as a way of learning in the
new era on the one hand, and on the other, he also understood that nature as a real character of
human beings was an intellectual tradition associated with the combination of an ethical
sensibility and an aesthetic sense. This is in the discussion about his aesthetics.
Inoue Tetsujiro sought after "reality" which unified individual experienced phenomena as a
whole and it was comprehensive as an experience of nature beyond a scientific analysis.
Nishida Kitaro tried to reach an understanding of nature which was not a natural scientific
nature by returning the problem of "reality" to "Pure experience."
What was common with them was not to understand nature intelligently but clarify a
natural experience in human passion and intelligence. It was a clarification of nature as human
beings' real nature.
Keywords：NISHI Amane, Different Codification, Phenomena i.e. Reality, Pure experience,
Unification Power of Nature
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Wash vessel of Tanaka Shrine: Minakata Kumagusu’s Immaturely Language
TAMURA Yoshiya
Minakata Kumagusu quoted Yanagita Kunio in one of his arguments against the
governmental policy of shrine merger of Meiji Japan, Minakata's Two Letters for Professor

Matsumura, in the context of appreciating the ecological and environmenal values of a Shinto
shrine of his locality. When doing so, Minakata in a sense distorted Yanagita's discussion to set it
forcibly in line with his own. Although his manner of discussion on this point could hardly be
approved as an academically legitimate one, Minakata's text has its own indigenous logic which
can be traced and re-constructed through referring to the very particularities of components of
his theory, the presence of minor details of the places he had vistied before discussing, in his
mind.
Keywords：Minakata Kumagusu, Minakata's Two Letters, Yanagita Kunio, Shakujin Dialogues,
Tanaka Shrine

A Study about Kumagusu Minakata and the Word ‘Telepathy’
KARASAWA Taisuke
Kumagusu Minakata (1867-1941) was a Japanese folklorist, naturalist and biologist. He is
famous for discovering many varieties of mycetozoa in Japan.
Most of us don’t know that Minakata had a great interest in ‘Telepathy’. And also, in Japan,
we barely know who invented this word ‘Telepathy’. The word was originated with Frederick
William Henry Myers (1843-1901) who was a psychical researcher in England. Almost all
Japanese people don’t even know his name. Myers made not only the word ‘Telepathy’ but also
‘Supernormal’. The most famous his book is “Human Personality and Its Survival of Bodily
Death”. Minakata was strongly influenced by this book.

Minakata often quoted this book in his

essays. He was the first person in Japan who had a high value on Myers’ achievements in Japan.
This paper will clarify the process of the birth of the word ‘Telepathy’, and make it clear
when Minakata started to use this word.
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Keywords：telepathy, SPR, Kumagusu Minakata, Frederick William Henry Myers

On “Chi no hate shijo no toki (Supreme Time at the End of the Earth)”
: Changing Roles of “Parent,” “Child,” and “Narrator”
HAYAKAWA Yoshie
Previous research on the work written by Kenji Nakagami investigated the status of the
narrator Mon and changing descriptions of Ryuzo Hamamura. This study examines these two
issues with reference to “Kishū: kinokuni, nenokuni monogatari (Kishū: A Tale of the Country of
Trees and Roots), in which Nagami developed his argument on stories or novels, serial open
lectures titled “Hirakareta Yutakana Bungaku (Open and Rich Literature)” and “Mongatari no
Keifu (Genealogy of Stories)”.
Using the idea of Marebito (visiting Kami) proposed by Shinobu Orikuchi to support his
argument, Nagami defined the triadic concepts, which consist of the “parent” who owns a story,
the narrator and the “child” whose story is told by the narrator, and devised a method of telling a
story by changing roles of the three. It can be said that “Supreme Time at the End of the Earth”
was used as a testing ground for developing this narrative method and Nakagami tried to create
a new style of novel through the work.
The findings from the analysis of the work through this narrative theory reveal that in
contrary to the generally-accepted notion that Mon plays the role of narrator, Mon does not fit
into the “narrator” of the triadic concepts as defined by Nakagami and rather she plays a role of
offering alternative interpretations to a “story”. The characters in the work ultimately reject
interpretations and give up the role of the “narrator”, which suggests between the lines that
there are no more secrets than what is told in the work.
Keywords：Kenji Nakagami, “Chi no hate shijo no toki (Supreme Time at the End of the Earth)”,
Narrator, Shinobu Orikuchi, Marebito (visiting Kami)
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The View of Nature Appeared in “Konkomyo-kyo”
NISHIMURA Ryo
From the view of nature developed in the Japanese intellectual history, we will see
something supernatural in the deep nature. Here we consider the view of nature appeared in
"Konkomyo-kyo", among the Buddhist sutras as the basis of traditional view.
"Konkomyo-kyo" says that the politically powerful king's protection of True Dharma will
bring peace to our society: His practice of this Dharma will make the invisible gods protect our
land; a peaceful and prosperous world becomes a reality. This sutra also preaches about the
king's reverse practice: When he abandons and pays no notice to True Dharma, the good gods will
desert our land; starvation,disease,and war will break out.
Under the Ritsuryo System (centrally governed in accordance with Chinese-based legal
codes),the early Japanese government had followed "Konkomyo-kyo" to promote the Buddhist
policies for protection of the nation: The Buddhism-protecting king will make Buddhist and
Shinto deities help for our land; their help will bring comfort and peace.
During the medieval Kamakura Period in Japan,Nichiren (a Japanese Buddhist monk)
developed "Konkomyo-kyo" into his thought that the good gods will desert a nation. He argued
that everyone around the world abandons True Dharma and respects misdirected teachings;
therefore, the good gods and Buddhist saints desert our land; the coming of demons and devils
causes various disasters.
Such arguments of "Konkomyo-kyo" and Nichiren seem typically ancient or medieval. They
are unlikely to be applicable today. However, we could say that their thoughts reveal two sides:
One is the world view that the invisible gods and we collaboratively realize Buddhist Pure Land;
the other one is a clue to the new and currently-required view of nature.
Keywords：“Konkomyo-kyo”, the view of nature, True Dharma, the protection of the nation,
Nichiren
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Exotic melody sounds in the court of the Tang Dynasty: Four-way Music
WANG Yuan
This paper intends to explore the Four-way Music, part of the Chinese Tang Dynasty court
music.
The Four-way Music was song, music and dance in the four areas surrounding the central
plain in China-barbarian countries in the north, south, east and west and it can be pointed out
that there was an intention to show off philosophy of “morality” and “happiness” and national
prestige behind the background that the Four-way Music was introduced as court music.
The result of the analysis based on the descriptions in Tongdian and others makes it possible
to come to the following conclusions:
First, it is difficult to say that eastern and northern barbarian music played the central role
during the Tang Dynasty.
Second, It can be thought that all five western barbarian music became part of 10 musical
categories in the Tang Dynasty and held a leading position in multiple musical categories at that
time.
Third, Southern barbarian music includes two kinds of songs and dances associated with
Buddhism and modified to that of the central plain and what entered Nine and Ten musical
categories was Indian music associated with Buddhism. The court kept a remarkably tight rein
in southern barbarian music.
Keywords：Tang Dynasty, court music, Yan Music, Four-way Music, entertainment history

The Nature and Body on TAMARI Kizo’s Reiki Theory
NOMURA Hideto
The present article examines the establishing process of the Reiki theory, which is an
important mental therapy that was prevalent during the Taisho era (1912-1926).

Tamari Kizo,

an agriculturist, who was active in those days, is also known as a pioneer, who advocated the
Reiki theory.

Tamari thought that self metabolic function and immune function were

accelerated by Reiki (energy) which circulated around the body.
of Reiki through his own experience.

He was certain of the presence

However, the concept of Reiki did not derive from his
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creation.

There were two origins --- traditional origin and modern origin.

One of the origins of Reiki theory was the thought of Sato Nobuhiro, an agriculturist of the
late Edo period.

Tamari mentioned Reiki in "Hereditary Learning of Sato Nobuhiro, Outlined",

of which he was one of the editors.

Sato smuggled cosmology of Western astronomy into

Atsutane Hirata's cosmology, reinforcing his own theory with Chinese thought. And he taught
people that Reiki permeated into all beings whatsoever, and made this theory foundation of
agriculture and economic theory.
Tamari, based on development of such preceding Reiki theory of the Edo period, and, further,
taking in biological knowledge learned from the Western world, made the Reiki theory underlie
the structure inside human body.

Thus he is considered to have made it logical foundation for

mental-therapeutic practice of those days, which combined healing and spiritual training.
Keywords：Tamari Kizo, Sato Nobuhiro, Reiki

The Nature on Guo Moruo’s The Goddesses: Vitalism and Pantheism
YOKOUCHI Rina
One of Guo Moruo's thoughts, which is called pantheism, is placed in the tide of the
Taisho-era (1912-26) "vitalism".

For instance, Rabindranath Tagore's works were understood in

Japan as one of the branches of vitalism.

There are certain works of Tagore which use "shore"

as their themes. It is well known that Guo Moruo wrote a piece "On the Shore", taking a leaf out
of them.

Although both of them took up the same "shore" as their theme, Tagore used it for the

contrast between "an adult who is capable of riding out in a boat to the other world" and "a child
who is incapable of riding boat and has to stay in this world".

Whilst Guo Moruo described the

"shore" as a place he, an adult, stayed at because he had to stay at this world for being unable to
cross the river to the other world,.

This apparently is a development from Tagore's works.

And,

for Guo Moruo, "shore" was an important subject he often described as a place from where to
confront nature.

This motif "shore" is also closely related to "the sun", which is generally known

as the central motif in his The Goddesses.

In The Goddesses, "the sun" is the origin of life, and

at the same time is worshiped as the wellspring of poet creation.

In the pantheistic world-view,

people enjoy themselves united in nature, but Guo Moruo himself, though he worshipped "the
sun", kept a certain distance from "the sun".

Guo Moruo always wandered on the "shore" and

when writing took a stance that he was standing between day and night, darkness and light.
What drove him to creative work was his internal conflict that he admired "the sun", but he
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himself could not become "the sun".
Keywords：Guo Moruo, The Goddesses, vitalism, pantheism, nature

Relationships among sustainable minds,
behaviors and the Minimalist happiness
HORIKE Kazuya
OHSHIMA Takashi
For actualizing a sustainable society, we need to understand the individual differences in the
sustainable mind and the sustainable behavior psychologically. From these points of view, Horike
(2012,2013) tried to configure ‘the sustainable mind(SM) scale’ and ‘the sustainable behavior(SB)
scale’, based on Corral-Verdugo, et al.(2010). The results showed medium correlation between
sustainable mind and behavior. Sustainable mind also related with subjective well-being (SWLS,
SHS) moderately, however, sustainable behavior had a little correlation with SWB.
In this study, we conducted large-sized web research, and validate the results of previous
study. Five hundred participants (250 male and 250 female) were asked to answer the following
questions. 1) Twenty-three items of sustainable mind based on the revised sustainable mind scale
(Horike,2013). 2) Thirteen items of sustainable behavior based on the revised sustainable
behavior scale (Horike,2013). 3) Minimalist happiness scale (Kan,et al.,2009). Item selection from
original scale was conducted by coauthor. The participants were equally distributed through age
20th to 60th.
The results showed the validity of previous study. Four factors of sustainable minds
correlated with three factors of sustainable behaviors. Sustainable minds related with the
Minimalist happiness moderately. Especially, ‘generativity’ factor of sustainable mind correlated
with ‘the same as around me’ factor much strongly (r=.90). On the other hand, sustainable
behavior showed zero correlation with the Minimalist happiness. Moreover, clear cohort
difference was found. High cohort showed high sustainability (mind and behavior) and high
relationship with the Minimalist happiness. The importance of the positive psychological
intervention of sustainable behavior was discussed.
Keywords: sustainability, subjective well-being, web research
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Environmental issues and the sense of community:
An investigation from the perspective of social capital
OHSHIMA Takashi
HORIKE Kazuya
Environmental issues have the structure of social dilemmas, where people’s individual
rational behavior of seeking comfortable and convenient life conflicts with the protection of
environment. Putnam (2000) argued that a possible solution to the social dilemmas is provided
by fostering social capital, which is defined as “the features of social organizations such as trust,
norms, and networks.” However, it is still unclear how to measure the social capital as a whole
because social capital is a multi-faceted concept. So we focused on the “sense of community” as a
psychological aspect of social capital, and conducted a Web survey of 76 questionnaire items in
order to see how the sense of community is related to the environmental awareness. An average
of the answers to the 6 questions, called SC score, was used as an index of the sense of community.
We found that the SC score was strongly related to recognition of the importance of
environmental protection and concern about environmental pollution. The SC score was also
related to the intention and execution of pro-environmental behavior. These results suggest that
the studies on social capital will provide insights into the environmental issues. Moreover, since
the SC score showed strong correlations with feeling of happiness and life satisfaction,
relationship between social capital and subjective well-being was discussed.
Keywords: environmental issue, sense of community, social capital, pro-environmental behavior,
subjective well-being

The Effects of Self-affirmation and Cognition of an Infection Disease
on the Attitude of the Genetically-modified Foods
OKUBO Nobutoshi
SHIMODA Shunsuke
HIGASHIGAKI Erika
SATO Shigetaka
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We investigated that the self-affirmation and cognition of an infectious disease influence on
the attitude of the genetically-modified foods. Participants were administered questions
assessing their recognition of the infectious diseases such as a cold or influenza and were asked
how important their personal values. Results showed that the participants who do not feel an
infectious disease close reduced the hesitation to eating genetically-modified food when they
affirm their important values. We discussed these results in terms of the social and evolutionary
psychology.
Keywords: self-affirmation, infectious disease, genetically-modified food

East Coast Express
KAWAMOTO Hideo
New York is a city full of regenerative abilities. What is urgently important for the
experiences toward the regeneration is a prediction, in which the environmental image for
human being requires inspiring power. New York is unparallel for this inspiring power. The
“Ground Zero” is filled with this inspiring power for restarting-up. The “Highline Park”, which is
an elevated walkway transformed from the elevated train rail line, has been built based on
unprecedented inspiring power. Such abilities as converting the existing artifacts to different
creations to be leveraged are similar to “Bricolage”, which Claude Lévi-Strauss identified in
undeveloped societies. It is one of my pleasures to re-invoke the abilities, which have not been
used nowadays, when I am walking such a walkway. One of main purposes to visit New York is to
see the posthumous work of the deceased Shusaku Arakawa. He had been drawing pictures until
his fall of life and seems to have envisaged the conceptions to weave multiple spaces like Chirico
as his final work. In Easthampton, a summer retreat, there is “Bioscleave House” designed by
Arakawa. It is an architectural structure built by a local builder, which has no fineness as
Reversible Destiny Lofts MITAKA. Even though, it contains various ideas. At the corner of MIT
in Boston, there is a university architectural structure inspiring our imagination. The exterior of
the structure is so exciting. It also works as the mechanism to create the gap between the concept
and internal activities.
Keywords：Ground Zero, Highline Park, Bioscleave House
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Fantastic Roads: Kumano
KAWAMOTO Hideo
Kumano is a place that has a power of arousing something.

There are some 3,500 small

mountains in the district having a lot of large and small shrines in it. It is a place with so great
an arousing power that attracts so many people that it is called "Kumano pilgrimage" and there
for people experience a flushing arousal of sensation.
Road".

This is what they call "Kumano Ancient

The area around here seems to be a treasury of biodiversity among other similar

Japanese regions.
ascetic training.
disadvantage.

Since the mountains are not particularly steep, they are not suitable for
But it can be felt that there is something there to sufficiently make up for such

There are some 70 thousand shrines all over the nation, but, among them, those

called "Hachiman" shrines account for the largest portion.
in these Hachiman shrines.

Often famous warriors are enshrined

Kumano Taisha shrine used to be located in a holm, and once at a

time of torrential rain, the upstream water was backed up by the sediment caused with the
surrounding collapse, and the subsequent washout of the sediment swept away the shrine at one
blow.

Therefore, the shrine is now situated on a hillside.

lights coming from the seashore.

There are overwhelmingly bright

It's very windy and the high reflectance of light from the sea

surface makes the light look like dancing.

Here Kumagusu Minakata spent most of his life.

Uninhibitedly and with no reserve at all, he wrote a vast amount of articles like bogus
information.

There is the Minakata Kumagusu Museum, where a lot of materials on him are

collected.
Keywords：Kumano Taisha, Kumano Kodo, Minakata Kumagusu, evocative power of place

Fire of Earth: Hachijo-Island
KAWAMOTO Hideo
The island is a naturally confined space. The terrain is formed when the lava erupted from
underwater is cooled. For that reason, the isolated island has its unique atmosphere. Criminals
who were exiled from the inland and those originally lived as displaced persons are living in this
confined area together. Specific relationships are established in there because of the human
nature. Those minor offenders are those who will be allowed to return to the mainland in some
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time. Unlike other remote islands, rice can be grown in Hachijo-Jima. Although the food
situation there is not exactly good, it produces its own local specialties and trading them. The
climate is subtropical. Its local specialty is Kihachijo silk cloth. Geothermal power generation can
be established at a scale large enough in consideration of the origin of the island. The potential
capacity is said to be enough to cover the power for the entire island. The geothermal power plant
developed by Tokyo Electric Power Co. actually is not that significant. Its capacity is merely
enough to cover only 25% of the power for the entire island. Even so, it is the largest geothermal
power plant within Tokyo Electric Power’s supply area. In addition, although the island should
be equipped with a suitable environment for wind power generation, it was not found there. The
utilization of naturally occurring energy sources available on the island is not diverse enough as
in the case of the mainland.
Keywords：geothermal power generation, solitary island, Kihachijo silk cloth, energy diversity

Reconsideration of Resilience: Envision the Stable Model of Mental System
INAGAKI Satoshi
The concept of resilience has a link with what process it will take when a system becomes
shaky. A system is fragile if it remains unstable and cannot move on to the next development and,
on the other hand, a system is resilient if it can develop one after another to find a new stable
system. To that end, a facilitation of a system understanding depends not only on a system’s
operational stability but also on a close examination of its resilience. Currently, what needs to
ascertain resilience for various systems is a key problem.
This paper intends to identify a stable model of a mental system by using this concept. The
first thing to do in this regard is to clarify the characteristics of a resilient system, and then to
consider what model is adequate to realize the mental system in terms of resilience and stability.
At that time, degree of freedom and motion range of joints in the body will become clues to
understand the mental system.
Keywords：resilience, neural system, stable model of mental system, development, inhibition,
expansion of action possibilities
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On the Complementary Relationship of Phenomenology
and Natural Sciences（1）
MUTO Shinji
This paper attempts to presentation of principled possibilities for mutual study of
phenomenology and scientific disciplines. For this purpose, I will clarify a fundamental difference
of science of facts and the science of essence. And I will look over the constitutive process until the
intuition of ideal essence from phenomenological constitution of embodiment.
Keywords：phenomenology, naturalism, regional ontology, essential insight, free variation

A Study about Habit in Relation to Tacit Knowledge and Habitus
MASUDA Hayato
The concept of habit (Greek hexis; Latin habitus) has long been recognized by philosophers
as playing a central role in human intentional practical activity, in the acquisition and
solidification of practical knowledge, and in the formation of character.
In this article, I consider Habit and embodied knowledge, connecting tacit knowledge and
habitus.These concepts are common at the point that does not need an act of awareness and will
of ego. And they enfold an enormous richness and diversity of meanings.
Tacit knowledge is the concept by Michael Polanyi. He says, ”We can know more than we
can tell”. His studies start from this thesis, and show us a new form of our knowledge. It is
process of knowing without awareness.
Other hand, Habitus is a traditional concept on philosophic history. However, it especially is
known as the very important concept of Pierre Bourdieu. He defines it “structuring structure”,
which organizes our practices and life style.
This article tries to make clear the mode of habit with these concept as clue.
Keywords：Habit, tacit knowledge, Habitus, practice, embodied knowledge
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Summary

Animal and rock & roll: imagination of Hideo Furukawa
YAMAMOTO Ryosuke
In the works of Hideo Furukawa, the borderline domain between the worlds of humans and
animals is depicted through Furukawa's unique perceptions of animals and music. The novel
"MUSIC", illustrates a festive world in which humans and cats listen to and sing the same
music. In "Namu Rock & Roll Nijuichibukyo", a novel that depicts rock & roll as 20th century
Buddhist prayer, tells the story of life reincarnated into an animal moving in rhythm with a rock
& roll refrain as it attempts to atone for the past. Both works illustrate the depth of literary
imagination and possibilities that come from identifying with animals and music.

Keywords：Hideo Furukawa, animal, music, rock & roll, literary imagination

Minakata Kumagusu and Jean-Henri Fabre
― an attempt at comparison centring their observation of fungi
TAMURA Yoshiya
A keen interest in fungi was shared by Jean-Henri Fabre and Minakata Kumagusu. Two great
amateur naturalists of France and Japan produced independently, just before and after the close
of the nineteenth century, a considerable amount of fungi drawings as results of their observations
of nature. Different though the importance of those drawings may be for them as biologists
(observations of fungi were for Fabre basically a bi-product of his entomological observation, while
for Minakata they were one of the main targets as a botanist), their researches of fungi were
commonly based on their perspective of nature which was built up separated from the academic
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profession of biology, which means their drawings of fungi could be seen as a testimony of their
position as precedents for the ecological view of nature which was to be formed by the middle of
the twentieth century.

Keywords：Kumagusu Minakata, Jean-Henri Fabre, Entomological Souvenirs, drawings of
fungi, Ecology

Parapsychological Phenomena at Mt. Nachi
―A Comparison of Kumagusu Minakata’s Descriptions and Human

Personality and Its Survival of Bodily Death―
KARASAWA Taisuke
Kumagusu Minakata (1867-1941) was an influential Japanese folklorist, naturalist, and
biologist. He studied for about 14 years in United States of America and United Kingdom.

After

his coming back to Japan from the U.K, he went to the foot of Mt. Nachi, which is the most sacred
mountain in Japan, and stayed there for almost 3 years. According to his diaries, he experienced
a lot of supernatural phenomena at the foot of Mt.Nachi. For example, he experienced an Out-ofBody-Experience at least twice there.
During his stay at the foot of Mt.Nachi, Minakata enthusiastically read “Human Personality

and Its Survival of Bodily Death” which was written by Frederick William Henry Myers (18431901), an English psychical researcher. Minakata was strongly influenced by this book, and often
quoted it in his diaries, essays, and letters. He also tried to understand his own occult experiences
through this book.
This paper will clarify, from the perspective of Depth Psychology, why Minakata frequently
experienced the aforementioned supernatural phenomena, and how “Human Personality and Its

Survival of Bodily Death” had an impact on him.

Keywords：Kumagusu Minakata, Mt. Nachi, Frederick William Henry Myers,
Out-of-Body-Experience
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Alternate world, dream world and music in Tang Dynasty dictated literature:
On the story behind the creation of the "NiShangYuYi "
WANG Yuan

This paper explores the story behind the creation of the "NiShangYuYi" style of music and dance
seen in Tang Dynasty dictated literature. The NiShangYuYi was a type of "dream-state
inspiration". In other words, the music was formulated as a type of story in which the music is
conceived in a dream. It has been validated that the content related to the origins of this music as
written by the scribes was created by faithfully reflected through dreams.
The following conclusions can be reached through the validations outlined in this paper.
(1) The dream world is an alternate world or a space that bridges an alternate world with this
world, and that the alternate world and music depicted are reflections of this world.
(2) The creation and conveyance of this musical narrative has a remarkable connection to Taoism.
In particular, it can be said that Xuanzong, who was both a passionate student of Taoism and a
famous musician, played a major role.

Keywords：Tang Dynasty, dictated literature, dream world, "NiShangYuYi " style of music and
dance, musical narrative

Missing body in modernization of Yomei-gaku: focus with Inoue Tetsujiro’s
understanding of Nakae Toju
NOMURA Hideto
In Japan during the Meiji period, Yomei-gaku served as a receptor for Western popular
Christianity and spiritualism.On the other hand, Yomei-gaku and Zen Buddhism were expected
to function as “spiritual paths” for young Japanese suffering a mental conflict. Actually, many
books for enlightening Yomei-gaku came out. Inoue Tetsujiro was one of the most influential
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persons to provide a basic framework for understanding Yomei-gaku of the day. He believed an
Edo Confucian pioneering in Japanese Yomei-gaku was Nakae Toju, who taught the way to
practice self-discipline. Inoue encouraged Nakae to teach this way as “spiritual paths” in order
to strengthen modern “morality". However, at the same time, Inoue excluded Quiet Sitting
meditation and all other elements of “ascetic practice”. These elements relate to the physical
techniques serving as the backbone of Nakae’s belief, while Inoue regarded them as
superstitious elements.

Keywords：Yomei-gaku, Qiet Sitting, Inoue Tetsujiro, Nakae Toju

Mental illness and process of writing: on Guo Moruo’s The Goddesses
YOKOUCHI Rina
The Taisho Era when Guo Moruo came to Japan was a period in which the problem of
mental illness came to the forefront of society. This was a period in which numerous intellectual
youth suffered morbidly from nervous breakdowns and other mental illnesses. Fraught with
worry over their own life's direction, they suffered from nervous breakdowns. It was during this
time that Guo Moruo, who'd traveled to Japan in 1914 for foreign study, suffered from a nervous
breakdown much like Japan's intellectual youth.
From a young age, Guo Moruo had also been prone to hypersensitivity and many people
among his family and relatives were also known to struggle with hypersensitivity.
Although Moruo personally did not accept this as truth, he was from a family who'd produced
many people prone to hypersensitivity. Moruo’s experiences with those around with, both the
times of hysteria and of normality, as well as his religious experiences as a youth, are both the
source of his problems with mental illness and the source of his works.
This paper explores Guo Moruo's mental illness and his process of writing based on his first
collection of poetry, The Goddesses.

Keywords：Guo Moruo, The Goddesses (Nushen), Taisho Era, mental illness (nervous
breakdown), religious experiences
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Fukushima revisited
KAWAMOTO Hideo
The restoration of Fukushima is a typical embodiment of self-organization. What is unclear
is whether or not something will serve as a catalyst that leads to the rapid progression of
organization, or whether this standstill will continue. Self-organization is not something that
progresses according to a plan, nor is it something that changes dramatically due to external
factors. During this observation, I was able to talk with Mr. Hangai, someone who continues to
present entreprenurial ideas, in Minamisoma. We were able to travel all along National
Highway Route 6, which previously had been shut down due to the nuclear reactor accident.
Contaminated soil is already being shipped into some of the quarantined residential areas.
Restoration will require places to seal away such negative assets. Such a place is Tomiokacho. In
the space between Tomioka Station and the shore are the mounds of black bags containing
contaminated soil. In the 5 years since the earthquake and tsunami disaster, the face of the
restoration effort has changed. Spa Resort Hawaiians seems to represent over the future of the
restoration effort, and shows us a vision of the future to come.

Keywords：restoration, self-organization, negative assets, Minamisoma

Variant system of life: Mongolia
KAWAMOTO Hideo
Mongolia is a place of grasslands and desert. The Gobi Desert lies between Inner Mongolia
and Mongolia. Small-scale Gobi Deserts are located throughout the land. There are no major
cities other than Ulaanbaatar. There are even nomads who live along the land as they graze
their goats and sheep. Huts known as ger or yurt designed for the nomad lifestyle are still very
common. The people are suited to a lifestyle that involves relocating. Their religion is Tibetan
Buddhism. Caught in the middle of the clash between Soviet and Chinese communism, they
survive despite the endless threats to their existence. Nomads epitomize what Deleuze referred
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to as nomadism, a form of life that exists outside normal organizational structures. That form of
life is based on principles such as not accumulating things, dispersing, and relocating.

Keywords：Little Gobi Desert, ger, nomad

Evaluating of the significance of "physical assistance" for children and adults with
intellectual disabilities: Converting from physical assistance to motor (dohsa)
support and the process of dohsa support as a form of communication
OGATA Toshio
Discusses the importance of positioning the physical assistance provided to patients and
persons with disabilities on a regular basis in places that provide medical treatment, and welfare
and educational support as not simply support for helping the person's physical movements, but
as dohsa support that promotes communication between the children and adults receiving support
and the persons providing support. As part of this discussion, the dohsa experience of a supporter
providing guidance for using the toilet to a child with an intellectual disability is introduced as a
case study for the perspective of communication. The study reports that the dohsa assistance
process results in deep and complex experiences. It also indicated that the dohsa assistance
process results in vast experiences that serve as a foundation for development.

Keywords：dohsa support, communication process, intellectual disabilities, physical assistance

On the Complementary Relationship of Phenomenology and Natural Sciences (2)
MUTO Shinji
This paper attempts to presentation of principled possibilities for mutual study of
phenomenology and scientific discipline, follow the previous paper. For this purpose, I will clarify
a transcendental guidance of science of facts. And I will look at the procedures for the use of
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transcendental guidance as a process.

Keywords：phenomenology, naturalism, regional ontology, transcendental guidance, methodology

What is the “Butoh”
WAGURI Yukio
The word of the “Butoh” was come from China. It also appeared in Japanese ancient
documents 1,000 years ago. Before that the “Butoh” itself meant foreign culture or entertainment.
The “Butoh-kai” held during Meiji period also used in the meaning to express the western culture.
Currently, an enormous information network was set up all over the world, and the speed of the
international interchange has really changed. Nowadays all of us facing with the overflow of the
information, but that is necessity to stop once and consider the meaning of the “Butoh” again. The
character [Bu] of the “Butoh” means to turn/spin, over the mind concentration, it caused a de-soul
situation then to let the spirit of god or ancestors or ghost to go into the empty container or human
body and make them dance. And for the character “toh”, means step cautiously, jump, while the
body absorbed the energy from the earth, the existence of the power to confine the bad soul of the
underground. Also for the liberation from the daily hard working, the joyfulness of the good
harvest, then become a celebration of religious service in the rhythm of nature, a ritual ceremony
to call the spirits of the ancestral to return happily, and after that developed into a national level
religious event. Naturally these “Butoh” exist everywhere in the world. It is not the unique thing
that only occurred in Japan. Then, what is the meaning of “Butoh” in nowadays? Due to the
pioneer appearance of Hijikata Tatsumi/Ono Kazuo in year 1950-60, those arts expression was
called avant-garde dance (ankoku butoh). After some time the “Butoh” was recognized and
spreads out to the world, from then the name “ankoku” was disappeared and they started to call
it “Butoh”. But I think that “ankoku” is the most important part for me. To set one foot step into
the totally new area, actually it is an experiment mind for me. That is the reason why “Butoh” is
defined as art. Why does the human desire for the light? I think none of them would like to live
along in the darkness, neither in the society nor inside the human himself. We can only imagine
the Land of Happiness, but the Hell is always in front of us. We must continuously face the
darkness and death. Even if we try to ignore their appearance, with only express the existing
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beautifulness and dreamlike story, it will be turnout to be a poor art performance. The “Butoh”
shows that the existence of human being itself is an art. Currently we believe the harmony
between the power and simplistic beauty from Europe, excessive belief to the health, the standard
value of the beauty of the proportion, forced to accept the value of the commercialization of the
arts. Especially the tendency is obvious in the dancing. So the “ankoku Butoh” began to pose the
doubt about them. Isn’t it the “Butoh” rediscovered the human gentleness after the 2nd world
war? What is the “beauty”? What is the expression come from the the unique ethnicity
body/culture? These questions are the starting points of the “Butoh”. The arrogant humanism,
mammonism are covered the world and begin to alienate human being itself now. The uneasiness
for the human being actually is the human being itself now.
Although globalization is loudly shouted nowadays, each of us has to find our ways to solve
the problems and step forward. “Avant-garde art, zen ei gei jyutsu” isn’t formed by begging hands.
False or untrue gentleness and sympathy have nothing to do with “Butoh”, because everyone
stands with their own foot to start to dance. And it is necessary to go through a long pupa period
to become to flap like a beautiful butterfly. There is hope in the difficulty, after pass through the
darkness then the light of the hope is waiting for us. While the world is facing with the political
turbulences and the changes of the economy, in fact in our inner side, “Butoh” let us know that
there is a boundless space surpassing the reality. The master Hijikata Tatsumi said that “the
Butoh learn from nature, the body learn from the things”, I feel that is very meaningful for me. I
think that the “Butoh” lives independently in the world, and from now on I will keep on thinking
what is “Butoh”.

Disability as Lifeworld
IKEDA Yumi
Actions are shaped in each case in the context of a relationship between the body and the
world.
In the event of a stroke, motor paralysis will occur in the upper and lower limbs on the side of
the body opposite of the damaged side of the brain. Other symptoms that can appear include the
so-called higher brain dysfunctions, such as sensory impairment and aphasia, apraxia,
anosognosia, and unilateral spatial neglect, as well as dysphagia, and visual impairment. The

839

bodily experiences of post-stroke hemiplegia sometimes diverge from reality, a fact that they
themselves often fail to notice. If one is in a state that has caused a transformation in the body,
one will not be able either to make a connection to one’s own body, nor will one be able to approach
the environmental world without being able to have some connection to that world in the same
strategy as in times of health. In other words, one is in a state where it is difficult to sense either
the body or the world.
The disabled persons live in the environmental world that it is possible for them to
understand, and if we assume that they live their lives responding to this world, then we may say
that among disabled persons, rehabilitation is a frame in which to rebuild the body and the world
that is lived through that body. Through the coupling relationship between therapist and disabled
person, the former suggests a point of contact frame that links the latter’s own body with the
world.
The process of rehabilitation, the sense of self was reshaped to include the paralyzed body,
with the effect that patients gained the ability to reconstruct their bodily actions to more closely
unify them with their surrounding environments.

Keywords ： a disabled person, transformation of the body, the lifeworld, rehabilitation,
development of the ability

The Significance of Views on Nature in Forming Views on Life and Death
IWASAKI Dai
In reality, the view of nature and the view on life and death are not independent perspectives
but two aspects of a worldview. In modern times the view of nature, view on life and death, and
the view of the world do not carry such importance as to serve as a guideline for our daily lives.
They have become separate, independent concepts that have lost their meaning. However, it also
can be said that environmental issues and end-of-life care have become important issues related
to our own lives that force upon us an awareness of a view of nature and a view on life and death.
Through work as a hospice volunteer, the author experienced how a terminal patient's
awareness of life and death changes with the patient's increased recognition of nature.
Recognizing the connection of view of nature = view of life and death = view of the world is an
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appropriate form of care for terminal patients and promotes an awareness of environmental issues
among people. Beyond this, however, it has the philosophical meaning of providing a sense of wellbeing to the individual.

Keywords：view of life and death, view of nature, worldview, palliative care, volunteer
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