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跨文化语境下的日语教学

—２０１６年日语教育与日本学研究国际研讨会会议综述—

　　从上世纪５０年代以北京大学为首的多所高校开设日语专业至今,我国的日语教育事业已经

走过了６０余年.在这６０余年中,随着中日两国经济、文化交流的发展以及社会对日语人才需求

的增加,我国的日语专业得到了迅速发展,跃升成为仅次于英语的第二大语种.然而,近年来,随
着我国经济的发展,企事业单位对日语人才的需求也在逐渐发生变化,即从之前的单一语言型人

才转变为“语言＋文化＋技术”的复合型人才.在这样的环境之下,我国的日语教育与日本学研

究应当如何改革和发展,才能迎合时代的趋势,为社会,为中日两国的交流和合作提供优秀的日

语人才.相关问题已经受到了中日两国日语教育与日本学研究领域学者们的高度关注.在这样

的形势之下,２０１６年５月１４日至１５日,由中国日语教学研究会上海分会主办,新世界教育集团、
华东理工大学出版社、卡西欧中国贸易有限公司、外语教学与研究出版社、日本东北多文化学会、
九州外国语学院、上海交通大学出版社和浙江工商大学出版社等多家单位协办的“２０１６年日语

教育与日本学研究国际研讨会———跨文化语境下的日语教学”在同济大学外国语学院举行.
本次研讨会以“跨文化语境下的日语教学”为题,探讨了如何在新形势下进一步提升日语教

育与日本学研究水平,拓展研究视野,丰富研究内容,促进跨文化交流,为我国日语教学改革提供

助力,为推动中日人文交流做出贡献等诸多问题.为促进国内外专家学者交流,发展壮大我国日

语教育和日本学研究的队伍,推动我国的日语教育事业改革起到了积极作用.

１４日上午,研讨会在同济大学外国语学院院长马秋武和中国日语教学研究会会长徐一平教

授的致辞下拉开帷幕.来自大阪大学、东北大学、九州大学、名古屋大学、早稻田大学、关西大学、
北京大学、北京师范大学、同济大学、复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、上海外国语大学、
厦门大学、北京、北京日本学研究中心、«日语学习与研究»杂志社、商务印书馆等国内外涉及日语

教育和日本学研究的相关机构的２６０余名专家、学者莅临了会议,就相关问题展开了交流和

探讨.
本次研讨会会期两天,在中国日语教学研究会会长徐一平教授、原日本比较文学会会长井上

健教授、原北京大学日本文化研究所所长刘金才教授、目白大学寺崎克志教授的四场基调演讲之

后,与会人员围绕日语教育、日语语言、日本社会、日本经济、日本文化、日本文学、中日翻译、中日

对比研究等各研究方向进行了２１场特别演讲和１６５件学术发表.学术发表的相关内容大致分

为以下四个议题.

(１)当前中国日语教育的现状及其所面临的改革

当今形势下,我国的日语教育与日本学研究应当如何改革和发展,才能迎合时代的趋势,为
社会,为中日两国的交流和合作提供优秀的日语人才.该议题受到了国内外从事日语教育和日

本学研究的专家、学者的高度关注.
北京日本学研究中心曹大峰教授就当前中国日语教育的现状及其所面临的改革作了题为
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“新世纪高校日语教育发展与现状研究”的特别演讲.曹大峰教授指出,目前国内高校的日语专

业对中国整体的日语教育、中日经济文化交流、社会经济的发展起到了推动作用.与此同时,国
内高校的日语专业也存在教员结构不平衡,学科带头人不足,部分高校日语专业生源紧张等问

题.纵观全国高校的日语专业,上海地区高校的日语专业,发展相对稳定、成熟,人才培养水准较

高,因此,上海地区高校日语专业的发展经验对其他地区高校的日语专业的发展具有重要的导向

性作用.
日本十文字学园女子大学的池间里代子教授在其特别演讲中,向与会人员介绍了十文字学

园女子大学在留学生日语教学中的新尝试.即通过“本地新闻采访”的方式,让留学生和日籍学

生共同进行采访,在相互沟通中提高留学生们语言交流、写作等各方面能力.这样的新尝试受到

了从事日语教育的专家、学者们的一致好评,特别演讲之后,许多专家、学者围绕池间里代子教授

的教学方式进行了交流.
另外,大连交通大学的李璠,上海海洋大学张秀梅,上海第二工业大学左文海,上海外国语大

学山岸爱美等数十位从事日语教育的专家、学者从国内高校日语专业的具体课程出发,跟与会人

员分享了教学中的经验,并展开了热烈的讨论.

(２)“互联网＋”在日语教学中的运用与探索

２０１５年３月,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网＋”的行动计划.纵观当前中

国日语教育,传统的课堂教学模式已经不能满足日语学习者的需求.“互联网＋”为日语教学改

革提供了更为丰富的手段,为日语教学开辟了新的途径.本次研讨会上,有多位从事日语教育和

日本学研究的学者、专家将目光聚焦于“互联网时代的日语教育”,就“语料库(数据库)”“微课”
“慕课”“微信辅助教学”“软件助推创新型教学”等教学模式进行了探讨.

随着计算机技术的发展和应用,语料库在语言研究中的应用也逐渐增加,成为语言学术研究

的重要工具之一.中国日语教学研究会会长徐一平教授从日语教学中的难点拟声拟态表现出

发,利用语料库,考察了“子供子供した小動物”“田舎田舎した部落”等名词重叠的语言现象表达

拟态意义的用例.大连理工大学毕杨老师则通过大量的视频语料,详细考察了日语的拟声拟态

表现,并对今后日语拟声拟态表现的教学中需要注意的问题提出了意见和建议.
大连理工大学的另一位日语老师江波也将目光投向互联网时代的日语教育,以“巧用微信学

习日语语法”为题,向与会人员介绍了在日语教学中,网络资源的运用对日语语法教学的促进和

帮助.辽宁对外经贸学院的袁芳老师尝试了在日语二外的教学中导入“慕课”,并对导入后的教

学成果作了发表.
各位从事日语教育的专家、学者们表示:新形势下的日语教学应该从传统的照本宣科式教学

向互动式、启发式、引导式的教学转变.日语从教人员在坚持传统教学的同时应该紧跟时代脚

步,充分合理地利用网络资源活跃课堂气氛,激发学生的学习兴趣.同时,鼓励学生通过利用互

联网,去探索、发现书本以外的知识,从而达到培养全方面复合型人才的目的.

(３)“语言＋文化＋技术”的复合型日语人才的培养

随着我国经济的发展,企事业单位对日语人才的需求也在逐渐发生变化,即从之前的单一语

言型人才转变为“语言＋文化＋技术”的复合型日语人才.复合型日语人才要求日语学习者不但

要精通日语,同时还需要对中日两国乃至全球的社会、经济、文化等有所涉猎.本次研讨会上,与
会人员就如何培养复合型人才,培养什么样的复合型人才等问题进行了广泛的交流.

原北京大学日本文化研究所所长刘金才教授以“中日文化语境与语际翻译”为题,探讨了在
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跨文化语境下,如何培养复合型翻译人才的问题.刘金才教授指出,在全球化发展与“文明(文
化)冲突”相伴而诉求“多元文化共生”的当今世界,翻译工作在不同语言文化群体之间,跨文化、
跨语言交流时起到了促进和推动的作用.在培养复合型翻译人才时,需要特别注意主位与客位

文化语境关照结合的必要性.在演讲过程中,刘金才教授结合中日文化差异的多个经典事例,形
象、生动地阐述了中日文化语境与语际翻译的各类问题,引发了参会者们的思考和积极讨论.

原日本比较文学会会长井上健教授、以“英米ミステリー翻訳移入と大正作家の探偵小説
創作”(译:“英美推理小说的翻译传播和日本大正时期作家对‘侦探小说’的创作”)为题,在论述

了近代英美推理小说的翻译传播对日本大正时期“侦探小说”创作所带来的影响的同时,以谷崎

润一郎、佐藤春夫、芥川龙之介等知名作家为例,深入浅出地揭示了日本大正时期“侦探小说”作
者对近代英美推理小说写作方法的接受和发展轨迹.

目白大学寺崎克志教授则着眼于中日两国的经济发展问题,以“日本経済の低迷ー中国経済

への教訓ー”(译:“日本经济的低迷———对中国经济发展的启示———”)为题,首先介绍了二战后

至１９７１年日本经济高度成长期的状况,１９７１年至１９９０年近３０年间日本经济从高度成长到低迷

的过程,以及１９９０年至今,日本经济从长期低迷发展到经济增长停滞倒退的现状.同时,分析了

日本劳动人口减少,出生率低下等影响日本经济发展的若干因素的主要成因.最后,结合日本经

济发展的经验和教训,对正处于飞速发展的中国经济提出了意见和注意点.
许多参会者在听完寺崎克志教授的演讲后表示:中日经济关系是中日关系的重要组成部分,

是中日友好的重要物质基础,中国的日语学习者在学习日语,了解日本社会文化的同时,也要时

刻关注中日两国经济发展的问题,借鉴日本经济发展的经验和教训,从而更好地把握中日经济交

流的发展方向.

(４)对国内高校日语从教人员现状的关注

本次研讨会在关注日语教育和日本学研究的同时,还特别关注了国内高校日语从教人员的

现状.以同济大学上海海洋大学秦政春、同济大学陈毅立、上海外国语大学窦心浩,上海海洋

大学张丽梅、东华大学李薇、华东理工大学杨吟等六位老师组成的研究团队从年龄构成,教学经

验,学历学位,研究专长和关注课题等多方面对国内高校日语专业从教人员的现状进行了调查.
配合调查的２３２名国内高校日语专业从教人员中,在回答“目前的工作是否有意义”这一问题上,
有８９．１％的教员认为有意义,８．６％的教员认为不怎么有意义,１．３％的教员认为完全没有意义.
另外,在回答“目前的生活状况是否宽裕”这一问题上,认为生活比较宽裕和认为生活并非十分宽

裕的教员各占了调查人数的一半.最后,在对自己的教学方法的评价上,９．５％的教员十分满意

自己的教学方法,８２．７％的教员较为满意自己的教学方法,６．９％的教员觉得自己的教学方法一

般,０．９％的教员完全不满意自己的教学方法.
同样着眼于国内高校日语从教人员的调查研究还有上海电力学院文钟莲的«高校绩效工资

改革对外语教师的心理压力及对策研究»、日本大学的大川たかね、 北澤志穂、 三浦千尋、 保坂

敏子等的«言語教師における資格とは何かー日本語· 中国語· 英語の場合(译:何谓语言教

师的资格－以日语、汉语、英语为中心)»、大连理工大学穆红的«協働学習に対する中国人日本語

教師の意識分析»等.各位专家、学者对日语从教人员的关注有助于加强日语从教人员队伍的建

设,推动日语教育的发展.
本次研讨会结合历年研讨会的经验,在探讨国内外日语教育和日本学研究的相关问题和为

国内外日语教育和日本学研究的学者们提供交流的平台的同时,也做出了以下创新.
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(１)“研究生学术论坛”关注国内外青年学者的研究

为提高各院校研究生的学术水平,促进研究生教育健康发展,加强国内外研究生之间的友好

交流,本次大会新设“研究生学术论坛”,吸引到了日本大阪大学,东北大学,九州大学,名古屋大

学,关西大学以及国内各大高校的５４余名研究生、博士生参加.
“研究生学术论坛”分为日本文学、日本社会文化、日本语言学(１组)、日本语言学(２组)四个

分会场,共计５４件学术发表.会务组邀请中国日语教学研究会会长徐一平教授、北京日本学研

究中心曹大峰教授、关西学院大学于康教授、原北京大学日本文化研究所所长刘金才教授、上海

外国语大学皮细庚教授、早稻田大学千叶俊二教授、昭和女子大学胡秀敏教授、日本大学小田切

文洋教授、上海理工大学杜勤教授等资深学者在会前对各位研究生、博士生所提交的论文逐一打

分,并于论坛当天,结合各位同学的发表进行点评、指导.经过专家严格评审,最终有８位研究生

脱颖而出,分获二等奖和三等奖(一等奖空缺).参加论坛的研究生表示,有机会与其他院校的研

究生、博士生进行交流和切磋,并和各领域资深教授近距离接触,接受指导和点评,非常难得,深
感受益匪浅.

(２)“特别演讲”加强领军人物资深学者和青年研究者的交流

本次研讨会邀请到中国日语教学研究会会长徐一平教授、中国日本文学研究会长谭晶华教

授、早稻田大学千叶俊二教授、原日本比较文学会会长井上健教授、原北京大学日本文化研究所

所长刘金才教授、目白大学寺崎克志教授等国内外知名专家参会.徐一平教授、井上健教授、刘
金才教授和寺崎克志教授分别为大会奉献了精彩的基调演讲.

为了充分发挥资深学者的引领作用,更好地传递学科研究的前沿理论和方法,在基调演讲之

后,会务组还特别邀请了于康、许慈惠、吴大纲、杉村泰(语言学１组);李东哲、保坂敏子、王忻、毛
文伟(语言学２组);千叶俊二、胡秀敏、李光贞、李先瑞(文学组);渡部顺一、小田切文洋、马利中、
吴川(社会文化组);曹大峰、池间里代子、徐曙、盛文忠(教育学１组);秦政春、窦心浩、陈毅立、张
丽梅、李薇、杨吟(教育学２组)等２６名专家、学者,围绕日语语言学、日本文学、日本社会文化、日
语教育学等方向分为六个分会场作了２１场特别演讲.演讲内容涉及应用语言学,对照语言学,
计量语言学,语料库研究,古典文学,近现代文学,经济学,社会学等诸多领域.基调演讲和特别

演讲传递了日语教育和日本学研究的最新研究动向与研究的成果,促进了与会人员之间的交流,
受到了与会人员的积极关注和高度评价.

纵观２０１０年至今的日语教育语日本学研究国际研讨会,本次会议是历年来与会人员最多,
发表内容最为丰富的一次大会.研讨会的基调演讲、特别演讲和学术发表紧扣时代主题,话题多

元,内容丰富.青年学者踊跃参会,与会人员积极互动,研讨气氛热烈和谐,有效地促进了国内外

专家学者的学术交流,切实地发展和壮大了中国日语教育与日本学研究队伍,积极地推动了我国

的日语教育和日本学研究以及中日人文领域的交流与发展.

同济大学外国语学院　陈毅立　胡　琪

２０１７年３月
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擬似誤用試論

延辺大学日本学研究所　李東哲

１　はじめに

　外国語学習過程において学習者の誤用は避けて通れない問題である。 日本語学習とて例外

ではない。 それでこそ、 誤用問題は日本語学習に際して重要なトピックの１つとしてしばし

ば取り上げられ、 その実態をめぐって母語の干渉、 以前に習った外国語の干渉、 それまでに

習った日本語の事項の影響、 不十分な理解、 不十分な説明、 類推のはずれ、 考えすぎやその

他など①、 いろいろな角度からの分析が行われているわけである。

　ところが、 一口に誤用と言っても、 その周辺には実に種々様々な、 語学習得上の問題が入

り組んでいて、 複雑な様相を呈している。１)ことばのゆれ、２)母語話者の勘違いによる間

違ったことばの使い方、３)悪文②、４)表現の一般性③、５)正誤の判断、６)学習者の誤用と２
次誤用④、７)誤用への対処、８)誤訳、９)外国語学習段階のレベル付け、１０)正用と誤用の中

間的なものなど、 枚挙にいとまがない。 つまり、 誤用という概念を広義にとらえれば、 母語

話者にも非母語話者にも起こる言語使用上の間違いまたは標準的な言い方からいささか外れ

た一現象であるが、 やはり母語話者による誤用と非母語話者による誤用を明確に区別して論

じなければならない。 そこで、 金澤(２００８)のように、 誤用をミステーク(mistake)とエ
ラー(error)の２種類にわけ、 前者は母語話者に起こるもので、 後者は非母語話者に起こるも

のとする考え方も出てくるわけである。 小論でもこの考え方にしたがって、 誤用という概念

をミステーク(mistake)とエラー(error)の２種類に分けてとらえ、 擬似誤用は非母語話

者の外国語学習段階におけるエラーの１種と位置づけて論じることにしたい。

　ところで、 日本語の場合、 日本語非母語話者の誤用(とりわけ、 書きことばの誤用)には

いいだと思いますピンポンがきらくありませんこれを対してなどのような、 母語話者

またはある程度の日本語能力を有している日本語非母語話者が見てもすぐ間違いと判断でき

る明らかな誤用⑤と名が聞こえる影響が存在する重要性が見えるなどのような、 日本

１

①

②

③

④

⑤

吉川(１９８２)による。

岩淵(１９７９)はもっぱら悪文について書かれた著書である。

李在鎬など(２０１２)では言語表現としての一般性(どの程度、 よく使われているか)を表現の一般性としている。

李東哲(２０１５)を参照されたい。

このような誤用は健常の日本語母語話者にはあり得ないものである。
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語母語話者が見てもすぐには正誤の判断がつかないものとがある①。 誤用分析に際して、 も

ちろん前者のような場合はまったく問題にならないが、 後者のような表現についてはどのよ

うに考え、 どのように位置づければいいのかに関してはこれまでほとんど論じられたことが

ない。 もちろん、 これらのコロケーションは日本語非母語話者の手によって書かれているも

のであるが、 日本語母語話者とて絶対使わないという保証はない②。 つまり、 それが明確に

誤用であると判断できる根拠を欠いているのである。

　小論ではこのような、 一般的に日本語母語話者の作文にはほとんど見当たらないか、 僅少

であるが、 日本語非母語話者によってしばしば用いられ、 しかも文法的には間違っていない

日本語の使用を擬似誤用として位置づけ、 その位置づけの合否をめぐって、 周辺事項との

関係も絡み合わせて討論する。

２　誤用の捉えられ方

　そもそも誤用とは広義には方法·用法などを間違って使うこと。 また、 間違った使い方
(明鏡国語辞典)を指すもので、 次の例のように、 言語事象にもそれ以外の場合にも、 ま

た、 動詞としても名詞としても用いられる。

　(１)やがて枕草子のころには敬語も女性語もかなりの発達をとげ、 清少納言は、 人々の

誤用に対して、 いちいち目くじらを立てねばならないほどになっていた。 (BCCWJ)③

　(２)公共の福祉を増進すべき権力が、 誤用されたり悪用されたりするかもしれないという

自由裁量権が、 言語に限らず日本語を例にすれば日本語非母語話者のみでなく、 日本語母語

話者にもある言語使用現象であると考えなければならない。 (BCCWJ)
　(３)今日、 電磁波の誤用に責任ある者が、 いかに責任逃れをしているかに改めて目を向け

られるであろう。 (BCCWJ)
　例(１)はことばの間違いで、 (２)と(３)はことば以外の方法·用法の間違いである。 また、

例(１)と(３)は名詞としての使い方、 例(２)は動詞としての使い方である④。 しかし、 全体的に

はことばの間違いとして用いられる場合が多いようで、 BCCWJの調べでは全件の７６件中、１９
件のみが言語事象以外の用例で、 その他はすべてことばの間違いの例であるが、 本稿では

もっぱら日本語のことばの間違いに限って論じることにしたい。

　ところで、 前述したように、 誤用は日本語母語話者にも、 日本語非母語話者にも起こり得

るが、 両者には根本的な違いがある。 例えば、 日本語母語話者の誤用にはら抜きことばや
私がいつまでも食い入るようにそれを見入った(佐藤２００９)のようないわゆることばのゆ
れによる誤用、 いまごろの若者口から出かかった言葉を、 鵜呑みにしてかかりつけの

運送会社(国広２００３)などのような勘違いによる誤用、 １９時までに発売させていただきま

すご結婚された(奥山１９８３)などのような過剰敬語およびその他がある。 しかし、 日本語

２

①

②

③

④

日本語母語話者を対象にある言語現象についてアンケート調査などを実施すると、 その正誤の判断がまったく逆

の場合もある。 但し、 母語話者にはミステークはあっても、 エラーはないと見るべきである。

実際、 名が聞こえるというコロケーションのように、 わずか１例であるが、 コーパスに使用例が見られる。 し

かし、 だからといって正用と言えるかどうかも問題である。

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所と文部科学 省科学研究費特定領域研究日本語コーパ

スプロジェクトが共同で開発した現代日本 語書き言葉均衡コーパスを指す。 以下BCCWJとする。

しかし、 実際動詞としての用例は少なく、 BCCWJの調べでは７６件中、 動詞用法はわずか９例であった。
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母語話者の誤用は個々人の意味の理解などの勘違いによるものが大半で、 単発的なものや言

語の変化過程におけるゆれが多く、 一般的·経常的ではない。 つまり、 日本語母語話者に

よることばの間違いというのは論理的におかしいことではなく、 ある場にふさわしく

ないという意味で用いられるのである(塩田２００９:４７)。
　一方、 日本語非母語話者の日本語誤用 、 つまり日本語教育の立場から見た誤用は音声、

文法、 語彙、 表現法など日本語のすべての側面にわたる (日本語教育辞典:２２４)。 したがっ

て、 日本語非母語話者の誤用は日本語学習段階における、 日本語母語話者には一般的に間違

い得ないところを間違ってしまう誤用で、 単発的ではなく、 普遍的·経常的である可能性が

高い。 金澤(２００８)の言を借りれば、 ミステークはいわゆるうっかりいい間違いをする一過

性の誤用であり、 母語話者でも日常的にしばしば起こす間違いで、 エラーはその事柄に関

して一貫して間違いを起こす場合であり、 外国人の学習者がよく考えた挙句に結局間違って

しまうといった場合に起こるものである。 もちろん、 異なる母語の使用者によって、 誤用の

側面には違いがある。

３　誤用から正用までの段階性と擬似誤用

　本論の冒頭で述べたように、 外国語学習において誤用は避けて通れない問題であるが、 そ

もそも外国語を学習するときの最終の目標は、 その言語を母語話者と同じ言語能力を身に

つけることにある(石綿·高田:１６)ので、 理論的に言えば、 学習者はいつかは目標言語に近

づくか、 達することになると考えなければならない①。 そのためにはゼロレベルからスター

トしてその言語を母語話者と同じ言語能力を身につけるまでの段階を設ける必要があるだろ

うが、 日本語に限っていえば、 そのレベル付けがまだ十分にはなされていない。 もちろん、

現在の日本語教育において一般的に行われている入門·初級、 中級、 上級の３段階のレベル付

けがあり、 それに基づいて日本語非母語話者の日本語学習レベルが評価されているわけであ

るが、 それ以上のレベルに関する段階性理論の研究は少ない。 そんななか、 荻原等(２００１)の
ように上·超級日本語学習者の日本語発話について被験者のレベルを上級の下→上級の中

→上級の上→超級→母語話者という段階を設けて論じている研究があり、 注目に値する

が、 同研究は話しことば中心のものであり、 上級以上の書きことばに関する同類の研究は管

見のかぎりまだ見当たらない。

　ところで、 書きことばにおいても入門·初級、 上級の３段階レベル以上のレベル付けを細か

く行う必要があると思われる②。 それは日本語上級レベルの目安とされる１万語前後の語彙習

得(理解語彙)と成年日本語母語話者の平均理解語彙４万語前後との間にはあまりにも大きな

隔たりがあるからである。 つまり、 日本語教育で一般的に言う上級レベルをゼロから母語話

者並みのレベルに至るまでの中間段階であるとすれば、 中間段階以上の日本語レベルを測定

する段階はないことになってしまうので、 その段階を設けることがぜひとも必要であろう。

３

①

②

石綿·高田(１９９０)では第２の言語を習得する場合、 それが２番目の母語であるにせよ、 あるいは母語以外の外国

語であるにせよ、 その言語能力は母語のもつ完璧さまでには到達していないと考えるのが現実であろうと言っ

ていることから、 実際母語話者と同じ言語能力を身につけることができるかどうかは別として考えるべきであ

る。

書きことばにおいても近年超級や超超級といった上級以上のレベルを指すと思われる用語がなくはないが、

レベル付けの具体的な指標はなされていない。
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　もう１つは、 初級レベルの日本語学習者と上級レベルの日本語学習者の犯す誤用が同じか

どうかということである。 白川(２００７)でははとが、 コソア、 ～ている、 自動詞·他動

詞、 のだ、 テ形、 条件表現、 やりもらい、 受身などを取り上げ、 これらの項目は、 どれも

これも初級で学習する項目だが、 上級·超級の学習者でも誤用·非用が目立つ。 …上のレベル

の学習者といっても、 難しいのは初級に出てくる文法項目のようであると指摘し、 その理

由は中·上級の文法項目は、 初級の文法項目で代替することによって、 (より的確な表現を

という欲さえ出さなければ)使わずに済むことができる。 …それ対して、 初級の文法項目

は、 それ以上やさしい表現はないので、 非用ではごまかせない(p．１７６)からだと言う。 一

方、 書きことばではないのでいささか趣を異にしているが、 荻原等(２００１)のように、 発話内

容領域において上級から超級への移行の過程で発話の構成·抽象的表現の使用·言い直し·接

続表現·誤用などの項目では、 上級と超級で大きい違いが見られたという実験データがあ

る。 この二者の叙述は相反する考え方であるとも受け止められる。 単純に初級と中級とを比

較すれば、 おそらく白川(２００７)の言っていることはある程度当を得ているかもしれないが、

筆者の書きことばに限った観察では、 初級·中級レベルの学習者の誤用と上級以上のレベル

と見なされる中国語日本語教師の誤用とでは大きな違いがあるように思われる。 全体的に

初級·中級の誤用には脱落、 付加、 語形成、 混同、 位置、 その他(市川２０００)が多いのに対し

て、 上級以上の誤用には語と語の組み合わせ、 文の前後不相応ならびに誤用とまでは言い切

れないが、 なんとなく日本語らしくない表現などが目立つ。 とりわけ、 中国語を母語とする

初級·中級段階の日本語学習者の場合漢字の間違い、 助詞の脱落、 活用形の間違いなど多い

が、 これは母語の転移や不注意によるものである可能性が大きい。 しかし、 上級以上の学習

者にはこのような誤用は非常に少ない。

　もしこの考え方が正しいとすれば、 外国語教育において母語(firstlanguage)から目標言語

(targetlanguage)に至るまでの言語習得過程において、 学習者による完全な誤用から規範的

かつ正確な言語使用に至るまでの間に段階性があり、 擬似誤用は上級以上レベルの日本語

非母語話者によって産出される不完全な日本語表現であると位置づけることが可能であ

ろう。

４　コロケーションと擬似誤用

　一般的に擬似誤用は単純語の使用には産出されず、 複合語以上の言語単位、 とりわけコ

ロケーションにおいてよく見られる言語使用現象であると前述したが、 それは単純語の場合

は辞書なり文法書なりでその使用の正誤がすぐ確認できるからである。 例えば、 中国で出版

されたある教科書で寵するや底線①という表現が見付かったが、 日本語の辞書には寵す

るや底線という見出し語が出てこないからすぐ間違いと判断できる。

　ところで、 大曾·滝沢(２００３)によれば、 学習者の犯すコロケーション違反は一般的に３種類

に区別されるといわれている。 その１つは、 曲がった年のように、 現実世界との照合が可

能なコロケーションで、 このような誤用は言語を問わず、 論理的に成立不可能な表現であ

る。２つ目は、biglossesとheavylossesのように、 共に可能なコロケーションであるが、 一方が

他方よりも好まれるといった事例、 そして３つ目はmakeanattemptとhaveatryは共に成立可

４

① 著者は下線の意味で使っている。
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能であるのに対して、 makeatryとhaveanattemptはコロケーションを成さないといったコロ

ケーション違反である。 言い換えれば、１番目は論理的に成立しないもの、２番目は両方とも

成立可能であるが、 どちらの表現が一般的に好んで用いられるかという選択肢の問題、３番
目は語と語の共起で、 学習者にとっては２番と３番が習得しにくいと思われる。 それは前述し

たように、 その正誤を判断する基準点がないからである。 例えば、 前掲の名が聞こえる
影響が存在する重要性が見えるはその言わんとする意味も大体わかるし、 文法的な間違

いもない。 しかも、 このようなコロケーションは日本語学習段階ではほとんど接し得ない低

頻度の語の組み合わせなので、 その使用の可否はなかなか判断しにくい。

　したがって、 繰り返しになるが、 擬似誤用とは外国語学習者が目標言語を目指す学習段

階において産出される複合語以上の言語単位で、 その言わんとする意味が客観的におおよそ

読み取れ、 文法的な間違いもないが、 母語話者には一般的に用いられないかめったに用いら

れない言語表現または日本語らしくない表現であると定義することができる。

　以下、 中国人の日本研究者または日本語教師の手によって書かれた本の中で拾った、 擬似

誤用と思われる複合語とコロケーションを取り上げておく。

　(４)複合語→軸心国家、 軸心時代、 三大画期、 思惟方式、 共同心理、 衣食住行、 天地創立、

権利中心、 最高権利者、 貴族専制、 人生観照、 回想述懐、 戦乱頻繁、 古典文学双璧、 平易大

衆的、 天災地異、 教育工程、 教授論、 パターン体系…

　これらの複合語的表現はもちろん日本語の辞書には載っていないし、 BCCWJにも見当たら

ない。 これらの言語表現はおそらく母語の影響もからまって無理に助詞抜きで２語をくっつけ

て１語にした、 ある専門分野でしか使わない表現を一般に使用したものと思われるが、 はっ

きりと間違いであると断言できる客観的根拠がない。

　(５)コロケーション→成立を成し遂げる、 歴史を述作する、 才能が出される 、 影響が存在

する、 名が聞こえる、 友好を高める、 影響を果たす、 細かい指導を実現化できる、 盛んに受

容する、 隆盛期に達する、 融合を行う、 征服を受ける、 影響を発掘する、 稲作を栽培する、

あつれきを起こす、 深く存する、 万葉ぶりの作品が生じる、 発表を停止する、 独自の文学を

生産する、 隆盛を呈する、 現象を形成する、 歴史を送る、 教育効果を高くする、 貢献を尽く

す、 研究を重みにする、 重要性が見える…

　これらのコロケーションはほとんどBCCWJに見当たらないが、 影響が存在する名が聞

こえる重要性が見えるは１例ずつ見付かっている。

　(６)悪影響を事前に防止するためのシステムの価格３、 現存する悪影響が存在しないと仮

定したときに節約しうる費用などが、 環境の社会的費用の算出方法として、 (上岡直見ク
ルマの不経済学１９５０)
　(７)京都の人で世界中にその名が聞こえている人といえば、 誰を挙げることができるだろ

うか。 (仲尾宏京都の渡来文化１９９０)
　(８)リードが勝敗の行方を左右するとも言われているが、 ゲーム中では今ひとつ捕手リー

ドの重要性が見えてこない。 (加藤明洋プロ野球チームをつくろう！２公式完全ガイド

２００３)
　例(６)～(８)の中で、 例(７)の名が聞こえるという表現は、 中国人によって書かれた同じ本

に７回も出てくるが、 試しにYAHOO!JAPANで名が聞こえを入力して検索すると、 音
に聞こえたの同義語とされ、 世に聞こえたの言い換えや別の言い方。∗意義素類語名前が

人々に広く知られているさま　有名な·著名な·名の通った·名の知れた·誰もが知る·知らな

５
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い者はいない·名高い·名の高い·知名度のある·知名度の高い…。 名の聞こえたの類語·関

連語·連想語で、 名の聞こえたの類語、 関連語、 連想される言葉。 名に聞こえる·名に聞く

(なにきく)とあり、 実際名が聞こえるは出てこない。

５　おわりに

　以上、 擬似誤用という、 日本語非母語話者によって産出される、 ある程度意味が通じし

かも文法的な間違いのない表現について、 理論的背景となるものと具体例を取り上げながら

論じてきた。 また、 擬似誤用は単純語の使用には産出されず、 複合語以上の言語単位、 と

りわけコロケーションでよく産出されることについて述べたが、 これはあくまでも試論にす

ぎない。 しかし、 実際海外(日本以外)の日本語教育において、 このような問題は確実に存在

する。 かつて李(２０１５)によって指摘された二次誤用も海外における日本語教育の問題点の

１つとして提案した試みの１つである。

　要するに、 たびたび筆者によって強調されてきたように、 日本における日本語教育と海外

における日本語教育は語学環境と教師のレベル等に大きな違いがある。 海外日本語教育現場

で働く私たちは、 この点を認めた上で誤用や誤用分析の実態研究に取り組まなければなら

ない。
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グローカル取材を通じた日本語教育の実践

十文字学園女子大学　池間 里代子

１　はじめに

　２０１５年度、 十文字学園女子大学(以下、 本学)では総合科目にいざ十文字発世界へ 国際

目線でWEB制作 を設けて日本人学生と留学生とで班を編成し、 大学近辺に居住·勤務し

ている外国人へインタビューを行い、 それを記事化してWEB発信と紙媒体成果物作成を行っ

た。 この科目には３名のメディアコミュニケーション学科の教員(元新聞記者２名、 WEB専門

家１名)と２名の語学教育教員(日本語·中国語)が参画した。 科目のコンセプトとしては、 取材

活動を通じてコミュニケーション能力を高め、 記事化へのノウハウを身に付けることであっ

たが、 留学生の日本語能力を高めることも目的の一つとした。

　この科目の背景には、 本学が２０１４年度に文部科学省の地(知)の拠点整備事業通称 COC
(センターオブコミュニティ)に採択されたことがある。 COCは特色ある活動を地域とコラボ

レーションしながら推進していき、 その拠点として大学が機能していくという理念を持つ。

実際には松本大学(長野県松本市)のように地方ならではのハンディを学生が克服していくと

いうタイプが多いが、 本学の場合首都圏(埼玉県新座市:埼玉県南で東京都に隣接し、 池袋ま

で電車で約３０分に位置する)にあって採択された理由は、 元々地域連携推進が活発だったとい

うことも大きかった。

　かつては本学メディアコミュニケーション学科を中心として日本文化理解·国際目線の

WEBマガジン制作ナチュライフ十文字新座だより制作の授業が行われていたが、 これ

を統合し日本人学生と留学生が協働して外国人を取材するというグローカル(次項参照)な
視点を追及すべくにいざ発世界へとのコンセプトで再構築し、 女子大生の目線を大切にし

ながら前期をWEB媒体中心に、 後期を紙媒体による発信をした。

２　グローカル取材の事前準備

　グローカルとはグローバル(国際的)とローカル(地域密着)との合体語で、 もともと企

業が使い始めたグローカリゼーションという造語が浸透し、 やがてグローカルという新造語

が生まれ、 今ではどちらも時事用語辞典に掲載されている。 定義としては全世界を同時に

巻き込んでいく流れである世界普遍化と、 地域の特色や特性を考慮していく流れである

地域限定化の２つの言葉を組み合わせた混成語地球規模で考えながら、 自分の地域で活

８
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動するとも関連する言葉である。 ①

　我々が総合科目で行ったグローカル取材とは、 新座·埼玉という地元(ローカル)と、 そこ

に根を下ろし生活する外国人(グローバル)との出会いを取材すると同時に、 取材者自身も日

本人·留学生の混合チームを作ることによって異文化を感じてもらおうという意図を含ま

せた。

　まず、 新座市国際交流協会と埼玉県国際課及び国際交流基金日本語国際センター(さいた

ま市)に取材対象者の依頼をし、 日程の交渉から始めた。

　新座市交際交流協会は１９９９年に発足し、 新座市コミュニティ推進課と協同して新座市内在

住の外国人と新座市民の交流活動を主体的に行なっている団体である。 外国人講師による料

理教室実施、 姉妹都市との相互交流、 バス旅行、 国際交流デー模擬店出店などの企画運営

を行っており、 筆者も一会員として参画している。 副会長の櫻博子氏には前期の取材対象者

としてもご協力いただいた。

　埼玉県国際課は国際戦略(友好都市との交流事業)·多文化共生(多言語による生活情報発

信)·グローバル人材育成(埼玉発世界奨学金支援活動)などを行政として行っている。 筆者

の元学生もここの奨学金を得て山西大学へ留学したことがあった。

　国際交流基金日本語国際センターは１９８９年に設立された機関で、 海外で日本語を教えてい

る若手教員の研修などを主軸に展開している。 センター内には宿泊施設、 図書館なども備え

られて様々なプログラムが行われており、 日本語教育の一大拠点となっている。

　以上の機関より紹介された取材対象者は、 前期６名と後期５名の合計１１名となった。

　さらに、 新座市国際交流協会副会長(日本人)と本学教員(イギリス人)を加え、 総勢１３名の

外国人へグローカル取材を行うこととなった。

３　学生が要求されるスキル

　シラバスに載せた教員側からの要求は概ね以下の５点であった。

　１)地域の取材に至る事前の調査能力。 これはいいね！新座②をテキストにした。 本学学

生は埼玉を中心に首都圏全域からの通学生が多数を占めるが、 キャンパスのある新座市につ

いては比較的関心度が低いために、 テキストを読んでレポート作成し、 教員が添削したもの

をPCで打ち込む作業を課した。

　２)インタビュー能力。 まず５人の先生のHPを見て質問を作成し、 インタビュアー·メモ係·

録音係·写真係を決めて模擬インタビューを行い、 記事化した。

９

①

②

岩下康子．グローカル人材育成を目指す異文化理解授業[J]．広島文教女子大学　教職センター年報,２０１５(３):７９．
いいね！にいざはCOC事業で採択された地域学習テキスト作成の成果物である。 オールカラー１６ページの

執筆編集は本学教員６名が担当し、 以下の構成となっている。 女性輝く　わがまち新座 新座市長インタ

ビューTopics歴史(江戸期·現代)歴史(古代·中世)いま自然未来新座市のあゆみ。
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にいざ十文字発世界へ　　～教員紹介～(例)
北原(きたはら)　俊一(しゅんいち)先生

知られざる北原先生の秘密

Q１．どうして教員になったのですか？

A１．私は５年大学院に行きました。 浪人をしたので就職を考

えたときは２８歳で、 歳が上だと企業がとってくれなくなり,
就職が難しくなります。 消極的選択になりますが、 教員に

なることには、 もともと教員の免許は取っていたので興味も

ありました。 なので、 興味があったことと仕方のない状況と

いうことが理由です。 (以下略)

　３)コミュニケーション能力。 特に日本人学生と留学生、 異なる学科、 初対面という場面か

らチームとして動けるように指導した。 この科目は学部生を対象とした①ために、 言葉の面

での心配はそれほどなかったが、 慣れるまでにはやや時間がかかった。

　４)筆力。 です、 ますだ、 である文体の統一や、 字数内に記事を書くこと、 リード文、

写真キャプション付けなどを総合的に身に付ける。 特に、 前期では縦書き記事だったため

に、 留学生の原稿表記指導に時間がかかった。

　５)編集力。 写真の選定方法、 位置決め、 キャプション付けなど。

４　グローカルインタビューの実践

４．１　前期の取り組み

　前期の履修者は３２名で、 日本人学生３名＋留学生１名の編成を８班作った。 作り方は出席カー

ドを無作為に抽出し、 どの班にも必ず留学生が入るように工夫した。

　授業時間は水曜３限に固定されていたが、 取材対象者の都合により大学へ来てもらった

り、 こちらが先方へ出向いたり調整を行った。

　通訳が必要な対象者はアメリカのマシュー·グリーンさんだけだった。

　取材が完了した班から原稿書き·写真選定·リード文作成·写真キャプション付けなどの作

業に入った。 座学で以下の指導を行った。

０１

① 本学には留学生別科(日本語教育機関)があり、 そこで日本語検定試験２級以上を取得した場合学部へ進学、 ある

いはすでに学士を取得している学生は３年次へ編入することが可能である。 なお、 本学との交流規定により、 北

京語言大学·四川外国語大学·青島大学の日本語専攻の学生が、 学部において科目等履修生として単位取得が可

能である。
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の低い方で、SVは年収の高い方で割合が高くなっている一方で、 LSが年収での偏りがない。

また１,０００万以上では、 GMの割合が高く、５００万以上～１,０００万未満では、 ECとCHの割合

が、 TFとSVと遜色がない。 なお、 CHとは、 不可能と思えるような障害·問題の克服·解決、

難敵への勝利に価値を見出す人々で、 専門分野にこだわらずに、 自己を試す機会として、 挑

戦的な仕事に携わることを重視する。

　しかし、 プロコンだけでみてみると(表３)、 一番割合が多いSVにおいて、 ある程度の収入

がある層はSVの割合が非常に高くなっていることがわかる。 よって、 収入にある程度余裕が

あるプロコンには、 社会貢献をしたいという人々が一定の割合で存在している。 なお、 年収

が上がるにつれて、 ECとCHの割合も高くなっている。

表２　年収別キャリア·アンカーの分布(全体)

年収 TF GM AU SE EC SV CH LS 複数

１,０００万以上 ５０％ １４％ ５％ ５％ ５％ ２９％ ５％ １９％ １４％

５００万以上,

１,０００万未满
２３％ ２％ ２％ ％％ １６％ １６％ １８％ １３％ ４％

３００万以上,

５００万未满
１７％ ６％ １１％ ６％ ６％ ２２％ １１％ １７％ ６％

３００万未满 ５７％ ０％ ０％ １４％ ０％ ０％ ０％ １４％ １４％

合計 ２１％ ５％ ４％ ％％ １１％ １９％ １３％ １５％ ７％

　　(注)未回答者２１名は含まれていない。

表３　年収別キャリア·アンカーの分布(プロコン)

年収 TF GM AU SE EC SV CH LS 複数

１,０００万以上 ０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ ０％ ２０％ ０％ ６０％

５００万以上,

１,０００万未满
３３％ ０％ ０％ ０％ １７％ ４２％ ８％ ０％ ０％

３００万以上,

５００万未满
０％ ０％ ０％ ０％ １７％ ３３％ １７％ １７％ １７％

３００万未满 ４０％ ０％ ０％ ２０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ ２０％

合計 ２１％ ０％ ０％ ７％ １４％ ２５％ １１％ ７％ １８％

　他方、 企業内診断士(表４)では、 TFの割合が最も多いが、１,０００万以上では極端に少ない代

わりにGMが１９％も占めている。 この特殊な傾向は、 彼らが大企業において、 その年収に相

応した管理的な職位についていることを反映していると考えられる。 一方、５００万以上～

１,０００万未満でのみ、 ECとCHの割合が高く、 プロコンの傾向と似ている。 また、 年収が高く

なるほど、SVが多くなっている。 よって、 プロコンと同様に、 収入にある程度余裕がある

と、 社会貢献をしようという意欲を持つ人々が多くなっている。 加えて、 LSは年収が高い

と、 その割合が比較的大きくなっている。 企業内診断士は、 勤務先で年収が高いほど、 すな

わち語弊を恐れずにいうと、 年収の高い大企業に所属しているほど、 自らの生活様式に重き

９１２
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を置く傾向が強いといえよう。

表４　年収別キャリア·アンカーの分布(企業内診断士)

年収 TF GM AU SE EC SV CH LS 複数

１,０００万以上 ６％ １９％ ６％ ６％ ０％ ３８％ ０％ ２５％ ０％

５００万以上,

１,０００万未满
２０％ ２％ ２％ ９％ １６％ ９％ ２０％ １６％ ５％

３００万以上,

５００万未满
２５％ ８％ １７％ ８％ ０％ １７％ ８％ １７％ ０％

３００万未满 １００％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％

合計 ２０％ ７％ ５％ ８％ g％ １６％ １４％ １８％ ３％

５　むすびにかえて

　本研究の最大の貢献は、 中小企業診断士のキャリア·アンカーという未踏の分野に踏み込

んだことである。 今後の研究では、 キャリア·アンカーの違いが中小企業診断士の職務満足

に及ぼす影響に取り組んでいくこととする。

　[本研究は、２０１６２０１７年度大阪経済大学中小企業·経営研究所共同プロジェクト東アジア

における日本企業と中華系企業(研究代表者:吉田建一郎)の助成を受けた]
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生活文化的建构与地域的创生
日本老高龄化社会问题对策的启示

同济大学　王红莉

[摘　要]　本论文基于我国目前老龄化社会问题的现状,从文献研究和田野调查

两个方面对日本在解决老龄化社会问题方面的相关做法和经验进行分析,从而探

索出一些可供我国借鉴引进的做法和对策.论文着重分析了宫崎清教授以老年人

与地域资源的再发现、再认识为课题的研究成果,并对日本福岛县三岛町和群马县

草津温泉做了案例研究.在此基础上,提出了通过系统思维、系统建构解决老龄化

问题的主张,以期为我国如何通过设计的参与解决老龄化社会的问题提供有益的

参考.
[关键词]　老龄化社会　地域创生　生活系统建构

１　引言

老龄化社会已成为对中国社会发展的挑战,政府酝酿和出台了一系列包括养老产业在内的

宏观和微观政策,开始着力解决这一事关国计民生的重要问题,这些政策涉及到了生育政策、退
休年龄、人口迁移、社会保障体系等诸多方面.然而,老龄化问题是一个系统的问题,关乎政治、经
济、文化的整体运行,并不是建养老设施那么简单.鉴于中国养老问题在政策、制度、法规、计划、
城市规划及具体实施条例的不足,一方面急需建设兴建、完善高龄者居住和健康保障的空间与设

施,但在重视这些工作的同时,更重要的是面对挑战,树立基于系统建设的理念,以安居乐业的健

康生活为中心,建构可持续的高龄化社会问题解决目标、定位及其实施思路,因此有必要学习与

研究发达国家的先行经验,探索出一条适合中国国情的高龄化社会发展之路.
养老问题是当今世界各国面临的普遍问题,根据联合国人口基金会发布的报告,到２０５０年,

全球６０岁人口将超过１５岁以下的人口总数,占全球人口的五分之一.养老问题有各国的政治、经
济国情,也有传统文化、习俗的特征,但同时也不乏人类的共性问题.我们一直强调中国传统文化

重视尊老敬老、天伦之乐,对养老设施存在难于接受的一面.根据相关调查显示:“美国８５％的老

年人希望在家养老.柏林市民在媒体采访中也毫不掩饰地说,不想进养老院.”近些年来,鼓励居

家养老似乎也成为席卷全球的潮流,即便在养老保障体系发源地欧美,包括高福利的瑞典以及荷

兰等国,各国政府开始从传统的养老院模式,转为在基础设施和综合服务上投入更大的资金和人

力,加大老年人的居家养老和社区服务.美国政府则利用高科技手段,在大数据上加大研发,为居

家养老提供互联网支持.在解决养老资金方面,除了养老、医疗、保险基金和立法规定企业和公民

义务外,优化管理也是一个有意义的方向,如:“美国在社会保障体制建立时,所遵循的原则不是

“全面福利”,而是“帮助自助者”.这一理念既节省了社会保障基金支出,又能促进社会成员对经

１２２
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济增长作出贡献.”在激发内在活力,实现老年人生存价值方面,日本也经过长期的实践,做了有

借鉴意义的探索.

２　日本三岛町案例分析

日本是较早进入人口老龄化社会的国家,高龄少子、劳动力不足的问题日益严重.根据日本

总务省的２０１５年人口普查(“国势调查”)结果,６５岁以上老人占日本总人口的比例超过四分之一,
为世界最高水平.其中６５岁以上人口占总人口的２６．７％,１５岁以下人口只有１５８６万,占总人口

１２．７％,居世界最低水平.从研究解决农村人口过疏化,振兴地域经济的角度,日本千叶大学教授

宫崎清和他的研究团队以老年人和地域资源的再发现、再认识为研究课题,对日本福岛县三岛町

做了２０余年的系统研究,对我们如何通过设计的参与改善和解决老龄化社会的问题提供了有益

的参考.
三岛町是日本典型的老龄化村镇,６５岁以上人口占总人口的３４％,且青壮年外流问题严重.

如何让转移到城市的年轻人返乡?如何营造生活安定、富有魅力的村镇?为解决这些问题,三岛町

先后开展了“故乡运动”“生活工艺运动”“有机农业运动”“健康运动”和“地域品牌运动”等丰富多

彩的活动.在这些地域再生和振兴运动中,老年人成为最活跃的主角.首先,让我们来看一下这些

运动的具体措施和方法.
(１)故乡运动

“故乡运动”主要针对农村青壮年人口向城市转移,造成农村人口过疏的现状,通过积极推进

农村和城市的交流,探索地域再生的方向和出路.
“故乡运动”关注乡村文化和民建智慧的挖掘和展现,村民通过与市民们的交流中,对那些没

有特别意识到的自然环境、自然食材制作的民间料理、以及农事活动、风俗礼仪等司空见惯的事

物的价值有了新的认识,并通过与城市人群的交流,重新发现了自己生活的这块土地上积淀的生

活智慧和生活文化的美好珍贵.
老年人作为生活文化的体现者和传承者,成为了“故乡运动”不可或缺的主体.他们为来访者

烹制农家菜,讲述丰富多彩的历史传承,在帮助外界认知农村生活价值的同时,也感受到生活在

故乡的喜悦,唤起了作为家乡人的自豪.生动的城乡交流活动,使双方体会到彼此的价值和共生

的重要,有效地推进了以地域振兴为目的的“地域再发现运动”.
(２)生活工艺运动

三岛町多山多雪,从１２月至翌年４月,一年有三分之一的时间生活在雪国里.自古以来,每到

这个时期,人们就会利用秋天采集的野草落木来制作各种家庭生活用品.自１９８６年开始,三岛町

每年３月都会举办“三岛生活工艺品展”,展销每家每户冬季制作的生活用具.
“生活工艺运动”是在三岛町的风土人情和生活方式中孕育、发展起来的.村民用野草、藤、竹

等身边天然材料制作的蓑衣、草鞋、雪靴、箱包等生活用具,凝聚了传统工艺的精华,展现了造物

活动极具创造性的一面.而创造的主体,正是作为普通生活者的老年人.以“第１６次三岛町生活工

艺展”为例,此次共展出了１０４名制作者的１０２９件展品.在参展者中,６５岁以上的高龄者就有７１名,
其中８０岁以上的有１５名.

“生活工艺运动”所展示的生活工艺品,是自给自足经济时代的产物,生活工艺运动使其适应

生活方式的改变,具有了创新的价值.同时,人们在投入生活工艺品创造的过程中,也感受到了创

造生活的喜悦.
“三岛町生活工艺馆”是“生活工艺运动”的中心,在这里,高龄者向来自各地的孩子和成年人

２２２
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传授技术和工艺,将与自然共生的造型文化的完美和精致准确地呈现出来,展现了地域传统工艺

的独特魅力.现在,受到高龄者的激励和影响,很多年轻人和３０－５０岁的母亲们也投入到手工艺

制作活动中,“生活工艺运动”的影响在持续扩大.
(３)健康运动

伴随着老龄人口的急剧增加,老年病也出现增多的趋势.三岛町在实施医疗服务措施的同

时,基于“福利的根本是构筑可以健康工作的社会”的思想,开展了三岛町健康运动.
“健康运动”以高龄者为核心开展各项活动,并使之系统化,努力探求对应高龄化社会的生活

价值体系.其目标就在于将凝聚高龄者智慧和技术的“生活工艺运动”加以发挥,通过这样的运

动,为高龄者提供从事力所能及的工作的场所,为他们参与社会提供更多的机会,帮助其找到生

活的价值,增进老年人的身心健康.
(４)有机农业运动

鉴于土地闲置和劳动者高龄化的现状,依据三岛町的自然条件,推行了以小规模生产、健康

食品和健全生产过程为核心的“有机农业运动”.一方面,不使用化肥和农药的农产品保证了村民

的健康生活,为后人留下健康的自然环境,同时也增加了农村经济的活力,使高龄者的经验和智

慧得到充分的发挥.
老年人是有机农业的经验者和体现者,通过他们的双手,可以推进与自然共生的农作方式和

有机农业的发展,并且通过有机农业技术的传承培育青年一代,作为该运动的连动,“健康农园制

度”是将休种的土地建成有机菜园,并向没有土地的人提供租借.一些热心的青年还通过有机农

业运动结成了“有机农友会”,交流有机栽培的体验,并开始贩卖健康农园的农产品.
(５)地域品牌运动

“地域品牌运动”的主旨是以“村”这一最小的行政区划为单位,通过该项运动,提高人们对家

乡的自豪感和作为住民的自觉,以期共同激发地域活力.正如运动的名称所表达的那样,“地域品

牌运动”就是要发掘地域的荣耀和精华,强化地域的个性特质,增强住民的归属感,以实现地域的

振兴.
“老奶奶做的味道”是地域品牌运动中的一环,初衷是由老奶奶将一年中不同节令的传统料

理告诉孩子和年轻人,使那些只有经验了才能得到的技术得以传承.如:用刀的方法、和荞麦面的

门道、切面的功夫等.“地域品牌运动”的展开,有效地增进了高龄者和孩子、高龄者和年轻母亲的

交流,形成了地域的良性互动,增强了地域的吸引力.
宫崎清教授总结三岛町的五个运动,提出了以下三点启示:
一是高龄者作为传统生活技术、传统生活文化的体现着和传承者,在现实社会具有独特的社

会价值;二是高龄者经过生活锤炼的巧手,可以展开更丰富多彩的创造性活动,并从中实现和证

明自己的价值;三是建立有机的地域共同体,其互动关系对地域再生和振兴具有重要的意义.
宫崎清教授致力于地域精华的再发现、再认识和再设计,在解决老龄化、空巢化问题上几十

年深入实际进行调查研究,从生活者的立场展开设计,这样的立场和做法值得我们学习和借鉴.
现在,通过地域再生解决老年人生存价值问题已成为日本社会的普遍做法.在对日本草津的考察

中,我们也发现和总结和他们的经验.

３　草津温泉案例分析

草津地处多雪的群马县,以温泉之乡著称,隆冬时节,坡地、屋顶上的皑皑白雪与温泉弥漫的

腾腾热气渲染出小城独特的意境.草津温泉的特点是水温高,但是又不好掺冷水,煮温泉蛋方便,

３２２
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可是直接入浴就难了.那么如何来解决这一问题呢?草津温泉乡于是就在街道广场建了成片用来

晾水的梯田,汇聚成瀑布再分流入各家浴室.水入浴池后,又有当地老年妇女身着传统的浴衣,手
持船桨一样的木板载歌载舞来搅水,为的是进一步散热,同时也把温泉里的矿物质调匀.于是就

有了草津温泉的特色———“汤田”和“汤歌”①,当地的礼品店里还出售唱汤歌的玩偶以及各色各

样的纪念品.这种解决问题的方式,是景观装置,是演艺活动、是礼品开发、是服务设计,同时也是

居民的生活手段、生活价值、生活方式和生活态度.“草津”把自己的特点讲成了一个好听、好看、
合情合理的故事.并且这个故事是大家的,由大家一起来讲,一起来分享.

４　结语

本文利用文献研究和田野调查的方法,从老龄化问题解决对策的视角,对日本老龄化社会问

题进行了考察和分析.应该说,本文涉及的案例可以从不同的角度来解读,事实上也作为不同领

域的成果被介绍和交流,如:设计的视角,地域经济振兴的视角,空巢化问题的视角,新农村建设

的视角,传统文化传承与发展的视角等,但这恰恰是最值得我们参考和借鉴的地方:以系统思维

的方式和方法,以生活者的安居乐业为中心,通过系统的建构解决老龄化问题,不失为解决老龄

问题的一个好的思路和途径.

[本文为同济大学人文社会科学交叉学科项目«基于中日比较的老龄化问题研究与设计»的
阶段性研究成果]
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① 日语里汉字的“汤”,就是热水的意思,也用来指温泉.
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«叶隐»中山本常朝的义理观
———以“众道”为中心

大连外国语大学　张秀莹　张　瑾

１　关于日本的“义理”说

美国人类学者路丝本尼迪克在«菊与刀»中提出义理是解读日本文化不可或缺的关键词,认
为义理是日本独有的社会规范和伦理,把义理分为“对社会的义理”和“对名誉的义理”两类,并指

出义理是囿于外界社会的约束而不得不遵守的行为规范,处于当事人内心的真实情感 “人
情”的对立面.源了圆(１９６９年)肯定了本尼迪克特在义理研究方面的功绩,但指出其弊端在于以

近世封建社会或日本社会构造的一层不变为前提,认为这在构筑义理的统一理论方面缺乏说服

力.他严格区分义理事实和义理观念,指出作为事实的义理早在古代日本就已产生,而义理的观

念直到近代初期才引起日本人的自觉.这是因为日本自古便为稻作民族,人与人之间的协同劳作

必不可少,人们迫切需要与他人的协调关系,人们帮助别人,对别人的信赖加以回应,同时也期待

别人同样对待自己,当时人们的所作所为与社会对人们的期待完全统一,这就产生了第一种对人

好意的还礼,以及第二种对人信赖的回应等方式的义理事实.源了圆口中的这两种义理似乎可以

共同归为本尼迪克特所说的“对社会的义理”,不同点在于这两种义理并不是不得已而为之的,也
并非处于“人情”的对立面,而是与人情一致的.源了圆认为第三种形式的义理是为保持自己的体

面和名誉不受损害而产生的意气型义理.因意气本身具有强烈的自我意识,又鉴于产生在对名誉

的守护之目的上,这种意气型义理可以归为“对名誉的义理”.源氏推测此类型的义理最早出现在

武士社会当中.尽管事实的义理古已有之,但“义理”一词,却是在镰仓时代,随着朱子学一起传入

日本的.江户初期,随着朱子学被幕府定为官学,人们才产生义理的自觉.作为朱子学的正统用

法,义理指人们在人际关系中应该遵循的道德规范和行为准则,具有更普遍的意义,然而,传入日

本后,儒教义理的用法并未一般化,它与日本各种风俗相结合,在很短的时间内,其意义、内涵、范
畴便发生了很大的变化,形成了日本化的义理.

本论文拟以江户时代的武士道书«叶隐»①为研究对象,针对其中有关“义理”的词条以及武

士之间的“众道”现象,用动态发展的观点来考察武士社会义理事实及义理观念的变化,进而明确

«叶隐»口述者山本常朝的义理观.

５２２

① 成书于江户时代.是锅岛藩原武士山本常朝口述,田代阵基笔录完成的.从口述开始到完成历时近７年(１７１０－１７１６),
全书以分条记录的方式呈现,由开篇的“夜荫之闲谈”及以下１１章,共１３００余条目构成.也称«锅岛论语»«叶隐闻书».
本书引用自岩波文库本«叶隐»上、中、下,并以«闻书第 Xxx»的形式表明章节及具体条目.
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２　«叶隐»及«叶隐»中的“义理”

«叶隐»成书于１７１０－１７１６年,正处于江户时代中期.中国学者叶渭渠层曾对«叶隐»做出过

“具体体现了将义理作为武士行为规范,并将之理想化,以此来维持武士家系,统一社会秩序,完
成太平盛世的武士精神文化”(２０１０:２９７)的整体评价.这也是笔者将其作为考察武士阶级义理观

的研究对象的原因之一.«叶隐»口述者山本常朝生于万治二年(１６５９年)卒于享保四年(１７１９年),
经历了从德川第四代到第八代将军的时代,见证了近世封建制度建立之初的动荡到稳定的过程,
通过«叶隐»一书,对变化的时代中变化的武士伦理道德发表了自己的见解.综观«叶隐»全书,共
有七处直接提及“义理”.①

在«闻书第一６３»中,常朝将５、６０年前勤勉于奉公和武士道,随时抱有死之觉悟的武士与当

世沉湎于金钱、色情杂谈的武士进行对比,指出“如今的年轻人,总把具有吝啬、节俭癖好的人,褒
奖为善于安排家计之人,这是肤浅的.那些吝啬的人,常常是欠缺义理之人;欠缺义理的人,必是

肮脏卑劣的人”.在«闻书第十一１４７»引用中野神右卫门的话“在难关之际,互相帮助才是武士的

义理.”在«闻书第三１»引用直茂公的话“再没有比义理更深奥的(事)了.有时堂兄弟死了,我也

不会流泪.五十年或百年前的人明明毫不相关,可一听到他们有关义理的故事,眼泪却会掉下

来.”中野神右卫门是常朝祖父,直茂公的臣下.直茂公是锅岛藩藩祖,为锅岛藩的创立奠定了牢

固的基础.两人皆生活在战国时代末期,而直茂公所感叹的五十年或百年前的义理正是战国时期

武士的义理.众所周知,战国时期战乱频仍,社会上各阶层之间的身份等级尚不分明,像丰臣秀吉

那样出身低微之人,也可以凭借自己的能力掌握天下大权;下级武士与主君一起出入战场,同生

共死;有“下克上”,也有战场上的临阵倒戈,武士们活得比较真性情.按照源了圆的观点,战国时

期的武士社会当中,尚未形成义理的观念.但武士之间惺惺相惜,遇到困难彼此相助的义理事实

大量存在,且都出于本心,与人情一致.常朝口中５、６０年前的武士是指江户初期的武士.可是一种

社会制度产生之后,与之相适应的社会结构以及在该社会结构中发挥作用的观念体系未必即刻

完备,就近世而言,其封建社会结构的真正确立在江户中期.初期参觐交代制等制度的颁布,预示

着统治者要建立一个高度中央集权的社会,但当时封建制的特征仍然占主导地位,战国时代的遗

风尚存.尽管随着朱子学成为官学,义理的观念已产生,可是作为事实的义理仍然延续着战国义

理事实的特征.町人经济地位的上升和失去土地单纯依靠俸禄为生的武士们经济地位的低下,共
同使得好多武士逐渐羡慕并向往町人的奢侈生活,甚至武士之间开始出现沉湎于金钱、色情等的

谈论.通过对５、６０年前与当世武士武士行为的对比,常朝表明了自己的态度.他认为武士们当前

的行为是不符合武士身份且违背义理的.武士们的变化,是山本常朝不能接受的,他仍然把抱有

死之觉悟、随时准备为主君赴死以及对金钱等俗事不动声色看作武士的义理.
在«闻书第一１９２»中常朝引用某人日常觉悟的记录:“说罪人的坏话不符合义理.对于

事事皆顺的人,久不联系也没关系;而对于倒运或落难之人,尽可能的给予关心,想办法帮助他恢

复元气是武士的义理.”接着在«闻书第一１９９»列举了同组之人在中野将监切腹后说坏话被大木

兵部责备的事.兵部说“对于已逝之人不可恶语相加.尤其对于被问罪者更应心存怜悯与同情.要
感念已逝之人的好处,这才是武士所应遵循的义理.”这里提到的中野将监是山本常朝的本家亲

戚,在常朝眼里是一个一心为主君进谏心底无私的忠臣,却于元禄二年(１６８９年)以“冒犯主君”的
罪名被命切腹,当时常朝担当介错人.对将监切腹之事,常朝颇有不满.这在他亲自执笔的年谱中

的一句相关记载“关于将监切腹的事件,缘于公私内外的原因,特意在此省略”,尤其“特意”一词

６２２

① 具体分布在«闻书第一６３、１９２、１９９»«闻书第三１»«闻书第七３８»«闻书第十一１１０、１４７».
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中可以窥见.他引用大木兵部“再过二十年,世间一定承认将监是忠臣”的原话,表明自己赞赏的

态度,并针对某人“世道呈现末相,义理之风已断绝”的感叹,作出“所谓‘穷则思变’,相信不久就

会好转”的回应.«闻书第七３８»讲述的是因受妻兄牵连被判回乡蛰居的牛岛新五郎重胤的故事.
牛岛新五郎蛰居期间只靠四石禄米过活.有人点拨他休掉妻子可得重新任用.可牛岛新五郎称为

了自己仕途休掉无罪之妻绝非义理之事,表明了即便饿死也不休妻的态度.他是锅岛藩二代藩主

纲茂的藩士,算来也是江户时代建立不久后的人物,其表现出来的义理观也是江户初期武士的义

理观.
以上六处涉及义理的条目,其共同点都是在讲武士在横式人际关系中(或与同辈武士或与妻

子之间)应该怎样或不应该怎样做的问题,无一例涉及上下君臣关系.由此可以推断,尽管在朱子

学成为官学,等级制度森严的江户时代,在一般概念中把终生为主君尽忠、甚至为主君奉献生命

视为武士最大“义理”的社会背景下,山本常朝内心深处并未把武士的义理仅仅限定在狭隘的与

主君的关系中,他提及的具体事件中的主人公或所引语句的讲述者,都是战国末期或江户建立初

期的人物,他们在尚未建立义理观念的时代实行或推崇的义理事实,或在义理观念形成之初所推

崇的与之相结合的义理事实,基本不包含任何迫于外界压力不得已而为之的无奈,那样的义理应

是古代社会既已作为事实存在的义理的延续,是与人情非对立的统一体.
与此相对,七处直接提及“义理”词条的唯一不同于其它的一条在«闻书第十一１１０»中.该条

目讲的是谏早丰前殿临终前想把主水殿收为养子,派人去与初①商谈的事.期间,初说了一句“如
果谏早家身份地位(比我们)低,出于义理考虑,应该让主水去当养子.可是人家的身份比我们高,
就不能丢下本家投奔他家了”.这里“出于义理考虑”的提法本身便包含考虑世间看法、社会规则

的心理活动,从中似乎可以感受到外界的束缚,义理与人情出现纠葛与矛盾,也即本尼迪克特所

提到的义理的“违背本意”(２００５:１６６)的性质.但这里的义理仍指石高俸禄不同且同为臣下的武

士之间的义理,同样不涉及上下君臣义理.为了进一步明确常朝对武士在君臣间的义理以及对同

辈间义理与君臣间义理如何取舍之看法,以下一节将从“众道”这一角度进行考察.

３　«叶隐»中的“众道”

“众道”指代男色关系,即男性之间的同性恋.据说在日本,最初出现在院政时期②的僧人阶

层及武士阶层,到了江户时代,男色之风更是在武家社会盛行,“众道”一词开始登场.恋情的产生

本来源于人情,上升到“道”之后,双方之间便自然而然产生了义理.建立了“众道”关系的双方,需
交换“誓纸”,明确对彼此的约束.山本常朝在«叶隐»中多次提到关于“众道”的逸闻.以“众道”这
一词条在索引中检索,发现在岩波文库本中共出现１１项,按照结成“众道”关系双方之间的地位划

分,«叶隐»中的“众道”大体可分为三种类型.即:君臣间的“众道”、同辈之间的“众道”,和同时存

在于君臣和同辈之间的三角恋情式的“众道”.
«闻书十一８３»记录了三代将军德川家光去世时,老中堀田正盛剖腹殉死的情形.按常识来

讲,武士在切腹时一般要脱去和服露出上半身,但堀田“因为有不能将肌肤示人的原因,所以在殉

死之时没有脱衣服”,此一句,暗示出堀田与家光之间的关系.堀田与家光之间存在“众道”关系,
家光又是堀田的主君,于私于公,堀田都有对家光尽义理的义务.家光去世之际,堀田通过殉死这

一举动,达到了私与公、人情与义理,更确切地说是一种义理与另一种义理(对众道对象的感情回

７２２

①

②

人物关系没有明确标明,也无从查阅,笔者推测初为主水殿之母.
平安时代后期实行院政的时期,指白河、鸟羽、后白河３代.
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报之义理和对主君尽忠诚之义理)的统一.
«闻书第一１８３»叙述了中岛山三与百武次郎兵卫的故事.中岛一直钟情百武次郎兵卫,经过

多次试探确信对方恰好也有意于自己之后,双方结成“众道”关系.可是不巧的是,佐贺藩初代藩

主胜茂也曾内心爱慕中岛,有一次在中岛走过自己面前时,情不自禁用脚去碰其膝盖,但中岛当

场后退数步,正襟危坐向胜茂道歉,此事便不了了之了.故事中的中岛夹在百五次郎和主君胜茂

之间,但他巧妙地选择忠实自己的内心,在一场遵守对恋人的义理还是遵守对主君的义理的角逐

中,站在了前者一方,并取得胜利.这是同辈之间比较完美的“众道”关系的表现,当然也有相反的

事例.«叶隐»中有七处,讲到因在“众道”过程中产生矛盾,最后或死于对方刀下或被判切腹自杀

以“遗恨”告终的事例.这些相关人物,在常朝眼里是背离了“众道”之精神和义理的.为避免遗恨

产生,常朝在«闻书第一１８２»中引用了枝吉氏①的话.他把“众道”的精髓概括为“明明很喜欢,但
也要作出不喜欢的样子”.之所以如此,是因为“抛却生命是众道之极致,如若不然则会变成耻辱.
可是若真的抛却生命,就无法为主君尽忠.”对于这一点,常朝在«闻书第二３３»中的相关表述更

是表明了态度,他说:“恋之极致是为忍恋②.有生之年表露的恋情并非真正的深情,焦思至死才

是真正的高贵.”可以说这是对枝吉氏观点的进一步阐释.随后,常朝又提出“忍恋”这一心境,适
用于世间方方面面,尤其君臣之间.提出对主君的感情“就如同暗恋一个人而不期待对方回报一

样,不期待主君能够注意到自己的存在.这种心情越是深厚、越是强烈,便越能够在关键时刻为了

主君不惜牺牲自己的生命.”③这段话说得情深意切,感性十足.对于武士来说,忠诚,是臣下报答

主君之恩的最大义理,是不可推卸的责任和不得不履行的义务.有时因为先祖曾蒙主君深恩,作
为子孙就要继续为主君尽忠,所以甚至参杂着不得已而为之的无奈.而山本常朝提倡用“忍恋”之
心奉公,这实际上是在提倡不求主君回报的忠诚.他理想中的对主君的义理,是如同爱恋一个人

一样,要发自内心,不能带有一丝不情愿.
«闻书第八７１»讲述的是与主君———佐贺藩第二代藩主光茂又与同辈神代弁之助之间存在

男色关系的北岛作兵卫被光茂命令北岛切腹自杀的故事.这件事情的真实情况不难想见:光茂与

北岛之间存在男色关系,但北岛也许只是作为臣下迫于主君的权力不得已而为之;而北岛与神代

之间才是真心“众道”.可是这种三角关系的“众道”,从诞生之初便产生了无法调和的矛盾.用当

今的眼光去看,即是“出轨”与“不伦”———与主君的男色关系无论发自真心与否,在常朝们的观念

里,只要是主君的命令就应该无条件遵守.即便对神代充满真情,有生之年也应以“忍恋”的形式

终结.可是,北岛没有处理好两种义理的关系,使对主君的义理与对同辈武士的义理之间产生了

无法调和的矛盾.被背叛的主君用命令北岛“切腹”的方式,终结了这场矛盾.

４　结语

以上对«叶隐»中“义理”及“众道”的相关条目进行了考察,从中可以看出本尼迪克特“义理是

非本意”的观点的局限性,也验证了源了圆“应以社会结构动态变化为前提考察义理”之观点的合

理性,同时也可以了解«叶隐»口述者山本常朝的基本义理观.常朝把对主君的忠诚视为武士最大

的义理,但并未视作唯一的义理.他认为武士应尽量协调并保持对主君的义理与对同辈的义理之

一致性;当两者产生冲突时,提倡前者应永远优先于后者,并期待这种优先发自内心而无任何勉

８２２

①

②

③

此人是佐贺藩“众道”鼻祖星野了哲的弟子,被星野了哲赞为“最谙‘众道’之道”.
指控制并压抑自己的感情,在对方毫不知情的情况下爱恋对方的“暗恋”“单恋”之意.
参见«闻书第二６１».
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强和无奈.
常朝生活在江户第四代将军到第八代将军的时代,正是中央集权制特征渐渐压倒封建制特

征并最终取得统治地位的时代,义理也经历了从义理事实到义理事实与义理观念的结合再到日

本化的义理的变迁过程.而常朝并未看到这一动态的变化,不承认政治价值优先原理的彻底确立

带来的武士们思想及行为的相应变化,也不愿看到武士对主君义理的遵守常常迫于外界威压之

事实,仍旧活在对战国时代的怀念和憧憬里.这是常朝对自身武士形象的自豪和固执,同时也是

他的个人局限性和时代局限性造成的必然结果.

[本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“从«叶隐»看日本武士道的根本思想研究”(

１４YJC７２００２６)之阶段性成果]
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明治時代における茶道の変遷についての一考察

中侨学院　胡季静

[摘　要]　本论文对明治时期(１８６８１９１２)的日本茶道的状况进行了考察.明治时

期的日本打出了“脱亚入欧”的旗号,向西方学习科学技术、文化教育、思想风尚乃

至生活方式,使得日本社会发生了巨大的变化.这对于日本的传统文化来说,是一

个面临生死存亡大挑战的年代.而茶道却作为日本传统文化的代表,面对着这样的

历史挑战,以其独特的魅力传承至今.本论文整理和分析了日本茶道是如何应对社

会环境的突变、如何转变成符合近代社会的新茶道.
本论文在参考了相关研究资料的基础上,沿着明治初期茶道的衰落、明治中期

茶道的复兴以及明治后期的茶道普及这一历史发展轨迹进行论述.首先,对明治初

期的茶道衰落的情况作了考察,并将导致茶道衰落的原因分为内因和外因的两个

方面加以分析.其次,按照当时的历史条件,探明茶道从衰落走向复兴之路的原因.
然后,论述了茶道在适应近代社会变革的历史进程中,发生了哪些自身的变化.最
后,明治后期迎来了茶道的大众化时代,茶道开始被普及,对于涉足茶道的阶层的

分布进行了考察.
文化的传承绝不是一成不变,而是顺应时代变迁不断改进、变化的过程.日本

茶道作为传统文化,以其独特的魅力保留至今正是一个极好的例子.本论文通过对

日本近代茶道的分析,期冀能对改善我国传统文化丧失的现状有所帮助,使我国的

文化事业能借鉴日本对于传统文化继承的方法,将传统文化的继承纳入我国文化

事业的发展中.
[关键词]　明治时代的茶道　衰落　复兴　普及

はじめに

　明治時代は、 従来の封建的国家体制が崩壊し、 日本をあらゆる面で近代国家へ変貌させた

ことで、 日本史上において重要な維新時代として位置づけられている。 このような大変革の

時代において、 政治体制ばかりでなく、 文化面でも欧化主義を唱え、 日本の伝統文化は西
洋一辺倒の風潮にさらされて、 大きな衝撃を受けた。 とりわけ、 茶道も壊滅的な羽目になっ

た。 だが、 茶道は近代国家の形成過程を通じて、 存続の変革を続けて日本の伝統文化の代表

的な地位を築き上げ、 異彩を放つ時代を迎えた。

　本論文では、 明治時代における茶道の栄枯盛衰歩みを追いながら、 茶道はどうのように近

代化の波に乗って、 自身の変革を成し遂げ、 日本の伝統文化のを継承したか、 明治時代の茶

０３２
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道の変遷を考察してみたい。

　日本の茶道は室町時代から芽生え、 安土桃山時代ごろわび茶という精神を重んじる茶の

湯として完成された。 時代として主に近世、 近代と区分される。 明治時代の茶道は近代茶

道の一環として位置づけられ、 数多くの研究がある。 本論文は、 明治の茶書を中心に文献

調査を行い、 明治時代における茶道の歴史背景を確認の上、 その変遷を明らかにしてみ

たい。

１　茶道の没落

　１８６８年徳川幕府の崩壊後、 明治政権は、 天皇親政を基本方針として、 ほかのアジア国のよ

うに半植民あるいは植民地に落ちぶれる定めから逃れるため、 積極的に西洋文明を取り入

れ、 一連の改革を行った。 明治初期、 日本国内では文明開化のブームが起こった。 人々

は、 西洋のものなら何でもよいという風潮に流され、 世相風俗が大きく変わった。 茶道を

始め、 伝統文化は人気を失い、 不流行の部類に落ちぶれていた。

１．１　茶道の衰微

　明治初期の社会調査情報から茶道が衰退したことがわかった。 当時、 何が流行し、 何が下

落したか、 相撲の番付のように位付けしてその名を順に記した旧式のランキングのようなも

のがある。 下記の図表が示すように、 右は流行の部で、 左は不流行の部である。 不流行

の部の関脇つまり二位となったのは茶器である。
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目今形勢興廃競より

　高橋箒庵近世道具移動史によって、１８８６年当時の役人、 検事長を勤めた渡辺驥氏は、 遠

州流宗家小堀家の茶道具百八十二点をわずか四千で買い入れたという。 茶器は不流行の部
の対象になり、 価値が失ったことは茶道の衰退の一端を現した。

　そのほかに、 井口海仙の円能斎宗を匠略伝では、 日常の生活にも事欠き、 債鬼四集す

る状態という裏千家の宗室の貧困生活の実態をくっきりと描き出したものある。 茶道家元

を始め、 茶にたずさわる人々は困窮の地に追い込まれたことも茶道の衰微状態を裏付けた。

１．２　茶道の没落した原因

　明治初期の茶道は衰退した原因は茶道自身の特徴によるもの、 つまり内在的原因となに

か外部からの影響を受けた、 外的原因の両面から探ってみたい。

　まず、 衰退の原因に繋がった茶道自身の特徴について、 熊倉功夫の近代茶道史の研究で
は、 次の３点を指摘した。

　(１)新社会建設の緊張感が張り詰めると、 遊びにたして否定的な、 あるいは単なる遊びで

１３２
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あったものにも精神的なよりどころを求める傾向が生まれる従来の茶道は一種の遊芸とし

て、 遊びの要素を備えている故に明治維新という社会変革期のニーズに背くところがある。

　(２)想像力と教養を、 均質にもつ小グループの存在する社会に属するものであった。 武

士社会の崩壊という社会環境の変化によって、 茶道の生存する環境もなくなったのである。

　(３)もっとも直接的な原因は江戸時代を通じて茶道の経済的支柱であった武士層、 ことに

茶道家元が茶頭として勤務する大名家の没落にあった大名や武士武士社会の崩壊により、

経済的に支えていたパトロンを失った。

１．３　衰退の外的原因

　茶道の衰退に影響を与えた外的な原因は欧化主義からの打撃と仏教の後退の二点と考

えられる。

　福澤諭吉が文明論之概略明治８年(１８７５年)の中で、civilizationの訳語として使った文明

開化はこの時代の代名詞となった。 制度面の西洋化だけでなく、 文化面でも、 西洋文化が押

し寄せてきたことで伝統文化が排除される動きさえ出た。 日本の伝統文化の代表挌である茶

道も真っ先に非難を受けていた。１８７２年に出版された福沢諭吉の学問ノススメと翌年刊行

となった加藤祐一の文明開化の中で、 茶の湯は文明に逆行するものであると強く批判

した。

　そして、 茶の湯は、 その第一要素が仏法を以って修業得道するということで、 仏教との深

いかかわりを物語っていた。 しかし、 欧化主義に伴って、 仏教を含めた旧来文化の排除が過

激化となった。１８７１年に明治政府は寺社領没収の命令を下った。 このような追い討ちを受

け、 寺院など仏教の団体はこれまでの財政援助が打ち切られ、 経済的に逼迫をしていた。 ま

た、 排仏毀釈の動きが広がっていたため、 日本文化の一端を支えてきた寺や仏像が多く打

ち壊された。 その故、 仏教の弱体化にしたがって、 茶道も支持母体をなくしたのみならず、

茶事開催の場所確保も困難となったことで、 息苦しい境地に堕ちていたのである。

２　茶道の復興

　明治時代は日本の歴史において矛盾を満ちた時代であった。 全般的な西洋化を押し進める

一方、 天皇制の全面的な復権を強行した。 つまり、 表では文明開化殖産興業富国強兵
をスローガンに、 近代化路線を推進しながら、 裏では古代律令国家の新版と見まがうような

神聖天皇制の復活劇を演出するという二正面作戦を選択したのだ。

　そのため、 文化の面では同じく対立観点が出始め、 文明開化を主唱とした欧化主義と
伝統保持とした国粋主義とは向かい合って対陣を取ったのである。 明治中以降のナショ

ンナリズムの抬頭に伴って、 日本社会は伝統文化へ再び注目し、 礼法としての茶の再発見を

したのだ。 多くの文化人は伝統文化の復興を呼びかけた。 その代表は、 岡倉天心の茶の本
と新渡戸稲造の武士道である。

　２．１．１　武士道における茶道

　新渡戸稲造の武士道はニューヨークで発行され、 世界に向けて日本社会は武士の社会
であり、 茶道は日本社会における重要な地位を占めていることを宣伝した。

　茶の湯は礼法以上のものである それは芸術である。 それは律動的なる動作をば韻律

(リズム)となす詩である。 それは精神修業の実行方式である。 茶の湯の最大の価値はこの最

後に挙げた点に存する。 新渡戸は、 茶道を礼儀作法として評価し、 精神修業の重要なプラッ
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トホームであると見なしていた。

　２．１．２　茶の本について

　岡倉天心の茶の本は、 日本を茶の国として説く書物であった。 明治三十九年(１９０６年)
に英文で出版された茶の本はもともとポストン美術館で行った講話会の話をまとめたもの

であり、 茶を中心軸としながら、 茶という文化の全体的な意義を述べていたものである。

明治中期の西洋化の波が押し寄せる中、 日本が盲目的に西洋文化を崇拝し、 模倣した西洋

一辺倒が嫌で、 西洋の物質文明に対し、 東洋の精神文明を代表した茶道を説いたわけで

あった。 そして、 天心は茶道とは何かという問いかけに対して、 審美主義の宗教(岡倉

天心全集　第一巻平凡社,１９８０．２６６頁)という答えを出した。 天心の茶道観には芸術性と宗

教性の二面が含められていることが考えられる。

２．２　明治茶道界の二大潮流

　かつて衰微した茶の湯はやがて近代国家のなかで新しい貴族や財閥の成長に伴って生まれ

変わって、 新しい道を開いていくこととなった。 この新しい道は茶道具を中心、 そして茶の

心とわざを探求する、 二つの流れに分かれていた。 この二本の流れによって、 財閥茶人(数寄

者)と革新茶人の二陣営が現れてきた。

　２．２．１　新興数寄者の現れ

　数寄とはすきの当て字であり、 物事を好くという意味をしている。 茶の世界の数寄は、

時と場と人とが道具によって調和されることが必要であって、 時と場と人のそれぞれのめぐ

りあわせが道具においてはとりあわせとして表現されるのである(日本庶民文化史料集成
第十巻　数寄,２頁)というように定義されている。 従って、 数寄者は茶道具を中心とした茶

の湯をとことん好きでたまらない人のことを言う。 数寄者は茶を生計の手立てにせず、 あく

まで趣味として茶の湯を楽しむ裕福な人達である。 維新政府の高官やまた、 近代産業·商業

の担い手となる実業家が危急存亡の瀬戸際から茶の湯を救った重要な役割を果たしていた。

彼らは維新の波をくぐりぬけ、 ようやく身についた財力で、 新しい趣味生活を切り開いた新

興数寄者である。 彼らは趣味本位の茶の湯を成した。 その代表者は高橋箒庵、 藤田伝三郎、

平瀬露香、 益田孝などがいる。

　２．２．２　精神主義の茶の湯

　明治中期から、 日本国内では欧米の圧迫を非難し、 政府はアジア政策を目論んだ。 こうし

たナションナリズムの昂揚の中で、 国粋への反省がめばえてきた。 茶道は国粋的な文化とし

て注目されるようになった。 したがって、 茶道は国に奉仕するための一手段として、 精神的

な効用を講じるようになったのである。 即物的茶の湯に対し、 精神主義の茶の湯が生じた。

前節に述べるごとく、 岡倉天心の茶の本は茶道を国粋として宣伝した一例である。 彼の狙

いは欧米文明に圧倒された日本伝統文化の復活、 そして世界から日本に対する理解と注目に

ある。 そのほか、１８８９年、 千賀可蛟の茶道為国弁は題名のように、 茶道が国家のためにい

かに役に立つのか、 弁じようという茶書である。

　また、 田中仙樵が日本茶道学会を設立し、 茶道を日本の国粋として把握し、 身を修め、 家

をととのえ、 国を治め、 茶道を以って平の手段とするにあるという茶道理念まさに精神的

な茶の湯を唱える典型である。 後節において詳しく論じたい。
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３　茶道の大衆化

３．１　女子教育に取り入れられた茶道

　茶道史を見れば、 茶道はそもそも男性を主体として形成されたものだが、 現在では日本の

茶道人口は女性が圧倒的に多かったため、 茶道はもともと女性の習い事だと錯覚するほど、

男性がかえって遠のいてしまっているのも現状である。 茶道は本格的に女性の間に普及し始

めたのが明治時代に入ってからのことである。 女学校の作法教育としてとりいれられたこと

がきっかけで、 茶道世界での主人公が男性から女性へと交代したのは、 明治時代の茶道の一

つの大きな特徴とも言える。

　日本人による初の私立女学校東京の跡見女学校で、１８７５年の開校当初から、 国語、 漢文、

絵画、 琴曲、 裁縫などと並べ、 点茶(茶道)も正式の科目にしていた。 これは近代女子教育に

おける茶道教授の初見史料の一つである。 高尚優雅な情緒を培う教養要素と位置付けられた

茶道は徐々に、 近代教育科目として女学校に普及しはじめた。 跡見女学校のほかに、１９１２
年、 鳩山春子によって設立された共立女子職業学校も、 家庭科の新設にともない、 裁縫、 割

烹などとともに茶道の教育を科目に加え、 一種の花嫁学科体をなすようになったという。

また、 裏千家の淡々斎が祖母真精院に伴われて、 京都市第一高等女学校の茶儀科へ教えに

いったという記載があった。 明治生まれの奥田正造も女学校における茶道教育の先駆者であ

る。 彼は奉職した成渓高等女学校で茶道教育に力を入れていた。 こうして、 茶道教育は次第

に女学校の教育の中に根を下ろし、 女性の教養として必需のごとく思いなされるようになっ

た。 したがって、 女性の中に茶道人口を獲得することは主流となったのである。

３．２　アカデミズムとジャーナリズム

　茶道を教育の中に取りいれ、 そして教養として大衆から認められるにはアカデミズムと

ジャーナリズムの役割が大切である。 茶道はアカデミズムの世界に入ったきっかけは、 岡倉

天心の茶の本によって端緒を開いたといえよう。 茶の本は欧米に向けて日本の伝統文化

の茶道を紹介したことに成功し、 世界に日本の茶道、 さらに日本に目を向けさせるようにし

たのである。 それに伴って、 茶の湯の認識がまた欧米から逆輸入となって、 欧米一辺倒だっ

た日本国内の知識人層に衝撃を与えたのである。 それによって日本国内では茶道の学問研究

のブームが起きた。 茶の本に半年遅れ、 高橋龍雄の茶道が発刊した。 高橋龍雄は慶応義

塾の国語学の教授という学問の人であった。 彼によって書かれた茶道は百七十種の茶の湯

史料を引用し、 アカデミックな茶書として、 それまでの茶書に見られない説得力を感じさせ

た。 そのほか、 徳雲や瓶史などは知識人の茶の世界への参加が雑誌という形態をとった

あらわれである。 また、 徳雲の主幹貴志弥右衛門が教養としての茶道という理念を唱え

たことから、 アカデミズムの世界での新しい茶道運動とも考えられよう。

　一方では、 茶道の大衆化にあたってジャーナリズムの発展も目覚しいものであった。 １９００
年、 大衆に向けて茶道伝授におけるマス·コミュニケーションとして創刊された茶道学誌が
もっとも早いもので、 茶道誌のジャーナリズムの引き金となった。１９０８年に、 創刊された今
日庵月報が昭和まで続刊された唯一の茶道の雑誌であった。 明治期は茶道のジャーナリズム

の始まりというならば、 昭和初年に至っては様様な茶道雑誌が百花繚乱の様相を呈してい

た。１９２８年に、 田中仙樵の茶道の研究が復刊する。１９３１年に茶碗、１９３２年に茶と花、
茶道、１９３５年焼き物趣味茶道せせらぎ、１９３６年武者の小路、１９３７年和比、 そのほ

か星岡茶道時報茶など、 茶道雑誌が続々と創刊されたのである。 雑誌の刊行のほか、
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１９２６年、 茶道のラジオ放送も開始された。 しかも、 茶道の放送は日本のラジオ放送の開始か

らわずか一年後のことであった。

３．３　大茶会の流行

　茶道は明治初期の低迷から脱するには一般大衆と向かい合う新しい態勢に整える必要があ

る。 そのため、 大衆の前へと開放する大寄せの茶会が現れてきた。 茶道は本来少人数の茶人

集団によって行われたが、 明治期の宗匠達によって神前、 仏前の献茶が創出され、 茶道を一

種の大衆的な行事とした。 神前の献茶が始められたのは、１８８０年の北野神社の献茶からであ

る。 裏千家の碌々斎の正月の奉仕として、 献茶が神社の行事として認可されるようになっ

た。 また、 その年には栂尾高山寺において明恵上人六百五十年遠忌の献茶、 北野神社御旅所

の献茶が行われたほか、１８８６年、 北野大茶の湯三百年記念献茶、１８８７年、 明治天皇への献

茶、１８９０年、 利休三百年忌の各所の大茶会、１８９８年、 豊太閣三百年祭として太閣廟をはじめ

各所での献茶が繰り広げられたなど、 茶会はおびただしい流行をみた。 そして、１９３５年の北

野献茶会においては、 参加人数は一万人近いという空前絶後の大茶の湯まで発展した。 明治

期に発端となった大茶会は今日に至るまで、 非常な流行をみることになった。

おわり

　本論文は主に明治時代(１８６８１９１２)の日本茶道の状況について考察した。 明治維新になっ

てから数十年の間は、 日本が欧米の文明に倣った近代化を急速に推し進める中、 民衆の生活

に破壊と創造をもたらした激動の時代である。 茶道にとっても、 後退と前進を並存した特別

な時代である。 茶道は今日に至っても伝統文化として継承され、 それはまさに明治の社会変

革とともに生まれ変わったものだからである。 そのため、 明治時代における日本茶道の変革

を再認識することは重要な意義がある。
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森有正の日本論についての一考察

言葉の問題をめぐって

法政大学大学院　古贺通予

１　はじめに

　森有正(１９１１～１９７６)は、 東京大学においてフランス哲学を学び、１９５０年に再開されたフラ

ンス政府給費留学生の戦後の第一陣として渡仏後、 パリで独自の経験の思想を展開し、 パ

リで客死した。 経験の思想において森は、 感覚から出発して自らの裡に経験を形成し

て自己を析出する試みを行っている。 森によれば、 経験とは私の内実であり、 私とい

う個人を定義するものである。 そこから森は、 物であれ人であれ、 何か他者を理解するため

に、 経験によって裏付けされた私が他者に向き合うことがなければ、 本当の理解を得

ることはできないと考えるようになる。 森の思想において、 経験は最も重要な要素と

なる。

　ところで、 パリでの森は、 自らの思想を展開すると同時に、 その生活を維持するためも

あってフランス国立東洋言語文化研究所①でフランス人に日本文化および日本語を教えると

いう仕事に就いていた。 その仕事を契機として、 森は、 母国であり、 また森自身の経験の
根底にある日本について考え、 日本語および日本社会の特徴について言及するようになる。

一般に、 日本は明治以降、 西欧を一つのモデルとしてさまざまなものを導入して急速に近代

化を遂げ、 ある程度はその近代化に成功したと考えられている。 このような近代化のあり方

は、 日本の文明の独自性として評価される一方で、 あまりに急速であったために実質を伴っ

ていないということ、 また近代以前の日本との矛盾点などが指摘されることも少なくない。

この二者で区別するなら、 森は後者の立場を取る一人である。 森は、 その日本論において、

日本の近代化は社会にさまざまな発展をもたらしたが、 その発展と並行して日本の経験お
よび思想も豊かになったとは言えず、 日本の現状は痛ましい姿を晒していると主張する。

その原因とは何か。 森は、 日本語の内にその原因の一端を見出した。 ここでは、 助詞のは
を中心に森が見出した日本語の特徴について考えてみたい。

６３２

① 森がいつからこの国立東洋言語文化研究所(Institutnationaledeslanguesetcivilisationsorientales略称INALCO)
に勤務し始めたかについては、 正確には明らかではない。 しかし、 少なくとも１９５６年１１月１２日の日記(森１３:２８)
に前年の学生の印象を語られており、 また日本語を教えて１５年になるという１９６９年の記述(森５:２１４)から１９５４年
もしくは１９５５年からそこに勤務していたと推測できる。
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２　フランス語との対比で見る日本語

　フランスの大学生に日本語を教えることは非常に困難である(森１２:７８)①と森有正は言

う。 その困難の一つの原因は、 簡単に言ってしまえば、 日本語には仮名と漢字、 音読み訓読

みなど、 語自体にさまざまなバリエーションがあり、 またそれを文として考えると、 表現が

さまざまに変化することにあるとされる。 それゆえ、 そこからフランス語が持つような厳密

で明確な文法を抽出することは難しく、 仮に日本語の文法を学んだとしても自然な日本語の

表現が可能になるとは限らない。 では、 ヨーロッパの言葉とは根本的に異なる構造を持つ日

本語をフランス人にどのように教えればよいか。 フランス国立東洋言語文化研究所での仕事

を通じて、 フランス語の文法の性質を基に日本語の特徴を考えるという形で、 森は日本語論

を展開する。

　森にとって、 フランス語は密度の高い言語(森１３:６９)である。 言い換えれば、 フランス

語は文法的言語、 つまり言葉と一定の距離を保ちながらそれを対象として捉え、 文法的に

反省し操作できる言葉(森５:２１６)である。 この性格は語の組み合わせ、 その形態の変化、

句の接続の仕方のような事実的な方面だけでなく、 その表現の価値的方面にも拡大(同上)
させることができる。 フランス語の文章は、 その文法規則に従って語を入念に組み立てるこ

とで思考の進行の姿(森１９６８:１２６)をそこに表しながら、 個々の表現スタイルを確立させて

いる。 森によれば(森１３:６９)、 科学が対象を操作するのと同様に、 フランス語では言葉を客

体として操作することで文学を生み出すことができるのである。 一方で、 このようなフラン

ス語についての理解から日本語を眺めてみると、 日本語はそれ自体の中に自己を組織する

原理をもっておらず、 非文法的である度合いが甚だしい(森１２:７８)言語とされる。 もちろ

ん、 日本語にも文法の教科書は存在しているのだが、 それらはフランス文法における分析

に類似したものが日本語でも行われうるという例にすぎず、 説明的一方で構成的ではな

い(森５:３６１)ものであり、 実用的規範文法とは全くちがったものであり、 それは日本語の

機能を帰納的に整理したものではあっても、 そこから逆に日本文を再構成することは全く不

可能な(森１２:７８)ものである。 フランス語は文法、 デクラマシオン(déclamation発声法)な
ど原則的なものを学んでそれを適用することで、 書くことも話すこともでき、 また自分の言

葉を分析して改良することもできる(森１９６８:１２０)。 しかし、 日本語の場合は、 文法書で言葉

を学んで語順を考えたり、 発音の練習をしたりしても実用的な意味では少しも役に立たな

い。 日本語を母国語とする人が、 日本語を母国語としない人の日本語を読んだり聞いたりし

たときに、 少しも違和感を覚えない日本語を文法書に書かれた規則から再構成することはで

きないというのである。 では、 言語そのものの構造において、 日本語の方がフランス語より

も複雑なのかというと、 そういうわけではない。 その意味では、 フランス語の方が日本語

より遥かに複雑で難しい言葉(森５:２１８)である。 もちろん、 日本語にも複雑な側面はある。

しかし、 日本語は、 その複雑さを言語化できない(同上)ということが問題なのである。 その

複雑さを明らかにして言語化する努力をしない限り、 外国人に実用的な日本語を教えるこ

とは難しい。

　日本語が持つ複雑さとは何か、 またなぜそれを言語化できないのか。 それは、 日本語の

７３２

① この表記について森の後に就く番号は森有正全集の巻数であり、 :の後の数はページ数を示す。 全集から

の引用はすべてこの形式をとる。
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複雑性には言語外の要素が多く働いている(同上)からである。 森は、 フランス国立東洋言

語文化研究所での仕事のために①日本語の文法、 また伊勢物語源氏物語などの日本の古

典文学を分析しながら言語外の要素とは何かを明確にしようとした。 これらの分析を通し

て、 森はこの教え難さの原因、 すなわち日本語の複雑性を日本語の内部については対象

化しがたい部分、 すなわち助詞、 助動詞、 指示詞(代名詞的、 形容詞的、 副詞的であるとを問

わず)、 敬語の性質によるものだとして、 それらが持つ働きを明らかにし、 複雑さの言語化

を試みようとした。

３　助詞が表すもの

　森は《Lechevalcourt．》というフランス語とその日本語訳と考えられる馬は走るを比較

しながら、 対象化しがたい部分として自ら挙げた助詞について考察を進め、 その働きの中

に日本語の複雑性の原因を見ようとする。

　《Lechevalcourt．》の日本語訳は、 馬は走るである。 この日本語訳に文法的な誤りはな

い。 しかし、 日本語を母国語とする者にとって、 この日本語訳は何か違和感を覚えるもので

ある。 そこには何らかの不足があって日本語としてはどうしても変であり、 安定感に欠け

るのである(森１２:７９)。 この何か不足していて安定しないという感じは、 助詞のはが文に

もたらす微妙さに起因すると森は考える。 先に挙げたフランス語の文ではLechevalが主語

であり、 文法的に言えば、 その日本語に相当するのは馬はという部分となる。 しかし、 助

詞のはは、 フランス語のような印欧語のように必ずしも主語を指示するとは限らない。 こ

こで、 主語とは、 それを受ける動詞の動作主であり、 それに働きかけてその変化型を決定す

る語のことを指す。 この意味で主語を考えたとき、 日本語ではがつく語は、 動詞に変化を

与えるようなものではないのだから②、 印欧語で言われる主語とは働きを異にする。 助詞の

はを巡っては文法学上でさまざまな議論があるが、 その中でも文法学者の三上章は、 日本

語における主語という考え方を廃止しようとしたことで知られている。 三上(１９８２)は、 日本

語の文はいわゆる主語と述語によって構成されるのではなく、 助詞を境に主題部分と述語部

分によって構成されるもので、 助詞はについては、 ～について言えばという題目の提示

する働きを持つものだと考えた。 そのうえで、 彼は、 はの働きには本務と兼務の二種類が

あると主張する。 はの本務とは、 先に述べた題目を提示するはであり、 その勢力は非常

に強く、 それが呼応する範囲は文末まで、 あるいは句読点を超えて複数の文章にまで及ぶと

８３２

①

②

森が日本語を問題として取り上げたのは、 第一に日本語教師としての必要に迫られてということではあったが、

単にその便宜のためだけではない。 佐古純一郎は森有正の日記(１９９５)において、 論語とキリスト教網要
を同時に読むなどという森の分析方法の特異性を取り上げ(４５－５２)、 また森によってフランス語で書かれた日本

語の文法書であるLEÇONSDEJAPONAIS日本語教科書(１９７２大修館)が作られる過程を示しながら(２２３－
２３０)、 森の日本語、 そして日本文化に関わる仕事が森有正という存在の本質を成すものの一環に組み込まれて
(２２８)いることを示唆している。

既出の例で言えば馬は走るの馬は、 日本語では走るに影響を及ぼしていない。《Lechevalcourt．》の場合

は、 主語のLechevalが例えばje(私)またils(彼ら)などに変われば、 それを受ける動詞も変化してjecoursまたils
courentとなるが、 日本語の場合は、 馬が私または彼らに置き換えられたとしても、 動詞走るがそれに

よって変化することはない。
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考えられる。 またはは、 がのにをなどの他の助詞を兼務することもある①。 この

ように広範囲な働きを持つはについては、 三上自身もその正確な位置づけは難しいとして

いる②。 森がはについて微妙だと言うのは、 助詞はが文法的に明確に定まっていない

からだと考えることもできるだろう。 また、 馬は走るに関して言えば、 フランス語では

走る動作主が馬であるのに対して、 日本語の馬は馬について言えばという題目が与

えられたということを表し、 それが走るという述部に呼応しているのである。 これは、 暗

黙の裡にその題目を与える何らかのものを文の外に想定することもできるということを示し

てはいないだろうか。 しかし、 これについては触れずに、 少なくともフランス語と日本語の

主語を巡る対応関係のズレが馬は走るという日本語訳にどこか不安定な印象を与えるのか

もしれないと言うだけに止める。

　さて、 森は助詞はについてさらに考察を進めて、 それがいわゆる文法的な主語の指示で

あれ題目の提示であれ、 日本語訳に表れる不安定感を解消するために、 その微妙さに対応

する何かを付け加えなければどうしてもそれだけでは安定しない(森１２:７９)と指摘する。

馬は走るという日本語訳を安定させ、 自然な日本語にするためには状況を映す助詞、 助

動詞、 限定詞(森１２:８０)がそこに付け加えられる必要がある。 上記の日本語訳にそれらを付

け加えると馬は走るよ馬は走るさ馬が走っているなどのようにさまざまな訳が考えら

れるが(森１２:７９)、 このような付加によって補強された結果、 日本語訳は、 訳として正確にフ

ランス語に対応しているかどうかは別として、 少なくとも日本語としては安定的な形をと

る。 しかし、 訳にこのような付加を与えると、 日本語として安定する一方でさまざまな訳の

可能性を含むことになる。 それは、 助詞がその数は限定されてはいるが、 あるいは独立し

て、 あるいは互いに組み合わされて、 ほとんど無限に複雑で予料できない現実のニュアンス

を映す作用をもち、 またそういう無限の可能性を含みうる者としてのみ観念される(森１２:

８０)からである。 ここで注目すべきことは、 森が助詞に主語、 あるいは題目を指示する作用

とは別に現実のニュアンスを映す作用を認めていることではないだろうか。 そして、 その

作用は無限の可能性を含みうるのである。 しかも、 その可能性は助詞に内在するものでは

く、 規定できない多様な現実の含み持つ可能性なのである。 では、 助詞に認められる現実

のニュアンスを映す作用とはどのようなものか。 これについては、 時枝誠記の日本語につ

いての議論を基に考えてみたい。 時枝は日本語と日本思想の関係が論じられる際に引き合い

に出される場合が多く、 森自身も、 日本語を教えるにあたって時枝誠記の議論に触れて、 時

枝の言語論、 特に零番号の説は傾聴すべきものを含んでいる(森１３:６９)と評価している

ことから、 森の考えに影響を与えているものと考えられる。

　時枝誠記は、 言語を具体的経験より離れて専ら客体的存在として考えようとする処の主

９３２

①

②

はの兼務について、 三上が挙げる例を簡単に示しておくと(三上１９８２)、 父ハ
 

、 コノ本ヲ
 

買ッテクレマシタと
いう文章は、 はががを代行する場合(この代行が最も多い)にはコレハ、 父ガ

 
買ッテクレタ本デスとなり、

をを代行する場合にはコノ本ハ
 

、 父ガ買ッテクレマシタとなる。 また、 日本ニ
 

温泉ガ多クアルコトのに
をはが代行すると日本ハ

 
、 温泉ガ多いなど、 はは他の助詞と入れ替わることが可能である。

三上はその著作の中で、 折に触れてはの定義づけの難しさについて語っている。 例えば１９８１日本語の論理く
ろしお出版p１２２－１２３など。
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知主義的立場(時枝２００７上:２４８)から離れて①、 新たに過程的言語観に立つと主張する。

この主張は、 如何なる人によっても語られもせず、 読まれもせずして言語が存在している

ことは単に抽象的にしかいうことが出来ず、 また我の主体的活動をよそにして言語の存

在を考えることはできない(同上:２８)という時枝の考えに由来する。 そして、 過程的言語

観とは、 言語をあるがままの存在として、 即ち主体的な言語的体験として、 これを把握す

る(同上:２５０)という立場を取るものであり、 言語を言語活動とみなして、 そこに心的過

程、 また表現·理解の過程を見ようとするものである。 この立場から見ると、 言語は、 西欧で

考えられているように主体とは別に科学的対象であるかのように存在するものではなく、 ①

言語的表現行為の行為者である主体と②その主体が置かれている現実、 すなわち場面と③

主体がそれについて語る素材の三つの条件の下に成り立つものと考えられる(同上:５５－
７４)。 森は、 時枝がそこから離れるべきと指摘する主知主義的立場、 つまり言語を対象とし

て捉えようとする西欧の立場を取っている。 この時点で、 森と時枝は全く逆の立場に立つよ

うに思われるが、 森が傾聴すべきと評価する零番号の説とは何か、 そのどのような点に

関心を持ったのかを明らかにするためにもう少し時枝の議論を見てみたい。

　時枝はまず、 日本語を概念過程を含む形式である詞と概念過程を含まない形式の辞に

分類する(同上:２５８－２６５)。 詞とは、 表現されるものを客体的事実、 時枝の表現で言えば素

材となって表現されるもので、 具体的には語自体に活用がなく一般に名詞·代名詞と理解さ

れる体言(例えば机、 椅子など)、 そして、 活用を持ち、 動作、 あるいは感情を表し、 一般的

には動詞·形容詞·形容動詞とされる用言(例えば食べる、 歩く、 嬉し、 悲しなど)である。 一

方、 辞とは、 客体に対して主体的なもの、 つまり素材になり得ないものであり、 判断·情緒·

欲求などの主体の直接表現とされ、 具体的には助詞てにをはと助動詞である。 さら

に、 辞は客体界に対する言語主体の総括機能の表現であり、 統一の表現(同上:２６８)を担う

もので、 詞と辞の結合、 またはその関係によって主体の表現が行われると時枝は考える。 時

枝によれば、 詞と辞の関係は、 詞が包まれるものであり、 辞が包むものである(同上:

２６７)。 日本語は、 ほとんどすべての事柄と考えられる詞が辞による主体の直接表現で包まれ

るという形式を持ち、 この形式は風呂敷型統一形式と呼ばれる。 これは、 印欧語で繋辞に

よって結合するAisBの形式を持つ天秤型統一形式との対比で語られる。 この風呂敷型統

一形式について、 時枝が挙げるいくつかの例を使って説明すると、 例えば花咲くかは花·

咲く(詞＋詞)とか(疑問を表す辞)に分類され、 花·咲くという素材を主体の表現である

辞が包み統一する。 また、 我·読まむも我·読ま(詞＋詞)とむ(推量を表す辞)となり、

詞部分がむによって包まれる。 このとき注意すべきことは、 むが我に対応する、 つま

り文章内にあって一見すれば主体のように見える我の推量を表したものではないというこ

とである。 時枝の分類に従えば、 我は詞に属するものである。 したがって、 我とは、 素

材にほかならず、 言い換えれば主体の客体化されたものであり、 主体それ自体ではない

(同上:２７０)。 時枝は、 詞と辞の考えをさらに推し進めて零記号の辞を導入する。 これにつ

いては、 犬走るという時枝の例を取り上げて考えてみよう。 犬·走るは、 辞を持たず詞

０４２

① 時枝が主知主義的立場として取り上げて一定の批判を与えているのは、 主にソシュールの言語論である。 しか

し、 ここでは、 時枝によるソシュール批判は割愛して、 時枝が明治以降、 日本の国語研究が印欧の言語論に頼っ

ているという事態を危惧して日本語そのものを対象に言語論に取り組もうとした姿勢を念頭に置いて、 主知主

義的立場を一般に西欧的な立場と解する。
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のみによって構成されている。 この場合、 自我の活動の表現が言語形式ゼロ(時枝２００７下:

４８)であるのだが、 時枝はそれを客体的陳述とは考えずにまったく主体的な肯定判断そのも

の(時枝２００７上:２８１)だとして、 犬走るには見えない形で主体の判断が加えられている、

つまり零記号の辞が詞を包んでいると考えるのである。 この考えに従えば、 犬走るは
犬·走るの詞部分の後ろに○＝零の辞が付けられて、 やはり主体の関与を認めることが

できる。 これが犬が走るとなったときは、 詞の犬が辞のがに包まれており、 さらに詞

の咲くは零記号の辞によって包まれているのだが、 時枝は犬が走るという陳述が行わ

れる位置を考慮すれば、 それは文に対して全体を総括する関係にあるのだから犬走ると同

様に犬が走る＋零記号と考えるべきとして、 犬が走る全体を零記号の辞が包むとす

る。 また、 淋しいという一言で統一ある思想が表現されている(時枝２００７下:１７)と考え

ることができるのも、 文に表れない零記号の辞が淋しいを包むことで主体がその陳述に

関与しているからである。 このように零記号を認めると、 事実上、 主体が全く関与しない

日本語の文は存在しないことになる。

　さて、 一旦、 時枝の議論を整理してみる。 日本語の文は、 ①主体②現実＝場面③素材＝客

体の三つの条件の下に成り立ち、 そこでまず、 主体と客体に大別されて辞(主体)と詞(客体)
の結合、 あるいはその関係において把握されるものである。 次に、 既出の我読まむの例で

見たように、 文のいわゆる主語と主体は別物だということに注意しなければならない。 印欧

語では、 一般に主語は文の中にあって主体と同一視される。 しかし、 日本語では一応の主語

に見えるものを文内に認めることはできるが、 主体はあくまでもその外にあって、 その主体

に辞が呼応する。 最後に、 日本語には純粋に詞のみによって構成される文はない。 文自体に

表れていなくても零記号の辞は存在し、 そのような形で常に主体の判断·情緒·欲求などが

文に入り込んでその文を包む。 主体は言語的表現行為を行うときはどんなときでも辞の風

呂敷的作用によって詞をその内部に取り込んで、 それを何らかの形で規定して言語表現を行

うことになる。 ここで、 もう一度、《Lechevalcourt．》とその日本語訳馬は走るについて考

えてみることにする。 フランス語の文はそれ自体で自足し、 完結していると考えられる。 し

かし、 その日本語訳馬は走るはそれ自体では安定しないために現実のニュアンスを映す
作用を持つ助詞·助動詞が付加されて補強されなければならず、 その結果馬は走るよ馬は

走るさ馬が走っているなどさまざまに表現されるということだった。 こうした事態に時枝

の議論を適応すると、 次のように説明できるのではないだろうか。 馬は走るは馬走る
の二つの詞とはの辞によって構成された文である。 しかし、 この文は馬走ると表現して

も十分に意味は通じ、 馬は走る全体として一つの詞と考えることができる。 日本語の文に

は詞のみによって構成されたものは存在せず、 詞のみの文ではどうしても安定感を欠いてい

るという印象を与える。 そこで、 馬は走る全体を零記号の辞が包んでいると考えなけれ

ばならない。 文に辞を得たことで馬は走るは、 主体の判断·情緒·欲求などの主観的規定を

受けることになるが、 安定感を得る。 そして、 その主体はあくまでも言語の外にある。 そう

すると、 馬·はであれ馬·がであれ、 また走る·よであれ走る·さであれ、 はが
よさなどの辞を付け加える理由を文の内に見出すことはできない。 辞は言語の外にある

主体に呼応しているのだから、 主体が主観的にそれらの辞を選んで文に付け加えたと考える

べきだろう。 ところで、 時枝によれば、 言語表現の成立条件は①主体②現実＝場面③素材で

あった。 そのうちの①主体と③馬は走るという素材は、 揃ったことになる。 では、 ②の現

実＝場面はどうかというと、 先に主体は言語の外にあると述べたが、 その言語の外が②主体

１４２
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の置かれた現実＝場面ということではないだろうか。 時枝によれば、 場面は、 空間的位置的

な場所と対置されて、 その場所を満たすものを含む。 したがって、 場所を満たすもの、 つま

りその場の情景なども含むことになるのだが、 情景は一方で客体的事実＝素材にもなりう

る。 では、 何によって素材と場面を分けるか。 それは事物情景に志向する主体の態度、 気

分、 感情(時枝２００７上:６０)によってである。 したがって、 場面とは純客体的世界でもなく、

又純主体的な志向作用でもなく、 いわば主客の融合した世界(同上:６０－６１)であり、 われわ

れは常にこの場面において、 そしてこの場面の制約の下に言語表現を行っているのである。

そうだとすると主体に呼応する辞は言語の内ではなく、 何らかの場面にある主体がその場面

に向かって、 またそれに応じる形で、 その場面に対する態度、 気分、 感情などの表現として

付け加えたものと考えるのが妥当だろう。 このようにして主体によって場面に応じて選ばれ

た辞が零の形であれ、 文を包むことで日本語の文は安定感を得ることになる。 話を戻して、

森の言う助詞が持つ現実のニュアンスを映す作用とは、 この主体と場面の関係を表す作用

と言うことができるのではないか。 そして、 その作用は、 もちろん文法的な機能として助詞

に内在のものではなく、 その場面に対する主体の態度および感じ方に左右されるのだから、

対象化することは難しく、 そこではあらゆる可能性が想定されるはずである。 これらのこと

から、 日本語の複雑性とは、 言語外の主体とその場面との関係性に基づいて決定されたも

のが助詞によって言語内に表れたのだから、 少なくともその言語表現が行われる現場に身を

置かない限り、 助詞が何を反映しているかを知ることはできないという意味に解することが

できるのではないだろうか。

４　むすび

　時枝の議論から、 日本語の文は辞＝主体的表現が導入されることで、 その文を語る主体と

繋がり、 さらにその主体の置かれた場面＝現実に繋がるということが分かった。 森の言う助

詞の作用とは、 この詞と辞の関係にほかならず、 言語内に主体の置かれた場面＝現実が反映

することであり、 そのことが日本語を複雑性の一つの原因だと考えられた。 ところで、 時

枝が風呂敷型統一形式と名付けたこの関係性は、 森の言葉では現実陥入と呼ばれる。 こ

れは、 助詞によって言語内に主体の置かれた現実が陥入している事態を指している。 日本語

では必ず現実陥入が起こる。 なぜ必ずそうだと言えるのか。 それは、 誰かに語られも読ま

れもしない言語は抽象的にしか存在しない(時枝２００７上:２８)からである。 言語は文章であれ

会話であれ、 常に発信者と受け手を必要とし、 その想定の下に表現活動が行われるのであ

る。 そう考えると、 主体の置かれた場面には少なくとも常にその相手となるものが存在し、

そのような場面に主体の言語表現は依存することになる。 森は、 このような主体と場面との

関係に汝と汝による二項関係を見出す。 二項関係とは、 主体が私という個人であるより

も相手にとっての汝として存在し、 相手もまた主体の汝として存在する関係を指す。 その関

係は、 発信者と受け手という具体的で直接的な形で結ばれる。 したがって、 この関係にある

二者は、 秘密を共有し、 無私で内閉的、 排他的な特徴を持つと森は指摘する(森１２:６８６９)。
この汝と汝の二者においては、 言語外の要素の要素がすでに了解済であり、 私という個人

はこの関係に解消されてしまう。 と言うより、 この関係が互いに入れ替え可能な汝と汝に

よって結ばれている限り、 両者はそこで融合していると言えるかもしれない。 日本語は、 こ

のような二者に閉じられた場でしか語られない。 ここで真に主体的と言えるものがあるとす
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れば、 二項関係そのもの、 つまりその場面ということではないだろうか。

　これまで、 言語化しがたい日本語の複雑性を言語化しようとする森の試みを見てきた

が、 そこで示されたのは、 汝と汝が融合する日本人の状態であり、 日本語はそのような二者

だけに閉じられた場でしか語ることはできないということであった。 しかし、 そこで見えて

くるものが何であれ、 森の試みの狙いは、 日本人が日本語、 または人間関係の特徴を対象と

してまず捉えることにあったのではないだろうか。 そうして対象化された他者として日本と

向き合った上で、 日本人はそこから経験を深めていくべきだと森は考えたのだろう。 それ

は、 その社会がどんなに困難を抱え痛ましい姿を晒していようとも、 日本人はそこから出

発する以外にないと森が繰り返し述べていることからも明らかではないだろうか。
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«没有女人的男人们»的互文性解读

杭州师范大学　项婉倩　孙立春

[摘　要]　海明威和村上春树的同名小说«没有女人的男人们»存在着相当大的研

究空间.笔者从互文性的视角入手,探讨了这两部作品各自内部的互文性以及相互

之间的联系.海明威的«没有女人的男人们»形式上比较分散,但在人物、主题、场
景、内容上有许多的相似点,也有许多互相照应的地方.而村上春树的作品则有着

较为鲜明的主线,不仅借鉴了海明威的同名作品,也对自己过去的作品进行了不同

程度的改写,带给读者完全不同的感受.
[关键词]　«没有女人的男人们»　互文性　海明威　村上春树

１９２７年,美国作家海明威发表了题为«没有女人的男人们»(Menwithoutwomen)的短篇小说

集.日本作家村上春树于２０１４年,发表了同名短篇小说集(女のいない男たち).两本作品均由

多篇相对独立的短篇小说构成,且都描写了一群“没有女人”的男人们.作为同名小说,村上并没

有对海明威的作品进行改写,只是套用了形式与题目,写出了自己的独创性.本文试从互文性的

文本这一视角,来简单探讨海明威和村上春树的同名小说«没有女人的男人们»的互文性.

１　“互文性”

我们所说的话语,所写的文字,从某种角度上来说,的确是你、我或者他所发表的个人内容,那么

这些话语与文字源自哪里呢?是我们的大脑?或者说是我们的思想?最直观的解释是,它们来自我们对

日常生活中所接触到的语言的积累.我们所表达的思想内容,有的时候并不是那么“独一无二”,所用

的表达方式也存在一定程度的联系,这些可见或不可见的联系,即可以理解为一种“互文性”.
上世纪６０年代,法国理论家克里斯蒂娃(JuliaKristeva)最早提出了“互文性”这一术语.之后

在«界限文本»中她指出:“文本是许多文本的排列和置换,具有一种互文性:一部文本的空间里,
取自其他文本的若干部分互相交汇与中和”.①即指一个文本与其他的文本之间的各种相互关

系.然而随着互文性这一术语在众多领域的广泛使用,对其下一个明确的定义显得十分困难.李
玉平在其著作«互文性:文学理论研究的新视野»(２０１４,商务印书馆)中有如下定义:

我们对互文性的定义如下:互文性是指文本与其他文本,文本及其身份、意义、主体以及社会

历史之间的相互联系与转化之关系和过程②.在这里,互文性是一种意义于其中转换生成的函数

４４２
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转引自李玉平．互文性 文学理论研究的新视野[M]．商务印书馆,２０１４:１８．
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关系(功能而非本体).构成互文性必须具备三个要素:文本 A、文本 B和它们之间的互文性联系

R.因此,界定互文性概念,关键是对文本和互文性联系的界定.
在此要指出,该定义中的“文本”并不单指文学作品的文本,文本的定义也极为复杂,详情可

参考美国哲学家格雷西亚著作«文本性理论:逻辑与认识论»(汪信砚、李志译,２００９,人民出版

社).互文性的研究对象涉及许多不同的学科、文化与媒体等,而互文性的类别也林林总总.为保

证文章内容的上下统一,笔者仍取李玉平于其著作«互文性:文学理论研究的新视野»中介绍的三

种分法,即(１)单模态互文性和多模态互文性;(２)内互文性和外互文性;(３)无意识的互文性和有

意识的互文性.
笔者在本文中,将从单模态 文学文本出发,探讨两本«没有女人的男人们»的内部互文

性,以及试从作者的角度来看两部作品间的互文性.

２　海明威小说的内部互文性探讨

１９５４年,海明威因其“精通现代叙事艺术”而获得诺贝尔文学奖.其出色的叙事视角将读者带

入场景却又“置之不理”,留下了相当大的想象空间与余地.«没有女人的男人们»收集了十四篇独

立的短篇小说,也充满了浓重的“海明威风”.虽然作者对许多内容都有所保留,但这反而给研究

带来了些许便利:我们无法抓住变幻莫测的东西,那就索性任其游荡,空间如此深阔,即使捕捉到

众多碎片,所产生的羁绊也只是碎片.因而在现阶段,对现有文本进行探讨即可.笔者在以下的表

格中,列入了书中现有的主要人物、时间、地点、主要事件等简单信息:

篇名 主要人物 时间 地点 主要事件/主题

没有被斗败的人 曼纽尔加西亚 夜晚 斗牛场 夜场斗牛/

在异乡
“我”(美)
少校

秋日下午 米兰一所医院 对话/婚姻

白象似的群山 姑娘、美国人 白天 (西)一间酒吧 对话/爱情

杀手 尼克亚当斯 晚上 餐厅 枪杀

祖国对你说什么? “我”和盖伊 一天 意、法 旅行

五万元
杰克:拳击手

“我”杰里
一天

拳击

/“双重骗局”

简单的调查
少校、副官

少校的勤务兵
晚上 意大利 (关于同性恋的)调查

十个印第安人 尼克亚当斯 独立纪念日 美国 失恋

美国太太的金丝雀
“我 ”、妻 子、美 国

太太
早上

开 往 法 国 的 列

车上
婚姻分居

阿尔卑斯山牧歌
“我们”、神父

奥尔茨
春季

奥 地 利 滑 雪

胜地

对话、滑雪

葬礼爱情

追车比赛
威廉坎贝尔

特纳
上午 卧室里

对话

赛车手
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(续表)

篇名 主要人物 时间 地点 主要事件/主题

今天是星期五 三个罗马士兵
耶稣受难纪

念日晚
小酒馆 对话

陈腐的故事

“他”
曼努埃尔加西亚
马埃拉

冬季 家里
主人公的生活片段

斗牛士马埃拉死亡

我躺下
尼克

约翰
夜晚 意大利

“我”睡 不 着 时 会 想 的 事;
对话

这十四篇故事互相独立,似乎无论从哪一篇开始阅读都不会对读者产生障碍.主题不同,人
物不同,时间地点场所环境也都不同,有如现实世界,各地各处发生着各种各样的事情.读者仿佛

可以透过相机的镜头,四下张望,捕捉到穿梭在时空中的故事.然而在各个故事间可以看到互相

指涉、互相照应的印记,人物、场景、主题、形式、内容等方面有着相互的联系.
一、在人物方面.«没有斗败的人»与«陈腐的故事»都有涉及斗牛士,曼努埃尔加西亚马埃

拉.这种“硬汉”风格,在后来的小说«老人与海»中得到升华.相对来说,«白象似的群山»与«美国

太太的金丝雀»在“没有女人的男人们”当中,显现出了较为柔和的线条,前者讲述的是一个男人

和一个姑娘在一间酒吧进行的关于堕胎手术的谈话,后者则是在开往法国的火车上,去巴黎办理

分居手续的一对美国夫妇与另一位老太太的对话.«杀手»与«十个印第安人»则更为明显,两篇都

是«尼克亚当斯»系列小说的故事,而«杀手»虽然没有正面描写拳击手的比赛场景,但与«五万

元»都涉及到了拳击手这一鲜明的形象.而«在异乡»«简单的调查»与«我躺下»所描写的“少校”
“副官”“勤务兵”以及“中尉”等职称表示了另一种不同的人群 军人.

二、在主题方面.爱情与死亡可以说是小说的两大主题,在这本小说集中,同样面对妻子的死

亡,«在异乡»与«阿尔卑斯山牧歌»中两位丈夫的表现迥然不同.«在异乡»中的少校,怒气冲冲地

对同在该所医院疗治的“我”说,“男人决不能结婚.”并说道“不该,就是不该”,“即便一个男人注

定要失去一切,也不该使自己落到要失掉那一切的地步.他不该使自己陷入那种境地.他应当去

找些无法丧失的东西.”而«阿尔卑斯山牧歌»里的农民奥尔茨却如山地牧歌般淡然:
“‘唔,’奥尔茨说,‘她死了,我就报告村社,我把她放在柴间里,搁在一块大木头上面.后来我

要用那块大木头了,可她已经僵硬了,我就把她挨着墙竖起来.她嘴巴张着,每逢我晚上走进柴间

去劈那块大木头时,我把提灯挂在她嘴上.’

‘对,我爱她,’奥尔茨说.‘我真爱她.’”
在这群不需要女人的男人们中,同样有着失去了女人的男人们.
三、在场景方面.这十四篇小说的发生地大都是在异国,如意大利、西班牙、法国、奥地利等,

最多的是意大利,其次是在西班牙.而从整个时空上看,有的是以战争为背景,有的是在旅途中,
有的仿佛是在与世隔绝的小山村.一年四季都有提及,一天之内都有写到,其中最多的场景是在

夜晚:在西班牙,曼纽尔正在紧张的夜场斗牛;尼克亚当斯在美国的一家餐厅打工,碰到了令人

恐惧的事件;意大利一位少校对他的勤务兵进行了简单又隐晦的同性恋调查;而在一家小酒馆,
三个罗马士兵谈天阔地;尼克则在地板上听着蚕吃桑叶的声音,久久没有入睡

四、在形式内容方面.最明显的则是几乎在每篇小说中都有涉及长篇的对话.«白象似的群

６４２
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山»中,男女主角不着边际的对话,字里行间表现出男人与姑娘对“堕胎”的态度,爱已至此,恐怕

这个男人也要成为“没有女人的男人们”的一员了.有些讽刺的是,在«美国太太的金丝雀»中,那
位美国老太太说过这样的话,“美国男人都是好丈夫”,而这两篇的男主人公都是美国人.«杀手»
也是用对话这一形式来发展事件的,作者将说话人的形象、性格赋予语言,«杀手»也自出版以来,
被多次改编成电影、电视剧上映.对于«阿尔卑斯山牧歌»与«追车比赛»,这两篇故事的主要情节

即是“倾听”:一个是聆听凄冽的爱情故事,一个是倾听焦虑的人的话语.形式上比较独特的是«今
天是星期五»,这已经不是小说的形式,更像是一幕话剧台本,通过三个罗马士兵甲、乙、丙和卖酒

的之间的戏谑对话,谈论日间的见闻.另外,«我躺下»同«在异乡»在发生对话的同时,有着主人公

自我的思绪,两篇故事互相照应,海明威也曾表态«我躺下»为«在异乡»的续篇①.

３　村上春树小说的内外互文性的探讨

«没有女人的男人们»是村上春树在２００６年出版«东京奇谭集»后,再次回归对短篇小说的创

作.全书由７篇自成一体的短篇故事构成,分别是«驾驶我的车»«昨天»«独立器官»«山鲁佐德»«木
野»«恋爱的萨姆莎»和«没有女人的男人们».在这里,笔者试从互文性的角度来看这本作品的文

本,并探讨与海明威同名小说间的互文性.笔者在此也截取了故事的主要信息,将其列入以下表

格中:

篇名 主人公 情节

驾驶我的车 家福,渡利

家福与妻子同为演员,然而直到妻子去世,家福也

无法得知她出轨的原因.随后,家福雇佣了一个女

司机,并将往事说给了她听.

昨天 木樽,谷村(我),理惠佳
木樽与理惠佳是青梅竹马的情侣,然而他一定要

我与理惠佳交往.最终,木樽去了丹佛.

独立器官 渡会,谷村(我),后藤(助手)
渡会与多名女子保持着关系,然而当他真正爱上

一个女人时,女人却离他而去.

山鲁佐德 羽原,山鲁佐德
羽原在一座与世隔绝的房子里,每周都会有一个

女人过来,与他做爱,给他讲故事.

木野 木野,神田
木野因妻子的出轨而离婚,开了间酒吧,与神田相

遇.然而某一天,神田让他离开此地

恋爱的萨姆莎 萨姆莎,修锁女孩
“我”醒来,发现自己是萨姆莎.对世界一无所知的

我,无法知道自己对修锁女孩的冲动为何物.

没有女人的男人们 “我”
半夜里,陌生人打电话来告诉我他的妻子(M)去
世了.我回忆起过往种种.

村上的这七篇故事中,第二、三、七篇,让人回忆起他的处女作«且听风吟».尤其是第二篇与

第七篇的“我”,洋溢着青春与后青春的气息.以下,从音乐和人物两方面来看这部作品自身的互

文性.

７４２

① 转引自«没有女人的男人们»(２０１５,上海译文出版社)的序文:«同构对应 拟容取心»(吴建国),P１８.
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首先是音乐.在村上以往的作品中,音乐与性爱是几乎不变的主题.因此,笔者将每篇中出现

的歌手、乐队以及歌曲列入以下表格中:

篇名 歌手乐队&歌曲

驾驶我的车
«DriveMyCar»(披头士乐队)、贝多芬弦乐四重奏、沙滩男孩、流氓乐队、克里

斯登斯清水复兴合唱团、诱惑合唱团

昨天 披头士«Yesterday»«LikeSomeoneinLove»

独立器官 巴里尤金怀特的音乐«曼维»９«MyWay»)

山鲁佐德

木野

阿特泰特姆的钢琴独奏

柯曼霍金斯的«JoshuaFitTheBattleofJericho»
梅杰霍利的即兴贝斯演奏

比利哈乐黛的«Georgiaonmymind»
埃罗尔加纳的«月光»
布迪德弗朗克的«说不出口»
泰迪威尔逊、维克迪肯森、巴克克莱顿等人古典风格的爵士乐

本韦伯斯特的«我的罗曼史»

恋爱的萨姆莎

没有女人的男人们

克利福德布朗的独奏、曼托瓦尼、雷蒙德勒费弗尔

法兰克查克斯菲尔德、珀西费斯的«夏日之恋»

１０１管弦乐团、弗朗西斯莱的«白色恋人»
保罗莫里哀、比利沃恩、德里克和多米诺骨牌乐队

奥蒂斯雷丁、大门乐队、亨利曼西尼«月亮河»
街头霸王、黑眼豆豆、杰弗逊飞机乐队

同样,在这部作品集中,少不了音乐的“穿针引线”.开篇«驾驶我的车»,题目源自英语 Drive
mycar,译者注有:

这是英国摇滚乐队披头士于１９６５年发行的英国版专辑«RubberSoul»(橡胶灵魂)中的一首歌

曲.此曲还被收录于在美国发行的专辑«YesterdayandToday»中.在这两张专辑中,这首歌

曲都是开头曲目.
就像«挪威的森林»一样,村上又将歌名作为小说名,而第二篇«昨天»,也取自披头士的

«Yesterday»(昨天).主人公木樽是土生土长的东京人,而他却为了棒球队而学了一口纯正的关

西腔;同时还硬要自己的初恋与好友交往,他为«Yesterday»填词:昨天,是明天的前天,/是前天

的明天.这首歌的原歌词如下所示:

Yesterday,allmytroublesseemedsofaraway
Nowitlooksasthoughtheyreheretostay
Oh,Ibelieveinyesterday．
Suddenly,ImnothalfthemanIusedtobe,

Theresashadowhangingoverme．
Oh,yesterdaycamesuddenly．
WhyshehadtogoIdontknowshewouldntsay．

８４２
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Isaidsomethingwrong,nowIlongforyesterday．
Yesterday,lovewassuchaneasygametoplay．
NowIneedaplacetohideaway．
Oh,Ibelieveinyesterday．
正如划线的歌词所唱的那样:NowIneedaplacetohideaway.木樽后来远走丹佛,这或许

是作者有意识的安排,也或许是在无意识之间,木樽就顺着歌词展开了人生.
接下来是人物形象.当我们回顾«且听风吟»时会发现,«昨天»的主人公木樽与“鼠”的相似度

极高,“鼠”写的小说没有性爱、没有死亡,有篇作品写的是一个精神病院食堂里的一个厨师,而木

樽后来则去了丹佛做寿司.
第三篇«独立器官»,同前篇一样,以我 谷村这一形象,讲述渡会的故事.这篇与«山鲁佐

德»一样,均是独身男子与已婚妇女的幽会,然而这一篇是一个心碎与欺骗的故事.渡会是一个美

容整形医生,一个举止优雅、有教养的中年人.认为做爱只不过是与女人交往的欢愉的延长线上

的“另一种欢愉”而已.而当他坠入爱河后,这个“同时与多位女性随意交往,摇曳着芳醇的黑皮诺

葡萄酒杯,用起居室的三角钢琴弹«曼维»”的男人,也陷进了死亡的漩涡.相比之下,«山鲁佐德»
的故事显得更为温情.羽原居住在一所与世人隔绝的“房子”里,每周,作为“联络员”的“山鲁佐

德”都会为他买来必要品,随后理所当然地发生了关系,事后,山鲁佐德都会讲一个故事.对于羽

原来说,她就是他与外界的联系.故事里没有交代为什么羽原不能走出“房子”,也没有交代山鲁

佐德究竟是谁,但对于主人公来说,这些都无关紧要.他与渡会一样,需要的是,与女人共享亲密

的时间.
第五篇«木野»与«驾驶我的车»都是描写被妻子出轨的男人的故事.不同于第一篇,在«木野»

中,木野亲眼看到了现实.然而表面上从容不迫地离开,并不代表其内心没有受到重创.
第六篇«恋爱的萨姆莎»是村上为海外版追加的一篇.这篇的主人公还处在“恋爱”的初级阶

段,可以说他是属于不曾有过女人的男人们中的一员.
最后一篇«没有女人的男人们»讲述的则是在半夜,“我”被人告知他的妻子去世了.“我”努力

回想着这位妻子与我的过往.文中没有写出“我”是谁,但从«独立器官»中说起,“我”在年轻时就

结婚了,可以猜测,这一篇的主人公也许正是谷村.在我回想起这位女子 M 的时候,才发现,
我永远的失去了她,“我觉得自己是世界上第二孤独的男人”.

由上文的“孤独”,再来回顾整部作品,会发现七篇小说的七个主人公,似乎都陷入了自己失

去了女人的孤独与不幸.家福,从小说开始就失去了自己的妻子 从出轨到去世;木樽失去的,
是青梅竹马,也是拥有青梅竹马的昨天;渡会失去了情人,从而也葬送了自己的生命;«山鲁佐德»
是一个温暖却又孤独的故事,羽原自身孤独,他处于一种痛苦中 害怕失去与女人共享亲密时

间的痛苦;木野失去了妻子,而最后的“我”失去了十四岁起就喜欢的女生 M.萨姆莎的故事,笔者

认为有这样一种可能,这是对卡夫卡«变形记»的“逆变形”,也可以说是«变形记»的续篇.这从萨

姆莎认为驼背的修锁女孩的“一举一动是那般富于魅力,简直就像豉母虫‘吱溜溜’掠过水面”可
以看出端倪.至于是从其他什么生物变成了人,还是变回了人,在此暂不做探讨.故事中充满着期

待与向往,在这本作品中显得有些突兀,他是处于还未曾有过女人的男人们之中的.

４　从作者的角度来看两本«没有女人的男人们»的互文性

殷企平在«谈“互文性”»(１９９４)一文中,对从作家角度出发的互文性做了以下总结:
从作家的角度看,互文性表现为对文本的改写:任何作者在写作时都是在对别的文

９４２
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本进行有意或无意的改写.
有意识的改写包括诠注、翻译、典故的运用和反讽模仿等.

文本改写的另一种形式 而且是更普遍的形式 是作者对先前作品的无意识

的改写.
虽然村上春树选取了与海明威相同的题目,但也不能因此就认为作家是完完全全地有意为

之.以下笔者将试着探讨两本«没有女人的男人们»间的互文性.
去年(２０１５年)新潮文库为村上春树推出了一个与读者进行直接交流的限期网站,名为“村上

さんのところ”.在交流中,村上为读者们推荐了许多作家与名作,如夏目漱石、谷崎润一郎、雷蒙

德钱德勒等.其中,他为表示想看“お酒が飲みたくなる小説(读过后想要喝酒的小说)”的读者

推荐了海明威的«太阳照常升起»;面对因自己读书量少而焦躁不安的高中生,他曾写道:読書を

通して得られた情景は、 やがて自身の血となり肉となる。 １６歳の質問者に送る、 名作２作
(读书所得的情景,会渐渐融为自己的血肉———即成为自己的东西.推荐给１６岁提问者这两部名

作).这两部名作就是海明威的«我们的时代只有男人的世界»(新潮社,高见浩译)和雷蒙德钱

德勒的«漫长的告别»(早川书房,村上春树译).
再回到«没有女人的男人们»上,从题名上明显可以看出,村上是对海明威版«没有女人的男

人们»进行了一定程度的改写.英文为«Menwithoutwomen»,日文为女のいない男たち,可视

为同名的翻译.村上在他的短篇小说集«没有女人的男人们»的前言中写道:女のいない男たち
と聞いて、 多くの読者はアーネスト·ヘミングウェイの素晴らしい短編集を思い出されるこ

とだろう。 僕ももちろん思い出した。 でもヘミングウェイの本のこのタイトル“Men
WithoutWomen”を、 高見浩氏は男だけの世界と訳されているし、 僕の感覚としてもむし

ろ女のいない男たちよりは女抜きの男たちとでも訳した方が原題の感覚に近いような気

がする。 しかし本書の場合はより即物的に、 文字通り女のいない男たちなのだ。 いろんな

事情で女性に去られてしまった男たち、 あるいは去られようとしている男たち。 (听到“没有

女人的男人们”,想必很多读者都会联想到欧内斯特海明威那部非常完美的短篇小说集吧,我当

然也想到了.但是高见浩将“Menwithoutwomen”译为«只有男人的世界»,我个人则认为相比起

翻译成“没有女人的男人们”,还是“不要女人的男人们”更贴切原题.但是(我的这)本书写得则更

为现实,正如“没有女人的男人们”字面意思,因各种各样的事件失去了女人的男人们,或者是即

将要失去女人的男人们.)①结合上面网站上的问答,可以这样认为:村上已将所看的海明威«只
有男人的世界»与雷蒙德钱德勒的«漫长的告别»融进了自身(的作品中).不过,笔者看完作品后

认为,«没有女人的男人们»这个题目其实囊括得更多:不要女人的男人们中有失去女人的,失去

女人的男人们中有未曾拥有过女人的男人.
相比起海明威的小说集«没有女人的男人们»有的短篇小说完全没有涉及到女人,如«没有被

斗败的人»和«追车比赛»,村上春树的主线更鲜明,形式更统一,每一篇都讲述了一个或多或少有

些孤独有些凉意的故事,看上去更像是为题目«没有女人的男人们»量身定做的小说集.这一点在

作者的自序中也有提及:写本书的动机正如题名所示“没有女人的男人们”②.同时村上为了使整

部作品保持平衡,特意调整了一些作品的顺序③,而海明威的作品集各篇篇幅不一,长的多达４５

０５２

①

②

③

村上春樹女のいない男たち(文藝春秋　２０１４),P７,笔者译.
村上春樹女のいない男たち(文藝春秋　２０１４),P７,笔者译.
村上春樹女のいない男たち(文藝春秋　２０１４),P７,笔者译.
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页,如«没有被斗败的人»,短的如«陈腐的故事»,只有３页.
从内容来看,村上的作品体现了更高的一致性.不似村上小说中的主人公都有与女人交往的

经历以及大多带有性爱描写,其更注重的是一种氛围,即没有女人的男人们所产生的氛围.海明

威选取了１４篇自成一体的短篇小说,而这些小说里的男性又几乎(除了«在异乡»的少校)有着同

一个线索:没有女人,或即将离开女人.我们看到的是男人们的主动离开.村上春树则编入了７篇

独立的小说,作为海外版发表.这些小说也几乎有着同一个主线:男人们正在或已经失去了女人.
我们看到的是男人们的被动性.而这也是使这些男人们陷入了深深的孤独中的原因.

村上作品的统一性还有其他的表现.相比起海明威作品里“似曾相识”的感觉,村上作品中带

有着几乎可以让读者确信的描写.
由于在«白»中,作者用的是“男人”和“姑娘”两个字眼,小说中提到了他们的旅行包上贴满了

各地旅店的标签,因此可以看出他们不是在周游各地,就是居无定所.而在«祖国对你说什么?»这
篇作品里,同样有着这样一对情侣,有一位女子和中年男子,也随身带着旅行包,坐在这篇作品主

人公们的附近.«白»中特意用了“男人”和“姑娘”的人称,与«祖国»里的女子与中年男子之间隐隐

约约有着互相照应关系 他们很可能是同一对情侣.类似的情况也出现在了村上春树的作品

里.这里简单介绍一下«驾驶我的车»«木野»这两篇.«驾驶我的车»这一篇讲述的是一个年过６０的

男演员雇佣一个女司机的故事.在路途中,演员向女司机讲述了自己的妻子的故事.他知道自己

的妻子出轨,但没有对质.他的妻子后来患癌症死去,他应该是感到非常地痛心与孤独,因而才会

去找妻子生前的情人一起回忆妻子的往事.期间他们来到了一家位于青山的酒吧,文中写到:那
是位于根津美术馆后面小巷深处的一家不起眼的酒吧.一个四十光景的寡言少语的男子总在那

里当调酒师,墙角装饰架上有一只灰色的瘦猫睡得弓成一团,似乎是在此住下不走的附近的流浪

猫.老爵士乐唱片在唱机转盘上旋转着.而«木野»这一篇作品里,主人公木野在妻子出轨后开的

酒吧也是在青山,是这样的一家店:小巷深处孤零零的铺子,小得毫不起眼的店招,饱经岁月的婀

娜的柳树,沉默寡言的店主,唱机上播放的黑胶老唱片,品目只有两种、每天交替的简餐,铺子角

落里宽舒自在的灰色的猫.这两处地方相似度非常高,几乎可以认为是同一个地方同一个人

物了.
此外,在其最后一篇文章«没有女人的男人们»中,我们仿佛看到了«我躺下»的对立面:“我”

被深夜的电话勾起对过往的回忆,开始总是回想不起,后来记忆慢慢变得清晰,以至于“我”觉得

失去 M 是件非常孤独的事情.而同样是在深夜,«我躺下»中,“我”睡不着时,有很多的消遣方法,
而这一夜,与约翰聊完天后,开始回想平生认识的所有的姑娘,然而最后“我”还是在想钓鳟鱼的

事情.笔者认为这两种不同只是因为两位作家本人对女性的“爱”不同造成的.村上对生命中的女

性充满感激,他曾就这本书如是说.“感谢在过往人生中有幸遇上的许多静谧的翠柳、绵软的猫们

和美丽的女性.如果没有那种温存那种鼓励,我基本不可能写出这样一本书.”而海明威的«在异

乡»中,少校因失去了妻子而喜怒无常,情绪低落,并认为男人“应当去找些无法丧失的东西.”对
于他来说,是爱女性而又怕失去女性.

从主题上来看,海明威融入了他此后一直致力于塑造的“硬汉形象”,融入了西班牙斗牛士、
拳击手、以及赛车手的形象,以及死亡、爱情、婚姻等,更多地运用了“对话”这一叙事方式;村上融

入的更多是音乐、性爱、幻觉和梦境,相对于描述性语言,“对话”的分量并不多,体现了其一贯的

风格.一部是作家早期的短篇小说集,强化了自我的风格;一部是作家积淀了成果后的作品集,诠
释了自我的风格.

以上均是在文本中进行互文性的探讨,跳出文本,我们可以看到,对村上春树的写作起到启

发式作用的作品是菲茨杰拉德的小说«了不起的盖茨比»,而正是菲茨杰拉德将海明威推荐给编
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辑与出版商,挖掘了一代璀璨的巨星.上世纪的一对友人,许是融合在了新世纪的作家手中作

品里.

５　结语

海明威和村上春树的同名小说«没有女人的男人们»,由于其本身的构造、内容方面,存在着

相当大的研究空间.笔者在本文中从互文性的视角入手,试着探讨了这两部作品的各自内部的互

文性以及相互之间的联系.海明威的«没有女人的男人们»形式上比较分散,但在人物、主题、场
景、内容上有许多的相通点,也有许多互相照应的地方.而村上春树的作品则有着相对来说较为

鲜明的主线.同为自成一体的短篇小说构成的作品,却带给读者完全不同的感受.如果村上的小

说集不命名为«没有女人的男人们»,也不影响该作品本身的价值.
另外,村上的作品中除了对海明威的借鉴与改写外,由于海外版中添加了«恋爱的萨姆莎»这

篇文章,那么还至少对另一位作家,即卡夫卡,在某种程度上进行了改写.同时,也可以看出该作

品对村上以往的作品有着不同程度的指涉和映射.
由于笔者对“互文性”这一概念的理解还不成熟,对两位作家的研究也不透彻,本文仍存在许

多问题有待解决.今后在学习“互文性”以及其他相关文艺理论时,还将就此题目进行更为深入的

探讨.
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北村透谷と高山樗牛における生命意識の比較研究

東京外国語大学　陳璐

１　はじめに

　平岡敏夫(１９８２:１８５)が透谷と樗牛で指摘しているように、 明治浪漫主義を代表する人物

として、 明治二十年代に透谷を、 三十年代に樗牛を考えるのは文学史の常識であろう。 これ

に対し、 北川透(１９７７:２５９)は高山樗牛論の中で、 浪漫主義という先験的な分類は便利で

あるが、 時には実体を見失わせる。 その先験を捨て、 二人の思想の実質に即してみれば、 こ

れほど相反する存在もないと、 まるで対照的な透谷と樗牛の像を見いだした。

　透谷のキリスト教に対する樗牛の反宗教主義、 透谷の個人主義に対する樗牛の日本主義、

透谷のエマーソンに対する樗牛のニーチェなど、 交差するところがない二人が同じく浪漫主

義の代弁者として取り上げられているところに、 これほど相反する存在もないという北川

の言論の妥当性が読み取れる。 一方、 平岡が指摘したように、 浪漫主義理念が持つ性質を備

えた透谷と樗牛には相通ずるところもあるはずである。 相反する存在としての透谷と樗牛

の、 それぞれ相違ある主張の根拠を明らかにすることで、 むしろ両者が親和しあう領域を発

見できるのではないだろうか。 本論文は、 両者を結びつける思想に焦点をあて、 またその思

想をめぐる両者の相違をも明確にすることを目的とする。

２　内部への着眼

　高山樗牛の生涯を総括してまとめた北川(１９７７:２５７)は、 国家至上主義から個人主義、 本能

主義へ、 さらに国家主義の否定へと変遷していった、 過激かつ性急で矛盾した主張を持つ樗

牛像を、 以下のように、 明瞭に描き出している。

　樗牛の〈日本主義〉時代というのは、三年ぐらいに過ぎない。明治三十四年の美
的生活を論ずを発表した時期に入ると、かつての国家至上主義的な自己主張は放

棄され、いわゆる〈個人主義〉、〈本能主義〉の主張にとって代えられる。しかも、

明治三十五年三十二歳で病死する直前には国家主義否定にまでたどり着いている。

　これほど相反する存在もないというふうに透谷と樗牛を捉えた北川の言葉は、 この樗牛

自身の矛盾に言及した箇所でも成り立っている。 つまり、 樗牛ほど激しく次々に自己主張を

否定する人はいない、 と言っても過言ではないぐらいである。 しかし、 ここで重要なのは、
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樗牛のそれぞれの主義の転換にどれほど激しい乖離があったかではなく、 むしろ、 一見する

と激しく矛盾しているかにみえる、 それぞれの主義·理念を貫いている考えとは何かという

ことである。 徳富蘇峰や山路愛山らのように、 欧化主義から帝国主義に転向していく過程の

中に、 何か一貫したものがあると考えられるのと同様に、 樗牛の激しく転回する理論の顕著

な面が成り立つ基盤として、 思想面における隠れたものがあると考えられるのである。 この

隠れたものこそが、 透谷と樗牛を結びつけるものであり、 かつ透谷との相違が最も顕在化さ

れるものと仮定し、 考察を行ってみたい。

　高山樗牛は、 明治三十年(１９０３年)六月に日本主義を賛すをはじめ、 我国体と新版図
明治思想の変遷国粋保存主義と日本主義など数十篇の論文にわたって、 日本主義につ

いての言論を発表した。 樗牛が規定した日本主義とは国民的特性に本ける自主独立の精

神に拠りて、 建国当初の抱負を発揮せむことを目的とする所の道徳的原理(日本主義を賛

す)というもので、 陸羯南の近時政論考や徳富蘇峰の大日本膨張論などに見られる政治

政策的な展開ではなく、 国民の独立精神による、 道徳規範の面で成り立つものである。

　曾て自由民権運動に参加した透谷が、 国粋主義や日本主義を批判したことは言うまでもな

い。 しかし、 日本主義とは逆の政治立場を持っていた透谷にも、 国民の独立の精神を凝視し

た際に、 その想いが樗牛と重なる瞬間もあっただろう。 言い換えれば、 反国粋主義の透谷

も、 日本主義支持者の樗牛も、 その改革の着眼は、 陸羯南や徳富蘇峰のような政治政策論と

いった〈外部改革〉ではなく、 国民という〈生命〉の精神、 内部への突入であった。

　国民と思想の中で、 透谷は凡そ一国民として缺く可からざるものは、 其の一致的活動

なりと語り、 国民の一致的心性活動の不可欠性を示し、 更にその一致的心性を生命·精神

·意志という内部の場へ探求していた。

　国民も亦一個の活人間なり、その中に意志があり、その中に自由を求むるの念あ

り、国家てふ制限の中に在て其の意志の独立を保つべき傾向を有せずんば非ず。

(北村１９５０:２７４)

　国家という制限の中で、 個人としての国民が独立の意志を持つ必要性を唱えた透谷の考え

は、 国民の自主独立の精神によって日本主義は確保されると考えた樗牛の思考と、 国民の

精神という〈内部の生命〉への視点をもつところで重なる。 樗牛は、 国民の精神に関わる生

命への思考を基盤にしながら、 国家を人間の発達の必然の形式と理解したため、 日本主義と

いう国家至上主義から個人主義へ転回することが可能だったのであろう。 この国民の精神
に潜んでいる〈生命〉という隠れた問題こそ、 樗牛の頻繁に転回した顕著な思想を直線的に

展開させているものであり、 また透谷の思想と関連しつつも相違が明らかになる点として取

り上げられる。 以下では、 更にそうした〈生命〉の問題を、 樗牛の最も代表的評論美的生活

を論ずに絞って考察し、 透谷の思想と比較してみたい。

３　国民と内部生命

　明治三十四年(１９０１年)八月に美的生活を論ずを発表し、 翌年には三十一歳で病死した樗

牛は、 国家至上主義に対する吾人の見解の一文に、 人生の目的は幸福にあり、 国家至上

主義はこの幸福を実現する方便なりと語っている。 むろん、 曾て提唱した彼の国家至上主
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義も、 国民という個人を単位とし、 幸福という人生の目的を実現する方便にほかならない。

このような思考を持っていた樗牛を探求する場合、 彼が言う幸福とは何かをまず問わなけれ

ばならない。 樗牛は美的生活を論ずの中で、 以下のような激しい文章を記している。

　幸福とは何ぞや、吾人の信ずる所を以て見れば本能の満足即ち是のみ。本能とは

何ぞや、人生の本然の要求是なり。人性の本然の要求を満足せしむるもの、茲に是

を美的生活と云ふ。(高山２００４:３３７)

　樗牛における生命は欲望の主体というほどの通俗的な意味であって、 そのため生命の目

的が美的生活の追求、 本能の満足といった形而下的な価値に置かれている。 つまり、 何の目

的によって人間が造られたかという〈生命〉の使命を無視し、 本能の主体としての〈生命〉

が何を目的にして生きてゆくかという現実次元の問題を中心にしていた。 これに対し、 透谷

の〈生命〉概念は、 精神の自由を可能にする心の在り方を指しており、 畢竟するに宗教も

美術も、 人心の上に臨める大感化力なるに於いては、 相異なるところあるなし(万物の声

と詩人)と示したように、 宗教観、 倫理観、 芸術観などを総合的に含む形而上的な意味を

持っている。 さらに、 被造物として〈生命〉の使命とは何かという問題を、 自ら詩人の立場

で説明している。

　眼を挙げて大、大、大の虚界を視よ、彼処に登攀して清涼宮を捕握せよ、清涼宮

を捕握したらば携へ帰りて、俗界の衆生に其一滴の水を飲ましめよ、彼等は活き

む、嗚呼、彼等庶幾くは活きんか。(人生に相渉るとは何の謂ぞ北村１９５０:１２３)

　詩人という〈生命〉の使命は、 虚界から得た一滴の水を実世界に持って帰り俗界の衆生

に飲ませ、 彼らを生かさせることである。 透谷は上文で詩人という〈生命〉の使命を示して

いるだけでなく、 この一滴の水に救済を待っている衆生という〈生命〉が瀕死の状態であ

ることも黙然と訴えている。 透谷の目に映っていた衆生の瀕死の状態こそが、 北川が指摘し

た欠如としての〈国民〉の位相であろう。

　透谷において〈国民〉とは欠如であった。少なくとも大なる〈元気〉とか〈創造的

勢力〉とかいうモティーフで〈国民〉像が定立されようとするかぎり、それは潜伏

であり、隠されたものであり、深く地層の底に潜勢していて、いまだ姿をあらわさ

ぬものであったということができるだろう。(北川１９７６:２５７)

　上の文章が示すように、 透谷において大魔王の仮面を被って出現してきた〈国民〉は、 実

は欠如であると北川は捉えている。 この〈欠如している国民〉が、 一滴の水による生の救

済を待っている衆生たちの瀕死の姿のままに透谷の目に映っていたのである。 これは夏目漱

石が現代日本の開化で見出した近代日本の〈皮相上滑りの開化〉という〈内発的〉の欠落

とほぼ同位の問題であり、 欧米列強の外圧のもとで推進した日本近代化の質への問いであ

る。 このような近代への反省という姿こそ、 美的生活に絶対的価値を置いた樗牛に決定的に

欠けていたものである。 樗牛は、 美的価値の最も醇粋なるもの、 是を本能の満足と為す
(美的生活を論ず)と語りながら、 この手段や方便としての道徳と知に相対的価値しか与え
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なかった。

　美的生活は、人性本然の要求を満足する所に存するを以て、生活其れ自らに於て

既に絶対の価値を有す。理も枉ぐべからず、智も搖かすべからず、天下の威武を挙

げて是れに臨むも如何ともすべからざる也。然れども道徳的并に知識的の生活は其

の本来の性質に於て既に相対の価値を有するに過ぎず、是を以て己れより優れるに

は輙ち移り、己れより強きものには輙ち屈す。(高山２００４:３４１)

　樗牛は生命を本能の満足に結びつけ、 美的生活に絶対的な価値を置いた為、 道徳や理性

に相対的な意味しか与えなかった。 さらにその相対的価値を持つ道徳と理性を人類を下

等動物より区別する所の重もなる特質として捉え、 その用は吾人が本能の発動を調摂し、

其の満足の持続を助成する所に存す(高山２００４:３３９)と語り続けている。 その結果、 道徳と

理性が本能の満足の為に存ずるものであるとしか考えず、 近代においてどのような意味を

持っているかの問題さえ考察せず、 さらに近代における新しい道徳や理性の創造といった問

題も回避しているように見える。 この樗牛に対して、 透谷は、 従来の道徳や知識に懐疑を抱

きつつも、 これらの問題を新しい基盤(内部生命)の上で再建しようとした。

４　東西多元思想の混在という時代の課題

　上記のように、 両者の言論を比較することによって、 生命という内部へ凝視する視線とい

う共通点を見出した上で、 この根拠を成り立たせる両者の思想の質がどれほど異なるのかを

確認した。 以下では、 更に多元思想の混在という明治時代において最も重要な文脈を加え、

個人的言説が如何に時代状況によって解体されたか、 あるいは時代を越えることができた

か、 を両者の言論に基づき比較的に検討したい。

　樗牛は美的生活を絶対化しつつ、 本能的満足を提唱していることは言うまでもない。 ここ

で、 彼が幸福という美的生活の絶対基準として取り上げた本能とは何か、 を掘り下げざるを

得ない。 上の考察において、 生命を本能的満足に結び付け、 二人の相違を述べたが、 以下で

は樗牛自身の言説に沿って、 再び検討を加えたい。

　吾人の本能なるものは、謂はば種族的習慣也。幸にして後代に生れたる吾人は、

無念無為にして其の満足を享受すと雖も、試みに吾人の祖先が是の如き遺産を吾人

に伝へ得るまでに、幾何の星霜と苦痛とを経過したりしかを考へよ。吾人は祖先の

鴻大無辺なる恩恵に対して、現当の幸福を感謝せずむばあらざるなり。(中略)吾人

は祖先の鴻恩を感謝すると同時に、是の貴重なる遺産を鄭重に持続し、是の遺産よ

り生ずる幸福を空しくせざらむことを務めざるべからず。而して是を務むる所以の

ものは、吾人の所謂る美的生活、是れ也。(美的生活を論ず高山２００４:３４０３４１)

　美的生活を成す基盤の本能とは種族的習慣であると考えた樗牛は、 その満足を祖先の

貴重なる遺産という種族的習慣の継続としている。 言い換えれば、 種族的習慣という日

本前近代的な伝統を、 そのまま近代の延長線に置くのが樗牛の姿であるといえる。 樗牛は欧

米列強の〈外圧〉に圧されてきた欧化主義に反対して、 種族的習慣という前近代的なもの

６５２
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を保存しようとしている。 むろん、 東西多元思想の板挟みの中、 樗牛は日本の種族的習慣
といった東洋思想も含む国粋思想を擁護し、 透谷のように両思想に関して剛強なる東洋趣

味の上に、 眞珠の如き西洋的思想を調和し得るという調和の可能性を考慮しないまま、 西

洋思想における宗教とそれによる物質的文明などに反対している。 このような姿勢は、 近代

の質を深く反省して提唱されたものではなく、 むしろそれを無視して産まれた主張であ

ろう。

　彼は日本主義を賛すの中で、 宗教を以て我が国民の性情に反対し、 我が建国の精神に

背戻し、 我が国家の発達を沮害するものと語り、 キリスト教など西洋思想を排斥するだけ

ではなく、 東洋思想の仏教·儒教まで否定する、 いわゆる反宗教主義の姿を現している。 北

川もこの点について以下の鋭い指摘をしている。

　明治のキリスト教徒は、天皇信仰の問題は別としても、かなり熱烈な国家主義者

が多かった。樗牛がそうした現実を無視にして、キリスト教排斥ばかりではなく、

国家の価値に対立するものとして、仏教や儒教までも攻撃するとき、その理論は天

皇制や国家主義自体の基盤まで掘りくずすことになっていたはずである。(北川

１９７７:２６５)

　樗牛が〈本能〉を絶対化しながら、 本能という〈種族的習慣〉の基盤を成している仏教や

儒教など東洋思想から離れようとする以上、 絶対化した〈本能〉の伝統的基盤まで掘り崩

し、 その結果自分の理論を無化してしまう危うさが生まれるのである。 東西多元思想の衝突

による激しい旋渦に対し、 その底に何か安定をもたらす力を見出そうとした樗牛は、 生命に

潜む〈本能〉に着目した。 しかし、 日本近代の質を問う契機を持たないこと、 そして理論自

体の矛盾によって、 再びこの激しい渦動の中に巻き込まれてしまったように見える。 この樗

牛に対して、 透谷は、 近代日本における東西多元思想の大衝突を深く考察することによって

両思想の区別を図りながら、 〈内部生命〉の理論化で再建·融和を試みようとした。 この再建

された生命の像を、 近代日本に欠乏している〈創造的勢力〉の位相に見出し、 その再建に

よって思想の円環が成就する光景まで提示している。

　本論文は、 生命という問題に焦点をあて、 近代日本における東西多元思想の衝突という側

面を加えて、 透谷と樗牛二人の相違を考察したものであり、 一面的な考察であることは免れ

ない。〈本能〉の肯定に関して言えば、 自然主義などに大きく影響を及ぼした点で、 啄木が

我らが思想上の恩師である①と高く評価していた樗牛を到底過小評価することはできない

だろう。 しかし、 透谷が明治当時において、 如何にユニークな思想と先見性を抱いていた人

間であったのかは、 樗牛との対比を通じて多少明瞭になったと考える。

　[本稿は、 日本学術振興会科学研究費補助金(特別研究員奨励費１６J０７０９９)による研究成果

の一部である。 引用にあたり、 旧漢字は現行のものに改めた]

７５２

① 石川啄木小澤恒一宛書簡明治三十七年三月十日、 啄木全集 第１１巻(１９６１:５１)より引用。
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希腊悲剧的三岛演绎
«午后曳航»中的日神精神与酒神精神

上海外国语大学　周晨曦

[摘　要]　三岛由纪夫是日本近现代一位非常重要的作家,中日有许多学者研究

其作品.至今对三岛的作品研究多集中在«金阁寺»«潮骚»«丰饶之海»等代表作,且
多着眼于三岛由纪夫的美学观.事实上,三岛自己也提到过,其创作受到了西方存

在主义等哲学思想的影响,再加上三岛自己本身的经历,才有了无数充满三岛式悲

剧色彩的作品.本文用尼采在«悲剧的诞生»一书中提到的“日神精神”和“酒神精

神”对三岛的«午后曳航»这部作品进行解读,试图从西方哲学思想的角度,来重新

解释三岛由纪夫作品中的悲剧,并探讨三岛作品与西方哲学思想的联系.
[关键词]　午后曳航　悲剧　日神精神　酒神精神

１　悲剧的诞生

在１９７０年出版的国文学/五月臨時増刊 三島由紀夫のすべて一书中,记载了三岛由纪

夫与三好行雄关于“三岛文学背景”的座谈,其中,三岛提到他读的最多的是尼采的书,其中«悲剧

的诞生»尤为欣赏,“感受到了强大的力量.”①«悲剧的诞生»是尼采对于艺术和哲学的一种新的

阐释.在此书中,尼采一反当时的传统,认为希腊艺术的繁荣不是源于希腊人内心的和谐,而是源

于他们内心的痛苦和冲突.因为过于看清人生的悲剧性质,所以产生日神和酒神两种艺术冲动,
要用艺术来拯救人生.日神即阿波罗(Apollo),“作为一切造型力量的神,同时也是预言之神.按
其词根来讲,阿波罗乃是‘闪耀者、发光者’,是光明之神,他也掌管着内心幻象世界的美的假

象.”②酒神即狄奥尼索斯(Dionysus),是非造型的音乐之神,恰好是日神的对立面,它来源于希腊

人对阿波罗式幻景毁灭的恐惧,同时又是从毁灭中感受到的极度喜悦.酒神精神是本能的爆发,
这种爆发伴随着毁灭、痛苦、同时又有无上的快乐.

在讨论酒神精神的同时,还必须提到酒神狄奥尼索斯的萨蒂尔③合唱歌队,高唱酒神颂歌的

合唱歌队是酒神精神的一个重要构成部分.有了合唱歌队,狄奥尼索斯的兴奋和激动能够向全部

群众传布.人们高唱酒神颂歌,变成了神的仆人.合唱歌队是酒神精神的集体爆发,也是悲剧的原

９５２

①

②

③

《国文学／五月臨時増刊 三島由紀夫のすべて»,学燈社,１９７０．p１９(原文为日语,引用为笔者翻译).
[德]尼采．悲剧的诞生[M]．孙周兴译．商务印书馆,２０１５:３２．(本文所有的对«悲剧的诞生»的引用皆出自此书.后文直

接在引文后面用数字标示页数,不再累注).
萨蒂尔(Satyrs):古希腊神话中的半人半兽的森林之神.耽于淫欲,性喜欢乐,是创造力、音乐、诗歌与性爱的象征,同
时也是恐慌与噩梦的标志.狄奥尼索斯的从神之一,也是酒神歌队的重要成员.
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始基础.在了解了日神精神、酒神精神,以及合唱歌队的意义以后,是否能用日神与酒神的精神去

解读三岛的作品,探索三岛作品悲剧属性的由来,本文将是对这一设想的尝试.

２　海与陆的对立 酒神的此在与日神的幻景

“‘睡吧!’说完这句话,妈妈就从外面把登房间的房门锁上了.”①此句为«午后曳航»的第一

句话,是主要人物“房子”对少年“登”所说.而房子为何要对登说这句话,说完后,为何又从外面把

登房间的房门锁上?根据后面文本的描述可知,房子之所以会锁门,是因为之前登曾在小伙伴“首
领”的诱使下,半夜偷溜出去过,所以作为妈妈的房子才会将登锁在屋里.看似因为担心孩子的安

危而做出的举动,以及房子对登说的“睡吧”,实则有着怎样的含义,要从文本中反复提到的海与

陆的关系开始说起.
在文本中,海与陆显然是一种对立的存在,海被表述为是纯精神的、现实性的.而陆地被表述

为肉体性的、非现实性的.酒神精神是音乐性的,因而是非形象的,变化无常,揭示了真实的现实,
与文本中海的现实性一致,事实上尼采也多次用海这一意象来形容酒神精神.日神精神是造型性

的,是稳定的假象,非真正的现实,同时日神阿波罗代表美好的肉体.与文本中“以极其平静的姿

态”呈现的陆地的非现实性,肉体性一致.因此,海与陆的对立恰是酒神与日神的对立.龙二是一

名二等航海士,文章中也多次提到他对陆地的厌恶和对大海的热爱,所以他是一个属于海即酒神

世界的人,房子一直生活在陆地,文本中也从未提到她对海有着何种情结和向往,因此她是属于

陆地,即日神世界的人.属于日神空间,而登虽然生活在陆地上,但是对大海充满着无尽的向往,
可谓身在陆地而心向大海的人,正如合唱歌队中的酒神信徒,对酒神充满狂热追求、无限向往,属
于合唱歌队世界.

至此,开篇房子对登说的“睡吧!”就能得到解释.作为失去了丈夫,独自抚养登,还要撑起一

家舶来品店的房子,当然知道人生的痛苦所在,因此她寻求的是日神精神所带来的稳定、平静的

梦之幻景,遵守适度之道,有自知之明.②当然,她也希望登跟她一样活在日神创造的假象世界.
而以“首领”为首的这帮少年有着他们那个年龄的小孩极少有的对这个世界的认识.“首领早就主

张,为了填充世界的空洞,这是必要的行为.这个无论用其他任何东西都无法填满的空洞,只有通

过杀戮来填充,好似镜子需要一大片龟裂来填充一样.他们对存在握有实权.”他们所理解的用龟

裂来填充镜子,象征着打破日神精神的镜子所产生的幻象,才能真正了解存在的本质.这群小学

生如狄奥尼索斯的狂热信徒,如果没有日神精神的约束,就会发展成更加危险的力量.因此,登在

“首领”的诱使下,违反日神精神的适度的原则,晚上偷跑出去以后,房子意识到了事情的严重性,
她将登反锁在房间,并对登说“睡吧!”,睡与梦相连,房子希望登能沉湎于日神创造的梦境的幻觉

中,试着用日神精神去抵御登身体里的酒神冲动,
但是,如尼采所说,一旦酒神冲动“终于从希腊人的本根深处开出一条道路时,这种抵抗就变

得更加可疑了,甚至于变得不可能了.”(２９)房子把登反锁在房间这一举动,恰恰激怒了登,以致

于登拉出所有的抽屉,把衣服都扔到地上泄愤.由此,登才发现了那个将他带入另一个世界的孔.

０６２

①

②

[日]三岛由纪夫．午后曳航[M]．许金龙译．浙江文艺出版社,２０１０:３．(本文所有对文本的引用皆出自此书).
日神精神要在个体之间划出界线,并且总是再三要求他们有自知之明,掌握尺度,要他们记住这些界线是最神圣的世

界规律,由此来安抚个体.
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３　登的窥视 酒神精神的觉醒

在发现了可以偷窥房子房间的孔以后,登身体里潜在的酒神冲动终于得到了完整的释放,彻
底的激发了登如酒神狂热信徒般的激情,带给登这样一种体验的是另一个重要人物,二等航海士

塚崎龙二.房子带登参观海船时结识了龙二,紧接着就约龙二吃饭,并带龙二回到家中过夜.
这样一个夜晚,登再次偷窥了母亲的房间.文本中用了两大段来描写在这个充满启示的夜晚,登
眼中的龙二的身体.那是“有着一副远比陆地上的男人生气勃勃、健壮有力的体魄,宛如大海的铸

模铸就的身体.”这个身体之于登到底是个怎样的存在?尼采认为酒神精神的觉醒“必需有一个全

新的象征世界,首先是身体的象征意义.”(３０)对龙二身体的描述,是阿波罗这一形象之神比喻性

的向登显现了龙二的狄奥尼索斯状态,揭示了其悲剧英雄的本质.①而要激发登的激情,除了身

体的象征意义,还要音乐的揭示作用.在登偷窥的夜晚,海上传来了汽笛声.

突然,广阔的空间响起了汽笛声,这汽笛声从敞开着的窗子的每一处蜂拥而入,溢

满了幽暗的房间.这是满载着所有一切 无所不在的、无依无靠的、如同鲸鱼背部一

般黝黑、滑腻的海潮的所有情念,成千上万次航海的记忆,以及全部的狂欢和屈辱

的大海怀着巨大的、无边无际的、黑暗的、被强加的悲哀发出的呼喊.
二等船员猛然旋过身体,把目光转向大海方向

通过这段对汽笛声的描写,可以看出汽笛声对于热爱大海的龙二和登来说充满魔力,让他们

能够通过这样的声音和大海相连.之前已提到,狄奥尼索斯不止是酒神,也是掌管音乐之神.对于

音乐的作用,尼采描述为:“当一种合适的音乐对某个场景、行动、事件和环境响起来的时候,这种

音乐似乎向我们揭示了这些个场景、行动、事件和环境最隐秘的意义,表现为对后者的最正确和

最清晰的注解.”(１１９)此描述用来解释汽笛声在那个偷窥的夜晚对登的意义再合适不过,在汽笛

声响起之前,登觉得眼前的一切都好像“一副不确切的绘图”,一切材料都已经齐备,但还是不充

足.直到汽笛声响起,“猛然挥下了把一切都变幻为完美无缺的形态所必需的、决定性的一笔!幸
亏这声汽笛(中略)登与妈妈,妈妈与男人,男人与大海,大海与登,全都得以连接起来,登窥见到

这条无法回避的存在之环.”对于向往大海的登来说,当汽笛声这个“音乐”响起时,就为登揭示了

“这些个场景、行动、事件和环境最隐秘的意义”,使登感到“自己仿佛置身于这个奇迹正在发生的

瞬间.”
在这个夜晚登终于意识到龙二的悲剧英雄本质,并通过汽笛声这一音乐的揭示作用,感受到

自己、母亲、大海、男人都成为“存在之环”的一部分.此时,他意识里潜在的酒神精神已经彻底觉

醒,登、房子、龙二这三个本来独立的个体,已经在酒神精神感召下消解,与海这一原始存在的象

征融合为一.②

１６２

①

②

希腊悲剧中的悲剧英雄实际上都是带着面具的狄奥尼索斯.“一个真实存在的狄奥尼索斯以多种形象显现,戴着一个

抗争英雄的面具,(中略)他就像一个迷误、抗争、受苦的个体;而且根本上,他以史诗般的明确和清晰显现出来,这要

归于释梦者阿波罗的作用,阿波罗通过那种比喻性的显现向合唱歌队揭示了他的狄奥尼索斯状态.”(７７)根据尼采的

解释,拥有阿波罗般美好肉体,又属于酒神空间龙二,事实上也是三岛笔下的一个带着面具的酒神狄奥尼索斯.
尼采哲学的一个重要的观点就是,“一切产生出来的东西都必定要痛苦的没落”(１２３)这一个体实存的恐惧,个体不过

世界整体的一部分而已,任何一个单独的个体都毫无意义.酒神的精神就是要力求消灭个体,通过一种神秘的统一感

使个体得到解脱.
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４　肢解 个体的消解与英雄的再生

在«午后曳航»第一部分的第五章,有一段登和小伙伴们共同虐杀猫的描写,三岛在此处用了

非常多的笔墨,且描写的极为详尽.事实上杀猫这部分对整个故事情节推动毫无作用,如果将其

删掉也丝毫不会影响整个作品的完整性.三岛如此浓墨重笔地描写一个杀猫的场景意义何在.在
尼采哲学中或许能找到解释.

希腊神话中的狄奥尼索斯就是被肢解后再生的英雄.尼采认为“这样一种解体,即真正狄奥

尼索斯的苦难,宛若一种向气、水、土、火的转变,所以,我们就必须把个体化状态视为一切苦难的

根源和始基,视为某种本身无耻下流的东西.”(７８)通过这段表述可知,在尼采哲学中个体是“苦
难的根源”,是“无耻下流的东西”,只有通过“肢解之神”狄奥尼索斯及其合唱歌队所制造的悲剧

效应,将个体之间边界消灭,将其消解,最终让酒神精神的信徒们感受到一种“极强大的、回归自

然心脏的统一感.”(５８)因此,少年们对猫的肢解是一种消解个体,体验原始统一的秘仪,通过这

个仪式,少年们感受到了酒神精神所带来的极强大的统一感.在杀猫的过程中,登再次回想起了

汽笛声,同时汽笛声在登的意识里幻化出了“半岛”“环礁”“海洋”等与大海有关的物象,使登陶

醉.汽笛声,与大海有关的物象,陶醉,无一不是酒神精神的表征.当猫被剥皮以后,少年们感到猫

的内部与自身的共通,他们开始与猫紧密联系起来,同时“被剥了皮的猫更加火辣辣地直接与世

界的核心相连接.”被剥了皮的猫就如被掀开了摩耶面纱①的酒神精神,肢解的过程就是个体的

界线的消亡过程,通过肢解猫这个充满仪式意味的行为,少年们像就如酒神的狂热追随者,用杀

戮,用肢解来粉碎阿波罗制造的幻景,进入真实的酒神世界,在这个世界中,少年们才感到自己与

原始存在的统一,所有的个体都和自然统一为了一个生命体.而这群进入酒神世界的少年,需要

一个悲剧英雄“担当起整个狄奥尼索斯世界”(１５２),这个悲剧英雄自然是属于酒神空间,并且本

身充满比喻性的龙二.

５　龙二的结局 悲剧英雄的没落与受难

在尼采看来,真正的悲剧英雄并不是在苦难中拼劲全力抗争的英雄,而是以没落和受难为使

命的英雄,俄狄浦斯、普罗米修斯皆属此类.“悲剧又懂得通过同一种悲剧神话,以悲剧英雄为化

身,把我们从追求这种此在生活的贪婪欲望中解救出来,并且以告诫之手提醒我们还有另一种存

在,还有一种更高的快乐(中略)奋斗的英雄通过自己的没落、而不是通过自己的胜利,充满预感

的作了准备.”(１５３)而在三岛笔下,龙二这个悲剧英雄也将迎来死亡的结局.
在龙二决定留在陆地,跟房子结婚时,意味着他将脱离酒神世界,不再具有悲剧英雄的象征

意义.登和小伙伴们对此事感到极其的失望,甚至厌恶.因此,首领提出“只有一个办法能让那家

伙再度成为英雄.”那就是杀了龙二,并且并不是一般的杀,和当初肢解猫一样,他们准备对龙二

进行充满仪式感的肢解.就如上一章节提到的,酒神狄奥尼索斯就是肢解之神,并且通过肢解再

生.尽管最后并没有描写龙二被杀的过程,但是之前杀猫的章节已经有了足够的描写.至此,杀猫

场景的重要性也凸显了出来,对登这一群少年来说,肢解个体就如一种祈求酒神再生的秘仪一

样,通过这一行为,他们能切实感受到自己与整个酒神世界的融合为一.肢解龙二还有更进一步

的希望英雄再生的含义在里面.而作为龙二自己本身也对自己悲剧英雄般的宿命充满预感.“他
已经在恍惚地憧憬着死亡,对他来说,那是一种早已永远失去了机会的、庄严的、在万人注视下

２６２

① 摩耶面纱(SchleierderMaja):为叔本华所采用的古印度哲学术语.摩耶面纱指人类感觉的虚幻世界.
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的、壮烈无比的死亡.”登视龙二为英雄,又憎恨他回归陆地,最后要以杀死龙二来让其再度成为

英雄的心理,用尼采以下这段描述在合适不过.
您看到眼前的悲剧主角具有史诗般的清晰和美,但又因他的灭亡而开心.您深入骨

髓地把握了剧情,却又乐于遁入不可把握的东西之中.您觉得主角的行动是合理的,但

当这些行动毁掉了主角时,您却更加振奋.您对主角将要受到的苦难感到不寒而栗,却

又在其中预感到一种更高的、强大得多的快感.(１６０)
从尼采«悲剧的诞生»一书的哲学思想出发,对«午后曳航»中海与陆的对立,登与龙二对大海

的热爱和向往,登对龙二既爱又恨的复杂感情,难解的杀猫场景,超出一般少年思想的少年组织,
以及少年们决定肢解龙二这一结局等,都可以进行合理的解释.可以说整部作品都是三岛对希腊

悲剧的一种重新演绎.

６　结语

为何三岛在对谈中提到自己最喜欢«悲剧的诞生»一书,应该与他自己的经历密不可分.幼儿

时期所受到的特异的不可逆转的外伤性体验,三岛很小的时候就期盼着“不吉祥的凶事”.并且又

经历了第二次世界大战的洗礼,在他心目中,整个世界唯有陷入危机之中才能显现出美好的形

态.这种反理性的思想,与尼采的非理性思想正好契合.但是“日本战后民主主义社会的和平时

期,却无法满足三岛这种反理性和反社会性的需求”.①在他看来,战后日本和平的社会就像阿波

罗精神制造的美丽幻景,一切都是非真实的假象.真实的人生充满苦难和痛苦.因此,他唯有通过

自己的作品来找到酒神精神中的真实存在.海、充满悲剧色彩的主人公,这些象征着酒神精神的

元素才会不断出现在他的作品中.
本文用尼采提出的“日神精神”与“酒神精神”的对立,来解释«午后曳航»这部作品中的海与

陆的对立,以及主人公房子、登、龙二之间的关系;酒神歌队的作用来理解少年登和他小伙伴的一

系列行为;酒神英雄的再生来解释杀猫场景,以及龙二最后的结局;酒神精神中音乐的重要性来

阐释汽笛声在作品中所表现的对龙二和登的召唤.可以说是从尼采哲学的角度对三岛作品进行

解读的一种尝试.同时,也为解读三岛由纪夫的其他作品提供了新的可能性.
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鼻におけるグロテスク·リアリズムの傾向

上海外国语大学　刘鹤鹤

１　はじめに

　グロテスク·リアリズムの概念はバフティーンがフランソウ·ラブレーの作品と中世·ルネッ

サンスの民衆文化の中に定義したものである。 その定義によると、 グロテスク·リアリズム

とは、 民衆の〈笑いの文化〉のイメージ·システムのことであり、 主要なる特質は格下げであ

り、 つまり高位の、 厳粛的、 精神的なものをすべて格下げさせ·引き落とし、 物質、 肉体、 世

俗的次元へ移行させることという。 グロテスク·リアリズムの世界では、 死亡と再生、 交替

と更新が主導的な地位を占め、 物事が両面的性質を帯びている。 そのような特質はラブレー

の作品の中で盛んに現れている。 彼の作品の本質をなしているのは、 笑い、 猥褻、 肉体と物

質、 聖と俗、 秩序と非秩序、 上位と下層の逆転と融合といったもの、 世界をあらゆる層にお

いて取り込み、 ありのままに受容するという態度である。 それらは、 恐怖に打ち勝ち、 自由

をもたらし、 生きる力を再生させるという意味で、 肯定的、 創造的意味を担っていると言わ

れている。 ご周知のように、 ロシア作家ゴーゴリもグロテスク·リアリズムの傾向が強いと

思われる作家である。 彼の鼻が正にその傾向の反映と言われてきた。 実は芥川龍之介にも

同名小説があり、 その中にゴーゴリの鼻の暗示があると指摘されている。 ならば、 芥川龍

之介の鼻にも、 グロテスク·リアリズムの傾向があるのであろうか。 それで本論文では、

芥川の鼻をグロテスク·リアリズムのイメージ·システムと照らし合わせつつ、 その傾向の

有無を確かめていきたいと思う。

２　先行研究と考察方法

　吉田精一(１９５８)は芥川龍之介全集で、 鼻は今昔物語集の池尾禅珍内供鼻語から取

材し、 心理解析にあたって、 ゴーゴリの鼻から暗示を得ていると指摘した。 また、 石割透

(１９８５)は鼻を創作動機の角度から分析した。 分析によると、 芥川が失恋のダメージから脱

出しようと鼻を執筆した。 それから、 木村功(２００２)は芥川の鼻を自意識と他者の関係の

角度から研究した。 つまり、 長大な鼻を中心化した自分の世界観でのみ自分を捉え、 他者の

全体像も鼻を基準に断片化して認識してしまうと指摘した。 以上に見られるように、 創作動

機や古典及び西洋の受容や主題などの角度からの研究が多いようであるが、 グロテスク·リ

アリズムの角度からの研究は未だないようである。 では、 本論文は、 そのような方向に挑戦

し、 芥川の鼻を読み直す機会になればと思う。

４６２
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　鼻は今昔物語の池尾禅珍内供鼻語から取材して作られたというから、 本論文では、

鼻の原典とオリジナル部分から、 論じていこうと思う。

３　原典の考察

　今昔物語集は千にあまる説話を収め、 全体として奇談を集めたもので、 そのうち卷第二

十八がすべて滑稽な奇談として集められている。 池尾禅珍内供鼻語もその一編である。 作

品はおよそ院政期の十二世紀前半に成立されたという説があるが、 院政期は政治経済のみな

らず、 文化史や文学史の面でも大きな転換期であったと言われる。 永長元年に起こった田樂

騒動は、 都全体を狂乱の渦に巻き込み、 貴賎上下、 老若男女、 ついに公卿や殿上人まで入り

乱れて太鼓の奏でるリズムと歌舞に酔いしれ、 都中をねりあるいた。 まさしく都が世紀末の

カーニバル劇場と化したようである。 古き社会の解体や転換期への期待と不安にとらわれて

いる人々は、 狂執の祝祭に熱狂し、 旧時代の閉塞を打ち破ろうとするようであった。 そうし

た状況の中で、 社会の動きに相まり、 異聞や反権威的説話が続出し、 カーニバル的、 奇抜、

分裂、 再生といった特徴を帯びていた院政期の文化が形成された。

　ところで、 民衆の〈笑いの文化〉のイメージ·システムには、 儀式が中世紀の人々の生活で

重要な地位を占めていた。 その儀式では、 普段の日常に反し、 道化、 馬鹿者、 畸形などが主

役となり、 諧謔的演出を演じたりする。 それは、 厳粛的、 オフィシャル的祝典とは違って、 支

配地位にある制度や真理に反し、 身分関係を取り消し、 全民衆のカーニバル的なものと思わ

れる。 院政期の田樂騒動が、 まさしくそれと似ているようにと思える。 院政期に成立された

今昔物語集は正に院政期文化の縮図と言えるため、 やむをえなく、 民衆の〈笑いの文化〉

のと似たような院政期文化の色彩を帯びることになる。

　物語は仏教という舞台を背景として、 主に鼻の痒止めと童との言い争いという二つの

場面をめぐって展開し、 滑稽を主とした説話であると思われる。 仏教はその時代において、

極めて厳粛的、 権威的ものと見做された。 さらに、 内供というのが、 内供奉僧で、 高僧十

人の一人に選ばれた存在である。 そのような高い存在は、 一人の面目とされているパーツ

鼻が笑われ、 侮辱される。 それは一種の格下げと見てもいいだろう。 院政期の文化背景

を考慮に入れて考えてみれば、 物語は滑稽の手を貸して、 実は権威に反する響きが強いこと

が想定できる。 物語は、 高位のものを嘲笑し、 格下げさせることを通して権力に反する点で

は、 グロテスク·リアリズムの精神と似ているように見える。

４　オリジナル部分の考察

　鼻では芥川のオリジナルが多く見られる。 それに関し、 ストーリの改編、 登場人物の増

加、 イメージの改変、 内供の心理分析などが挙げられる。

４．１　ストーリーの改編

　鼻では、 ずっと鼻のことを悩んでいた内供は鼻を短くする方法を色々試し、 工夫してみ

た結果、 鼻が短くなった。 が、 短くなった鼻でかえって前よりもっとひどい嘲笑にあい、 結局

最後に元の長い鼻に戻ったという粗筋である。

　鼻を短くするために、 内供は烏瓜を飲んだり、 鼠の尿を鼻へなすったりしてみた。 その

上、 鼻をお湯に茹で、 弟子に踏ませる。 観音経を毎日唱える高僧の内供はそんな出鱈目な方
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法を簡単に信じてしまい、 早速試してみた。 しかも、 弟子に鼻を治療してもらう場面では、

聖と愚の逆転と融合が見られる。 つまり、 元々聖であった内供は、 ここで下位の者(患
者)に格下げされ、 元々下位にあった弟子が、 高位の医者となる。 そして、 高位者が低位者に

踏みつけられ、 身分上下が取り消され、 既定の価値を逆転しようとするところがカーニバル

的雰囲気が感じられる。 それは民衆の〈笑いの文化〉のイメージと似通っている。 しかし、

鼻が短くなった後、 内供は一層笑われる羽目になり、 すっかり塞ぎこんでしまった。 前は比

較的に尊重される存在であったが、 今はすっかり忌まれるものになってしまった。 それで、 愛

すべき内供は日毎に機嫌が悪くなった。 誰でも二言目には、 意地悪くしかりつけ、 中童子の

顔を打ったこともある。 内供は寺の誰よりも仏に近い存在のはずでありながら、 俗世間の感

情を持っていることがここから分かった。 他人の目を気にするし、 傷つくし、 怒って暴力ま

で振るう内供は、 俗人、 弱者のように思える。 内供を高位から俗の次元に引き落とすのも一

種の格下げではないかと思う。 内供はここまでもうすっかり聖壇から引き下ろされた。 しか

し、 最後に元の長い鼻に戻った彼は、 再びはればれしくなってきた。 内供が諦念し、 ありの

ままの自分を受容し、 新生を得たように見える。 すなわち、 作品では、 内供を俗の次元に引

き落としたと同時に、 またもう一人の新しい内供を創造した。 それはつまり、 格下げさせつ

つ、 播種し、 殺したが、 新たにより良い形で生んだのである。 この点では、 グロテスク·リア

リズムの精神と通じているように思う。

４．２　登場人物の増加

　原典では、 庶民の影が薄いが、 鼻では庶民の影がはっきりされた。 内供の俗でないこと

を仕合せだと言った(聂中华,曾文雅２００７:５０３)などという声が正に庶民から発したものであ

ろう。 それに、 作品では武士というイメージも導入された。 さらに、 鼻を粥の中へ落とし

た話は、 当時京都まで喧伝された(聂中华,曾文雅２００７:５０３)という文から見れば、 貴族の
登場も薄々暗示されている。 つまり、 作品では、 すべての階層が登場して内供のことを嘲笑

した。 それに、 内供自身まで自分のことを苦笑した。 作品では、 皆が一緒に笑う場面ははっ

きりと描かれていないが、 皆が鼻の話をあちこち広め、 哄笑する場面がテキストから想定で

きよう。 つまり、 あらゆる階層、 乃至は笑われる当人まで笑いの渦に巻き込まれ、 一緒に

なって笑うという独特の世界が開かれている。 この世界では、 内供の畸形な鼻が、 ただ日常

を活性化する道化役、 聖と俗を結びつけるための道具に化したようである。 そのような全て

を取り込む笑いは陰気なものではなくなり、 陽気なイメージを帯びるようになった。 それこ

そ民衆の〈笑いの文化〉のものに当たるべきであり、 グロテスク·リアリズムのイメージに

近いはずである。

４．３　イメージの改変

　原典の場合は、 内供の鼻を大柑子の皮と例えた。 それに対し、 鼻では、 その鼻を腸
詰のように形容していた。 このイメージは一種の肉体的、 物質的匂いが満ちているような

気がする。 確かに内供の鼻のイメージに近いだろうし、 おもしろみもあるが、 鼻の草稿で

は、 禅智内供の鼻は最初は赤茄子烏瓜と変わり、 そして最後に腸詰にと転換されたら

しい。 わざわざ馴染みが薄い、 西洋渡来の腸詰というイメージを利用するのが深意がある

だろうと推し量れる。 実は、 腸詰というのが、 当時の西洋では男性生殖器性欲の象徴で

あるらしい。 西洋に馴染んだ芥川はそれを知らないはずがない。 僧侶にとってタブーのよう

なものを内供に結びつけるのが、 赤裸々な嘲笑である。 聖と俗、 上位と下層の対峙と統一を

一身に集中させ、 内供を肉の墓に堕落させる作品の意図が明らかであろう。 しかし、 内供は
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ひどい仕打ちを受けたが、 かえって諦念し、 生まれ変わったようである。 つまり、 高位のも

の、 厳粛的、 精神的、 理想的ものを格下げさせると同時に、 肉体、 下部、 世俗的次元へ移

行、 さらに新たに生むというのである。 それはグロテスク·リアリズムの精神と同じように

思える。 実は、 グロテスク·リアリズムにおいて、 物質、 肉体の要素は深刻で、 積極的意味を

持っている。 何故なら肉体の下層の、 腹の、 生殖器官の生活に関与するのであり、 交接、 受

胎、 妊娠、 出産という行為に関与するからである。 それ故、 グロテスク·リアリズムの下落

は、 積極的、 再生的な意味を持っている。

４．４　内供の心理描写

　作品では、 内供の心理描写が複雑に変化している。 最初、 内供が鼻を苦に病んできた。 そ

してそのことを、 人に知られるのが嫌であった。 何故なら、 内供がこの鼻によって傷つけら

れる自尊心のために苦しんでいたからである。 ここで、 気にしているくせに、 気にしないふ

りをする気取り屋の不自在な心理が現れる。 それに、 自分の弱点(長鼻)を払いのけ、 周りか

ら尊重されたいという自尊心も伺えよう。 それから、 弟子に長鼻を治療してもらい、 心身と

もに莫大な害を蒙ったが、 なお気取りながら頑張りぬいた。 最後、 鼻を短くすることができ

たが、 何度も鼻を触って確認しないと気が済まない。 内供が弱点を払いのけようとするため

に、 色々努力した。 その粘り強さ、 気取り屋の本性、 そして、 鏡を見なければ自己確認でき

ないという哀れなところも伺える。 しかし、 内供の予想に反し、 皆が一層つけつけと笑うよ

うになった。 次第に内供は機嫌が悪くなり、 鼻の短くなったのが、 かえって恨めしくなったの

である。 最後に、 鼻がまた元の通りになり、 鼻が短くなったときと同じような、 内供ははれ

ばれした心もちが戻ってきた。 たとえまた皆に笑われようが、 もう一度鼻を短くしたいこと

はないだろう。 ここでは、 内供は一種の諦観を見せ、 ありのままの自分を受け入れたと見

え、 自分や世界と和解したようである。

　以上見てきたように、 原典の内供と違い、 芥川の内供はどことなく哀れな感じが漂ってい

る。 彼はただ弱点をなくし、 周りからの尊重が欲しいだけかもしれない。 しかし、 弱点とい

うのが誰でも持っているものであり、 内供も他の人たちも、 皆何らかの弱点を持って生きて

いるのである。 内供は高い地位にいるかわりに、 弱点がある。 それは一種のバランスとな

る。 もし更に上を目指して弱点を捨てようとすると、 バランスを崩しかねない。 そうすると

周りから恨みを買うことになる。 いくら努力しても引き落とされる。 むしろ諦め、 皆と一緒

に弱点を抱えて生きる。 内供はありのままの自分を受容し、 新しい自分を見出した。 それこ

そ正にグロテスク·リアリズムの特質の現れではないか。

５　おわりに

　本論文では、 芥川龍之介の鼻を、 原典とオリジナル部分からグロテスク·リアリズムの

イメージ·システムと照らし合わせながら見てきた。 作品では権力に反し、 身分上下を取り

消し、 既定の価値を逆転するカーニバル的雰囲気、 一緒になって笑う独特の世界、 特に高位

的、 精神的ものを肉体的、 物質的次元に格下げさせ、 また新しいものを創造するところが、

グロテスク·リアリズムのイメージ·システムの性質とかなりの程度で一致していると思われ

る。 よって、 本論文では、 鼻という作品では、 グロテスク·リアリズムの傾向が見られると

言いたいのである。 しかし、 本論文では、 何故こういった傾向が見られるのかについてはあ

まり触れていない。 それに関して今後の研究課題にしたいと思う。
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ライトノベル式ユーモアの表現について

ー西尾維新化物語を中心にー

上海外国语大学　汝佳文

１　はじめに

１．１　ライトノベルとは

　ライトノベルは和製英語のlightnovelに由来し、 明確には定義づけられていないが、 アニ

メの表紙とイラストが添付されている、 若年層が読者の主体となる娯楽作品群のことを指し

示している。 通称はラノベである。

　石田·佐藤(２００６)①によると、 ライトノベルという和製英語は、１９９０年代初め、 ＳＦや

ファンタジー小説ファンが集ったパソコン通信の電子会議室から生まれた。 名付け親は、 会

議室の管理人を務めた神北恵太である。 ７０年代に創刊されたコバルト文庫やソノラマ文庫

の少年少女向け小説について、 ひとくくりにできる新しい名前が必要だと考えたと振り返

る。 マンガのようにスピーディーなコミックノベル、 あるいはニート(neat)ノベルなど

の案も考えたが、 結局軽やかな＝ライトに落ち着いたという。

　コミックノベルニートノベルなどの案から、 ライトノベルはアニメなどサブカル

チャーの産物と深く関わることがわかる。 では、 ライトノベルは一体どのような面で他ジャ

ンルの小説と区別されるのか。

　榎本(２００８a:９)②によると、 ライトノベルの特徴は以下のとおりである。

　(１)ライトノベルレーベル③から出版されていること

　(２)マンガ·アニメ調のイラストを多用していること

　(３)キャラクターが物語の中心となっていること

　(４)ファンタジックな要素が登場すること

　確かに、 ライトノベルは、 かろやかな文体でファンタジックなストーリが描かれており、

他の文学作品と比べ挿絵が入り、 キャラ立ち④がより鮮明にできており、 読者に深く印象づ

けることができる。 値段も６００円程度の比較的に手頃な価格であり、 普通は文庫本形式であ

るため、 様々の意味で読みやすい。

９６２

①

②

③

④

石田汗太,佐藤憲一．ライトノベル進化論(第３回)[N]．読売新聞,２００６１１２１．
榎本秋．ライトノベル文学論[M]．NTT出版,２００８．a．
ライトノベルを刊行するレーベルのことである。 主なレーベルとして、 電撃文庫 電撃の缶詰、 ファミ通文庫、

角川スニーカー文庫、 富士見ファンタジア文庫などがあげられる。

キャラクターを立てること。
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１．２　西尾維新とその作風について

　西尾維新というペンネームはローマ字で書くとNISIOISINであり、 Oを中心に回文に

なっている。 このペンネームのように、 さまざまな言葉遊びや掛け言葉を使った独特な言い

回しや、 文字だからこその表現が西尾の特徴であり、 台詞こそがキャラクターという感覚

を持ち、 見た目の描写より喋る内容を重視している①という。 西尾の作品には、 いたるとこ

ろに独特なボケとツッコミが見られる。 その張本人は、 自分が関西人だということは確実に

関係していると言う。 キャラクターたちの会話は全て作者一人によるがゆえ、 女性キャラク

ターがボケて、 主人公がツッコむという、 漫才のような形でストーリーが進んでいくとい

うことは、 すなわち、 作者がボケて、 作者がツッコむという一人コントが本の中で繰り広

げられているということになる。

２　化物語の紹介及び本稿の目的

　化物語は西尾維新の代表作の一つであり、２１世紀初の日本の田舎町を舞台に高校生の阿

良々木暦が怪異と関わった少女達に出会い、 その怪異事件を解決していく物語である。

　戦場ヶ原ひたぎは阿良々木のクラスメートで、 普段は体の弱い優等生のイメージだが、 実

は 重
おもし

蟹
かに

という日本の伝説のあやかしに体重を奪われ、 わずか五キロになる。 それがある

日、 阿良々木にバレてしまい、 阿良々木が協力を申し出て、 体重の取り戻しを試みる。 この

奪われた体重は、 実は戦場ヶ原の過去の秘密と関係している。

　キャラクター設定を見ると、 主人公の阿良々木暦は、 つっこみの達人であり、 正義感あふ

れる、 自分を犠牲にしてまで人を助ける熱心な人である。 戦場ヶ原ひたぎは、 一見深窓の令

嬢であるが、 ひとたび口を開くと物凄い毒舌暴言を平気で吐く。 しかし、 実際は他人との距

離感が掴めていないだけの不器用な人物である。

　本稿では、 キャラクター同士の会話と照らしあわせながら、 主に談話の角度から、 化物

語にどんな文学的、 或いは言語的手段が用いられ、 ライトノベル式ユーモアを出している

かについて検討する。 ただし、 ライトノベル式とは、 非ライトノベル作品に全く見受けら

れないものではない。 あくまでもライトノベルに、 より頻繁により大げさに使われる傾向が

あるという意味のものである。

３　化物語におけるライトノベル式ユーモア

　化物語に見受けるライトノベル式ユーモア効果を出すための手段は、 典型的なものとし

て、 大まかに以下の２点が挙げられる。

　(１)(ボケと)ツッコミ

　(２)言葉遊びと文字遊び

３．１　ツッコミ

　ツッコミについて、 例えツッコミ(何かに例えてツッコむこと)、 ワンセリフツッコミ(有力

な一言でツッコむこと)、 語り手が自分に向けるツッコミ、 ツッコミの言及など様々な角度か

ら分析できるが、 ここでは語り手が自分に向けるツッコミだけを取り上げ、 細かく分析

０７２
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する。

　ボケとツッコミはもともと漫才用語である。 漫才の２名の演者はボケ役とツッコミ役に分け

られる。 ボケ役がとぼける行動によって笑いを誘い、 ツッコミ役がそれを指摘し、 笑いどこ

ろをわかりやすいように観客に提示する。 現在では、 ボケとツッコミという言葉はもっと広

い意味で使われている。

　化物語p．１７１①

　戦場ヶ原いえ、阿良々木くんが一週間毒舌禁止とか言い出しそうな気がしたか

ら、先に手を打っておこうと思って
　阿良々木そんなの、どうせ無理だろ
　呼吸をするな、心臓を停めろに等しい。

　それに、たとえ一週間といえども毒舌を禁止だなんて、そんなのは戦場ヶ原で

あって戦場ヶ原じゃない、僕としても全く楽しくないじゃないか っておい、どう

して僕が、もう戦場ヶ原の毒舌なしじゃやっていけないみたいなキャラになってん

だよ。

　下線部は、 語り手の阿良々木暦が自分に向けて入れるツッコミである。 普通に考えれば、

ここのツッコミどころは、 毒舌キャラの戦場ヶ原が、 自分の設定をよくわかっていること前

提であえて毒舌禁止などという自虐的なことを言い出すことであろう。 が、 ツッコミ好き

な阿良々木がそんなのどうせ無理だろうと条件反射のようにさり気なく納得したとは、 読

者としてはこれからも暴言を言われるままでいいのかとツッコみたくなる。 実は、 ここが

のちほどのツッコミの伏線になると思われる。

　そして、 阿良々木も毒舌抜きの戦場ヶ原が自分として楽しくないなどマゾヒスティックな

独り言をぼそぼそ言ってからようやく違和感を覚えたように、 っておい、 どうして僕が、 も

う戦場ヶ原の毒舌なしじゃやっていけないみたいなキャラになってんだよと怒鳴って、 自分

の油断に読者が待望したツッコミを入れる。 このツッコミは、 語り手に一定の距離をおいて

批判するものとなる。 この時点で、 読者は先ほどの毒舌を禁止だなんて、 そんなのは戦場ヶ

原じゃない、 僕としても全く楽しくないという心内文が語り手のボケだと悟ってしまう。 こ

のような語り手の内面と今起きていることとを行き来する語り方を通して、 それだけ複数の

声を楽しむことができる。

　語り手がボケてその状況を活気づけ、 またツッコんで更に場を盛り上げる。 このように、

笑いの連鎖反応が作られていく。 またこのような語り行為は、 語り手のキャラクター設定の

強調にもなりうる。 (この前も言及したように、 阿良々木暦はツッコミキャラであり、 戦場ヶ

原は毒舌キャラという設定を指して言う)。

３．２　言葉遊びと文字遊び

　化物語において、 洒落、 借り物スタイル、 キャラ語、 ふざけ言葉など様々な言葉遊びが

見受けられるが、 小論では的を絞って洒落の１つであることわざパロデーと、 漫画的な誇張

会話の表現手段の１つである借り物スタイルについて検討する。

１７２

① 戦場ヶ原が助けてくれた礼に阿良々木の願いを１つ叶えると申し出て、 二人でどんな願いがいいか相談している
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　まず、 パロディーとは、 他のものから要素を借り、 風刺などを交えて別の作品に引用する

ことである。

　３．２．１　ことわざパロデー

　化物語p．１６７
　戦場ヶ原①目に入れても可愛くない、痛い妹なのね
　阿良々木僕の妹は別に痛くはねえよ！

　化物語p．２５９
　阿良々木僕ってさ、すっげー、いい子だったんだよ
　八九寺　嘘はいけません
　阿良々木嘘じゃない…
　八九寺　そうですか。では、嘘ではないということにしておいてあげましょう。

②嘘も方言です
　阿良々木嘘つき村の住人なんだな
　八九寺　わたしは正直村の住人です

　下線部①は、 目に入れても痛くないという日本のことわざのパロディーである。 本来の

意味なら、 可愛いからどんなひどいことをされても我慢できるという溺愛ぶりを指して言う

が、 ここで戦場ヶ原がわざと痛いと可愛いを間違った語順で言うことで、 阿良々木は妹

を可愛がりすぎ、 このような目にあうのは自業自得だと皮肉る。

　ことわざの活用は読者に新鮮味を味わわせてすでに面白いが、 痛いという言葉のもうひ

とつの意味を加えて考えると一層興味深くなる。 若者言葉としての痛いは、 本人は格好い

いと思っているにもかかわらず、 客観的に見ると非常識であり、 そのギャップが痛々しいと

いう意味である。 この意味を含めて考えると、 戦場ヶ原がファイヤーシスターズ①をただの

ヒーローごっこだと軽蔑していることがわかる。

　皮肉と軽蔑の二重の意味を含める、 戦場ヶ原の淡淡とした口ぶりに対し、 阿良々木の怒

鳴っているような反発は返って無力で虚しいものに聞こえてしまう。 二人のセリフの温度と

力のギャップから言葉遊びならではのユーモアが生まれると考えられる。

　下線部②は、 嘘も方便ということわざのパロディーである。 八九寺は、 阿良々木の知り

合いのあざとい小学生であり、 言葉遊びの最もついていける相手でもあります。 八九寺の本

音は文字どおり、 ことをうまく運ぶためには、１つの手段として時には嘘が必要なこともあ

るという意味です。 つまり阿良々木が嘘をついていることを確信した上でそれを見逃す、

思いやりの示しとして、 方便を発音の近い方言に、 わざと言い間違えるのである。 する

と阿良々木がすかさずこのダジャレに乗り、 相槌とも言えるが、 方言から連想する嘘つ

き村へと話題を転じ、 ごまかそうとする。 ここでの見どころというと、 このことわざパロ

ディーは、 会話にテンポをつけ、 話の進行を制御したところである。 わかりやすく言うと、

２７２

① 主人公の阿良々木暦には、 二人の妹がいる。 正義感の強い姉妹で、 よく(一方的に)人助けなどするため、 周りの

中学生にファイヤーシスターズと呼ばれ、 そこそこの有名人である。 それを戦場ヶ原も知っているのである。 兄

弟三人は仲が実にいいが何故か妹は兄と喧嘩ばかりしているように見える。 今度は母の日の朝、 兄が祝うのを

面倒臭がるから妹に大人気がないと非難され、 家を飛び出した。 公園で戦場ヶ原に出会い、 その話をする。
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阿良々木は八九寺のことわざパロディーに乗じ、 話題を変えようとしたことである。 そこで

八九寺は、 あなたとは違うからと言わんばかりに、 自分が正直村の住人だと宣言し、 阿

良々木を追い詰める。 子供が喧嘩しているような軽い雰囲気と、 言葉のやりとりと言うより

言葉のぶつかり合いは、 言葉遊び抜きではいきいきと描くことはできないであろう。

　３．２．２　借り物スタイル

　化物語pp．２０２２０３①

　阿良々木この住所  の、場所には、一体何があるんだ？
　八九寺　ふーんだっ。話しませんっ。黙秘(もくひ)権を行使しますっ
　阿良々木①教えねーと、連れていってやんねーぞ
　八九寺　別に頼んでませんっ。一人で行けますっ
　阿良々木いや…八九寺、あのな、後学のために教えてやるけれど、そういうと

きは、誰かを頼ればいいんだよ
　八九寺　自分に自信が持てない阿良々木さん辺りはそうすればいいですっ。気

の済むまで他人を頼ってくださいっ。でも、わたしはそんなことをする必要がない

んですっ。②わたしにとってはこの程度、日常自販機なんですからっ！
　阿良々木へえ…定価販売なんだな
　…

　阿良々木③わかりましたよ、お嬢様。お願いです、この住所の場所に一体何が

あるのか、どうかわたくしめに教えてくださいませ
　八九寺　言葉に誠意がこもってませんっ

　下線部①では、 高校生かつ副委員長の阿良々木がヤンキー風の荒っぽい口調で住所につい

て詳しく聞かせようと小学生の八九寺を脅す。 ②では、 急に下僕のような口ぶりに下がり、

うやうやしく八九寺に懇願する。 このような常識では身分、 つまり曲がりなりにも副委員長

だという設定に合わないしゃべり方は借り物スタイルと言う。

　メイナード(２００４)②によると、 言語のスタイルは、 通常、 言語使用者の社会的な立場や、

その人の出身地、 年齢、 性別、 職業などと関係している。 しかしステレオタイプ化したスタ

イルを逆に利用することもある。 このようなスタイルは借り物スタイルである。 詳しく言

うと、 借り物スタイルとは、 主体がその話のスタイルの中に誰か他の人の声を借りてきて、

その声で異なったもう一人の主体を演じる表現方法である。 ライトノベルではその声の多重

性が利用されて、 様々な借り物スタイルがキャラクター設定に貢献するのである。

　下線部①と②の組合せは、 阿良々木は好意を八九寺に拒まれて落ち込んでいる、 また、 心

から八九寺を助けたがっているため、 嫌われても構わず、 自ら自分を貶めてまで自分の善意

と誠意を八九寺に伝えようとする姿を描き出しています。 阿良々木の前後ではあまりにも激

３７２

①

②

阿良々木が公園で、 住所らしきものが書いてある紙を持って地図を見ている八九寺に出会う。 八九寺は初対面の

阿良々木のことを嫌がっているようだが阿良々木は強引にかまってくる。 二人が何度も喧嘩したあと阿良々木が

案内することになる。

泉子·K·メイナード．談話言語学　日本語のディスコースを創造する構成·レトリック·ストラテジーの研究[M]．
くろしお出版,２００４．
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しい態度のギャップと年上なのに小学生に頭を下げるという情けなさから、 ユーモアが生じ

る。 興味深いことに、 下線部①に見える傲慢さらしきものから、 阿良々木が自分は困る小学

生を助けるヒーローだと自惚れているのだとも考えられる。 下線部②のわかりましたよ
とわたくしめというセリフが自嘲のように、 怒りを抑えているようにも聞こえることか

ら、 阿良々木は熱心な人だが、 小学生を相手にしても本気を出す、 子供っぽい反抗精神の持

ち主だということも伺える。

　ヤンキーと下僕の２つの言語スタイルの混用によって、 会話がカラフルになり、 その借り

物スタイルが呼び起こす態度や感情も物語の世界に導入される。

４　おわりに

　以上、 本稿では、 主に談話角度から化物語におけるライトノベル式ユーモアを分析し

た。 その結果、 化物語でユーモア効果を出すための手段及びそれぞれの手段の効果に関し

て以下の二点が明らかになった。

　(１)化物語において、 作者は日本の伝統芸能の漫才から(ボケと)ツッコミという手法

を借り、 笑いどころをわかりやすくまとめ、 読者の共感を誘い、 キャラクター同士の言葉の

やりとりの面白みを引き出している。 主にキャラクターの掛け合いによって作品の世界が繰

り広げられ、 リズム感のある会話からもユーモアな雰囲気を自然と醸し出す。 漫才と小説の

二種の全く違うジャンルのクロスオーバーにより、 言葉のユーモアと文字のユーモアが一体

化し、 相乗効果を生み出す。

　(２)作者が得意とする言葉遊びは、 万葉の時代から日本人が好んで行ってきた知的遊戯で

あり、 眉間に皺を寄せながら読むような社会派の小説よりも、 日本文学の伝統に忠実だと言

う捉え方ができる。 また、 借り物スタイル、 キャラ語、 ふざけ言葉などによるマンガのよう

な大げさな会話は、 軽いノリを作り、 ライトノベルのエンターテインメント精神というモ

チーフを徹底的に表現している。 伝統的な言葉遊びの渋みとサブカルチャーの新鮮味がバリ

エーションに富むセリフによって融合され、 そこからライトノベルだからこそのユーモアが

生じる。

　西尾維新が使いこなす強烈なライトノベル式表現手法の影響力は著しく、 日本では西尾か

ら影響を受けたと自ら公表した作家は入間人間、 河野裕など何人かいる。 そのため、 本稿で

用いた分析方法は、 西尾維新、 及び西尾から影響を受けている作家の作品の分析にも応用す

ることができる。 類推すると、 西尾の作風は中国の若手作家に影響を及ぼす可能性も十分に

存在すると言える。 本稿で得られた知見は、 中国のサブカル系作品の創作にも役立てるのだ

ろう。
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«赤茧»论
权力关系下的异质空间构建与消亡

上海外国语大学　于永妍

[摘　要]　«赤茧»描述了在规约社会中没有实际地位的“疯癫”之人前往异质空间

的过程.但是在权力的控制下,异质空间的寻找并不顺利.当最终由自己构建出一

个异质空间的时候,其结果却只能是自取灭亡.本论文尝试运用福柯的疯癫理论、
异质空间理论、微观权力理论等,对«赤茧»所构建的社会空间和个人生存状况及命

运进行讨论,结合发表当时的社会背景,重新对作品进行分析和解读,明确作品所

揭示的人们所处的位置状况.
[关键词]　赤茧　疯癫　异质空间　权力

１　概述

安部公房(１９２４－１９９３)是战后日本颇具代表性的作家,其文学创作常常是运用超现实主义

的寓意表现揭示现代人的种种生存困惑,探索人的存在意义.他在作品中常常象征地表现现实生

活中人们的孤独和苦闷的感觉,督促人们反观自我,认清自身所处的社会的荒谬,读来常常引人

深思.１９世纪５０年代初,安部公房凭借(赤茧»(１９５０)和«墙———S．卡尔玛氏的犯罪»(１９５１)分别获

得了战后文学奖和芥川奖而声名鹊起,正式登上了文坛.在其后的文学生涯中,他又写下了诸如

«砂女»(１９６２)、«他人的脸»(１９６４)、«燃烧的地图»(１９６７)、«箱男»(１９７３)以及«樱花号方舟»)
(１９８４)等许多作品,奠定了他在日本文坛文学大家的地位.

«赤茧»是安部公房的初登文坛时的早期作品,描述了一个无姓无名的主人公在傍晚来临的

时候感到焦躁,因为他不知道自己为什么“无家可归”.他重复着这样的疑问行走在千家万户之

间,也曾经试图敲开其他人的家门或者停留在公园中寻找立足之地,但是均未成功,最后发现自

己的身体发生了异变,“我终于消亡”,“仅剩下一只巨大的空空的茧”.
该作品在１９５０年公开发表于杂志«人间»上,不仅获得了战后文学奖,还从１９６５年开始成为中

学国语课文当中的一篇,迄今仍在被不断讨论.在对该作品的解说,历来是众说纷纭.对于«赤茧»
的解读,以往的研究比较集中于其中表现出的身份缺失、故乡缺失等象征手法的探讨.日本评论

家花田清辉的评论比较有代表性,他认为“«赤茧»简洁而尖锐、集中地表现了无家可归的无产主

义者的悲哀”(安部公房１９６０).在此基础上,章明«安部公房‹赤茧›论 无处可逃的故乡丧失

者»、皮俊珺«从‹赤茧›看安部式“异化的存在”»、方舒«从‹赤茧›看安部公房的创作理念»都提到

了作者安部公房早年没有故乡这一现实对«赤茧»“故乡缺失”这一意象的影响.但是总起来说,目
前对于这部只有５页的作品,停留在宏观层次的研究较多,对于具体的意象分析,特别是主人公最

后变身成茧的意象以及变身茧之后的部分讨论较少.主人公为什么会变成茧?茧又是什么的象

６７２
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征?最后化身为茧的主人公被扔进玩具堆里的一幕又象征了什么?这些问题的深意很值得探讨.
森川达也认为,“«赤茧»以饱含幽默和讽刺的寓言式手法,对现代人所处的位置状况进行了描述”
(国文学).但是«赤茧»具体反映了现代人处于怎样的一种位置状况,森川并没有进行具体的描

述,他同时对最后一个场景又不以为然:“本作品的最后一个场面无异于画蛇添足,它使得整个作

品的意义变得不够鲜明”(同上).但是本论认为,短短几页的一部作品,它的每一个部分都不是多

余的.同时,这篇作品发表的１９５０年前后对于日本的民主和政治化进程来说又是一个比较特殊和

多变的时期,本论尝试运用福柯的疯癫理论、异质空间理论、微观权力理论等,对«赤茧»所构建的

社会空间和个人生存状况进行讨论,结合发表当时的社会背景,重新对作品进行分析和解读,明
确作品所揭示的“现代人所处的位置状况”.

２　理性与疯癫

作品一开始就抛出了一个日常而有规律的社会.在这个社会中,时间的流动是规律的,空间

的构成和分布是规律的.
“日头开始西沉.又到了人们匆匆归巢的时候”“黑夜每天都会来临”.在这个世界里,时间的

流逝是重复而有规则的,按照这样的规律,黑夜的来临不会按照人们的意志而转移.但是主人公

并不喜欢这种规律的时间,因为正是这样规律的时间给他造成了一定的困扰.因为“黑夜来临就

应该休息.休息则需要一个家”.“而我却无家可归”.时间的规律性让问题的提出也呈现出规律的

特征.每到黑夜到来,我就会提出为什么无家可归的疑问.“我再次重复着,不知已重复了多少万

遍的疑问”.我显然对于这种时间的规律和规整的秩序有着诸多不解.
在这个世界当中空间的分布也是规则的,每一个人都应该被安放在一个固定的空间当中,而

这个固定的空间就是 家.“那岂不是不应该没有我的家?”主人公用反问的形式提出问题,证
明这个问题的普遍性和不可辩驳性,即每个人都应该有一个家.

但是,主人公并不满于这样的现实,“可是,为什么为什么一切都是别人的,却不是我

的?”当规则是固定的,秩序是确定的时候,不一致、差异就会造成困扰.于是,“我突然想到,说不

定自己犯了一个严重的错误.也许并不是没有家,而只是忘记了”.“我在刚巧路过的一户人家前

停住脚步,搞不好这就是我的家”.
处于固定空间与位置 “家”当中的女子安静而有礼貌,“半开的窗缝里露出女人亲切的笑

容”,当她听到“我”问“请问这里是我家吗?”的时候,并没有暴跳如雷,而是用非常规矩的用语面

对主人公的质疑.“您是哪位?”而她之所以会有如此镇定的表现,是因为她所依据的是一种世间

的规则 这是我的房子,无人可以随意侵入它.
据此我们可以看到,作品首先塑造了一个非常理性而常规的世界.这里有时间、空间的一切

规则,这样的世界理性而克制.“这种理性就是秩序、对肉体和道德的约束,群体的无形压力以及

整齐划一的要求”.(福柯１９９９)
在这个看起来一切正常运转的世界里,出现了并未按照常有的规则行事的主人公,我们能够

看出,他是一个很奇怪的人.
首先,他的行为很奇怪.“我靠着电线杆撒了泡尿”.作为文明社会中的一员,靠着电线杆撒尿

的行为显然与社会的规则有些格格不入,这种行为甚至有些类似于狗的行为.但是主人公显然并

没有觉得这有什么奇怪,他以一种平静的语气叙述这件事情的.
其次,他的语言很奇怪.他与绳子称兄道弟,把绳子看作是有生命的东西,还要与绳子进行对

话.这个场景就仿佛幼儿看的绘本当中描述的一样,植物是有生命的,云是可以用来乘坐的,绳子
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也是可以说话的,人不光可以跟实在的人对话,也可以跟树木小草等任何东西对话.在日常生活

中,儿童常常自觉或不自觉地把人以外的一切事物,同人进行比较,并根据自己的感觉和体验,在
幼稚的想象中,把它们人格化,使之具有人的一切特性.但是,主人公作为成年人,这种语言行为

显然是具有违和感的.他的这种行为与儿童无异.
再次,他的逻辑很奇怪.女子按照常识性的逻辑来问他,但是他却不断地在拒绝与女子的沟

通,并且暗自生气.当女子问他“你是哪位”的时候,他在暗自赌气:“这样的事情在这种时候并不

是问题的关键,可要如何才能让她明白?”可见,这个时候,他所思考的并不是如何回答女子的问

题,而是首先如何把问题导引至自己的方向,由此可以推断,他首先是一个“拒绝他者的自我中心

一样的存在”(好川佐苗).而相对于女子一开始的温婉有礼,他的问题则是咄咄逼人的:“不管怎

么说,要是您认为这里不是我家,还请向我证明这一点”.且步步紧逼:“那又怎么样呢?就算这里

是你的家,也未必就不是我的家啊.不是吗?”他将“你的家”等同于“未必不是我的家”,给出了一

个奇怪的逻辑,这让女子难以回答,最后只能关门了事.
由以上几点我们可以看出,主人公是一个具有着奇怪言行的人,毋宁说是一个“疯癫”的人.

“疯癫”这个概念随着时代的不同而有所差异.既可以指的是社会中存在的一批人,也可以指各种

愚蠢或者聪明人的疯态.福柯借助海印洛特的半人类学半宇宙学的分析指出,“疯癫是人身上晦

暗的水质的表征.水质是一种晦暗的无序状态、一种流动的浑沌,是一切事物的发端和归宿,是与

明快和成熟稳定的精神相对立的”.(福柯１９９９)由此我们可以看出,主人公的逻辑存在着极大的

漏洞,处于一种无序的状态,且具有一种孩童般的视角,像动物一样行动,因此可以说是一个游离

于常规社会之外的“疯癫”者.

３　异质空间的寻找与构建

主人公是一个行为语言和逻辑与主流社会格格不入的“疯癫”者,自然带有了一种喜剧色彩,
他在规律的时间和空间当中找不到自我存在的位置,既无法进入规约社会,更无法融入现实的

秩序.
在福柯看来,现代的人们生存在道德、规范、理性的规训与监视之下,人们一切的生活、说话、

劳动都必须符合一定的标准与范式,比如学校里的作息时间表,医院里的按时受监护等,这无疑

统统都是主流性的.但仍然存在一些个体,就好比本文中所提到的主人公,他们与所要求的一般

或标准行为相比,自身的行为是偏离的、异常的,他们无法停留在规约社会当中,“只能前往一些

偏离这些空间的异质空间当中去”.(福柯２００６)
异质空间这一概念是福柯１９６７年对建筑研究界所作的演讲«异质空间»中提到的.他认为我

们生活中的很多场所的位置都是明确的,但是有一些场所的位置具有与其它位置有关的奇怪的

特性,它们以中断、抵消或颠倒的集合为方式,以致这些位置是被确定的、被反映出来的或经过思

考的.这样的位置场所空间有两种,一种是乌托邦,一种是异托邦,又称异质空间,而福柯所重点

关注的对象是后者,即各个社会的文化空间中存在的带有差异性、异质性、颠覆性的空间.
这种空间在每个社会都是真实存在的,福柯将空间说成是一个权力关系网,在他看来,乌托

邦是没有真实位置的场所,而异质空间则是在真实场所中被有效实现了的乌托邦(福柯２００６).这
些空间被认为是异域,因为它们颠覆或偏离了常规空间的秩序和功能.

纪秀明也认为,那些不适应、不符合规范的人,“是非理性的、疯癫的、异己的,在常规社会受

到压制和驱逐.这些社会中的‘异质’人和异质空间都在遵循着‘逃离—救赎’的路线模式.那些被

边缘化的少数清醒或敏感者与当下产生强烈的对抗,试图脱离都市文明与传统空间文明的束缚.
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他们以异质空间为手段和途径对现代社会常规空间进行突围与逃离,并藉异域空间的探求与建

构,寻找精神的逃亡与救赎的可能”.(纪秀明)
主人公这样一个与理性而压抑的高压世界格格不入的人,他前往异质空间的逃离———救赎

是否能够获得成功呢?
主人公一度盯上了水泥管.“偶尔我会产生错觉,以为建筑工地或建材存放地的水泥管就是

我的家”.水泥管作为一种独特的空间形式,是高楼在建成以前的一种集中表达.从本身的形式上

来说是完整的,但是它是迈向最后功能的一种过渡.它打破了高楼的结构性和完整性,不同于人

们居住空间的正常形式,将构成居住空间的各种基本框架、基本素材堆砌在一起,成为高楼在建

成前的一种集中形式,但这种形式又只是一种过渡,不会一直存在.作为一种处于特殊时期的特

殊形式,这种异质空间具有极大的不稳定性.
水泥管这种异质空间还同时具有开放性和封闭性.福柯认为,有些异质空间,人们是无法自

由进入的,必须经过许可才能进入,而另一些异质空间看起来完全开放,但往往隐藏着一些排斥

性,随意自由地进入只是一种幻想.(福柯２００６)同时他还认为,社会空间体现的是权力关系,“空
间是任何权力运作的基础”(福柯２００６).异质空间体现着规训与权力,其背后隐藏着规约社会对

社会秩序的控制.水泥管看起来两头空空,是一种开放的形式,但却具有一定的排斥性,不可以随

意进入,因为这种并不稳定的空间,最终“会无视我的意志和关切从那里消失”,“注定了会逐渐变

成别人的东西”.在这里,“别人”指的是谁呢?当然是有着居住空间的普通人,也就是说水泥管最

终会回归到主流空间当中去,因为它的归宿毕竟是高楼所在的规约社会.主人公这个显然不属于

规约社会当中的“疯癫”人,自然是无法进入水泥管的.
后来,“公园的长椅”又成为我的目标,成为我想要到达的另一个异质空间.从某种意义上来

说,长椅所代表的公众空间可以将不同的命运和时间的主体聚集到一起,是一种具有短暂时效的

异质空间.但是这种异质空间同样也时刻处于权力或者说监视和控制之下,拿着棍棒的人的监视

让我无法长时间待在这个空间里.当我想要选择在公园的长椅上休息的时候,“他”就会“手持棍

棒来把我赶走”.我时刻处于他人的监视和注视之下.
规约社会对那些不合常规的人,通常是通过规训权力对他们进行管理的.规训权力通过层级

监视、规范化裁决和检查制度等发挥它的权力效用,形成严密的监控网络.在这里,他“手持棍

棒”,正是权力的一种载体,他时时刻刻处于检查的过程中,监视有没有像“我”一样游荡在各处游

手好闲者,而一旦发现我长期霸占在长椅上不起的时候,他就会说:“喂,快起来.这是大家的东

西,不是某个人的.当然更不可能是你的.好了,快走快走.要是不想走就从法律的门滚到地下室

来.假如敢停在那以外的任何地方,不管是哪里,只要一停下就算你犯罪”.从“法律的门”到“地下

室”,“犯罪”,说明了权力背后的规范化裁决.而“我”的非理性状态也注定了我不可能长久地待在

长椅这个异质空间上.
主人公只能继续去寻找属于他自己的异质空间,但是一切似乎没有那么顺利,“我继续走着,

依然无法理解无处是我家的理由,所以连上吊都不成”.而接下来发生了一件让人意想不到的事

情,我的身体发生了巨变,“仅剩下一只巨大的空空的茧.”当“疯癫”的“我”无处藏身的时候,自己

却变身成为了一只“茧”,找到了自己一直所渴望的能够收纳身体的空间,主人公终于依靠自我构

建了一个完美的属于自己的异质空间.在这个异质空间中,他终于摆脱了规约社会对他的身体的

控制,不必再在意日常生活的规则.
在这个新建成的“茧”当中,时间的流动同外部断裂,不再那么规律了.在这个世界里,时间是

不存在的.“在茧的内侧时间停滞了.”不同于日常生活中的其他生活场景,赤茧内部的时间处于

一种停滞的状态,是时间不在的另一种存在.在这里,时间不再是一种限制,因为时间再也不会像
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外面一样持续行走.同时消失的还有规律与重复.主人公再也不用担心“黑夜每天都会来临.黑夜

来临就应该休息”的问题,赤茧打破了时间的限制,不再是日出日落的无限循环,不再给主人公带

来任何的困扰,也不用再为不属于规约社会而感到无所适从.
此外,这个“茧”有着非常明确而确定的作用,那就是让一直疲于奔波苦于找不到存在空间的

“疯癫”之“我”终于找到了可以栖息的地方,“这下终于可以休息了”.而我之前的苦苦寻找也似乎

终于有了一个结果,它收留了“我”,成为了收纳“我”的固定空间,让“我”终于有了属于自己的一

方天地.
再次,茧有着充分的幻觉性与补偿性.茧给人造成了一种幻觉,就是暂时有了可以歇脚的地

方.它让外在发生的一切事情和外面的世界看起来都非常地不现实.同时,这个地方代替了家的

作用,对主人公来说也具有了一种补偿性的作用,它是家的一种模拟化展示,是一个缩小的家.对
主人公来说,他所要的正是一个可以休息的地方,而这个茧的出现代替了家,刚好可以满足主人

公的愿望.
但是幻觉毕竟只是幻觉.这个人的结局是要走向哪里已经有了预示.当处于“疯癫”状态的主

人公终于找到了安置自己的异质空间的时候,他却发现了另一个问题,那就是“这一次有了家,却
没有了回家的我”,“我终于消亡了”.赤茧中的主体消亡了.没有了载体的异质空间,变成了一个

空空如也的皮囊,失去了逃离和救赎的意义,暗示着逃离的最终结果是毫无意义的.“赤”并不是

充满希望和热情的颜色,“外面虽已变暗,里面却一直是傍晚,从内侧映出的夕照让茧放着红光”.
这个红红的“赤”色,是夕阳映衬下的红色,预示着黑暗的来临,暗示着终结的结果,或者说,赤茧

正是主人公的墓地.“墓地实际上是一个高度异位的场所,我们看到,墓地发轫于某种奇异的异

时,亦即个体失去了生命,同时发轫于某种他流逝于或消失于其中的半永生状态”(包亚明).时间

的断裂让他安置在一种半永恒的状态中,赤茧成为了紧闭“疯癫”的主人公的良地,将他与外面的

规约社会隔离开来.
在这里,“赤茧”象征了一个埋葬了主人公的墓地.偏离主流社会寻求自由之路的“疯癫”之人

走向了一条寻找异质空间的道路,但当“疯癫者”终于构建起属于自己的异质空间时,却发现其结

果并不是逃离与救赎,而只是消亡与破灭.
对于最后的一个场面描写,“他”与之前手拿棍棒的“他”是否是同一个人,历来是有些争论

的,但是笔者认为,可以将他们看做是同一人.因为与发现了出现在长椅上的“我”时的反应一样,
当“他”发现变成茧的我在铁道口和铁轨之间这一奇怪的位置的时候,“他有些生气”,因为他是同

一人,同一体制内的人,才会两次对于处于异常位置的违反秩序的异物感到气愤.他“转念一想又

觉得捡到一件稀罕玩意儿,便塞进了口袋”.对“他”这样一个身处规约社会中的人来说,这种想要

从秩序中逃走的构建异质空间的行为无异于一种游戏和玩闹,像小孩子过家家一般,没有任何实

际的意义.而“他”的这一动作,也使得“疯癫”的逃亡呈现出一种无意义的实质.

４　日本战后的民主

现代社会的秩序是井然有序的,不允许有任何偏离和非理性,权力无处不在,规则无所不在.
这种规则与秩序对个人的行为与道德产生了一种无形的压力,让偏离这种主流要求的人无所适

从.他们前往异质空间的出逃在现实生活的映照下,最终的结局只能是徒劳无意义的,最终只能

走向失败.“疯癫”无处可去,最终只能销匿.
日本在战后的１９４５年到１９４７年之间曾出现了短暂的民主时期,但是很快,在１９４７年之后,美

国的占领政策出现了对经济发展的倾斜倾向,因此对所谓的民主采取了压制的政策(高泽健三).
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文章发表的１９５０年前后正是美国的高压政策最为强烈的时期,在这种情况下,一切井然有序的世

界就象征了战后初期压抑的理性世界.在战后初期美国的高压政策的指导下,一度出现了对那些

推进民主化进程的人们进行肃清的活动,对与推进民主化有关的人进行根本性排除.主人公正是

象征了这样一个因为渴望民主与自由而被排除在理性世界之外的人.
中村政则曾写到,历史学家远山茂树对１９４７年到１９５２年这段时间的历史进行回顾的时候曾

经说过:“回顾战后史,这段时间正是最黑暗的时期”.(中村政则)
非民主的高压政策排斥非理性的个体和不入主流的个体,使得寻求民主化道路的人们无路

可逃,最终的下场也是自取灭亡.但是最后被安置在儿童玩具箱中的一幕,又何尝不是作者“带着

对现实社会的疑虑和抵抗化茧,在后一辈那里却能获得接受并重新孵化出希望”(高桥龙夫)的愿

望表达呢?寻求民主的道路在这一代人手里纵然只有灭亡的选择,在下一代那里或许能够打开一

个缺口呢?
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文明開化の原点

―佐久間象山と会沢正志斎における西洋文化受容―

日本九州大学　韓淑婷

１　問題の所在

　日本の近代化は、 西洋の軍事技術の学習、 合理的自然科学の知的摂取、 西洋の社会体制·

宗教を含めた西洋文化受容のプロセスでもあった。 西洋文化受容パターンについての研究

は、 日本近代化のルートを明らかにするに一つの手がかりとなると思われている。

　その内、 東洋道徳、 西洋芸術論は佐久間象山の西洋文化受容のパターンとして挙げら

れ、 幕末思想史の流れにおいて、 後期水戸学的鎖国攘夷論を克服して前一歩へ進み、 西洋文

化の総体的な導入を理論的に可能にし、 文明開化の原点をなしていたという転換的な思想

として位置づけられている。

　このような東洋道徳、 西洋芸術論に対する位置づけは二点の問題があると考えられる。

一点目は、 東洋道徳、 西洋芸術論に関する従来の研究は、 同論を洋学者を対象とする研究

の流れにおいて評価を与えているのみである①。 二点目は、 後期水戸学における洋学受容·拒

否についての研究は、 西洋文化に対応する仕方を一つの西洋文化受容のパターンとして捉え

る視点が欠かれている②。 つまり、 幕末の内憂外患の情勢にいかに対応していくのかという

点においては、 洋学者と攘夷論者とは同じ課題に面しているが、 従来の研究は両者を分離し

て捉え、 それぞれ個別的に検討しているのみである。 且つ、 維新以後における日本の西洋受

容のあり方を展望する視点が弱いものと考えられる。

　そこで、 本稿は上記の問題意識を抱えながら、 洋学者の佐久間象山と攘夷論者の会沢正志

斎における西洋文化受容を比較しながら検討することを通して、 和魂洋才をはじめとする

明治に入ってからの文明開化のメインルートはどこを原点としていたのかを論じてみ

たい。

２８２

①

②

朱子学解体説(丸山真男氏１９６５、 源了円氏１９７２、 植手通有氏１９７４、 小池喜明氏１９８５)も、 朱子学の役割に積極的

な評価を与えるという論説(栗原孝氏１９７９、 内藤辰郎氏１９９５)も、 実際には象山の思想から合理的近代的な要素

を見出すという点においては一致している。

同研究は後期水戸学者の西洋への関心に着目して検討が展開されており、 水戸藩政改革における西洋摂
取、 藩主徳川斉昭をはじめとする水戸藩関係者の西洋情報収集と利用といった藩政史上の具体的分析が存在する

一方、 同学者が鎖国攘夷論に基づいて洋学受容に警戒的であったとの指摘が存在している。
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２　東洋道徳、 西洋芸術論の原理 佐久間象山の西洋文化受容

　象山はどのようにして朱子学という東洋学問を土台に西洋学問を取り入れたのかについて

は、 彼の朱子学の格物窮理に対して再解釈を行ったことに求められる。

　宇宙に実理二つなし(贈小林炳文、 象山全集〈以下全集と略称〉巻一浄稿序:５１)、
豈有人倫日用而外於物理者耶(邵康節先生文集序、 全集巻一浄稿序:６０)、 泰西之俗。

長於物理。 取以為資(贈永山生、 全集巻一浄稿:５１)、 当今の世に於て、 五世界に渉り、

其あらゆる学芸·物理を窮め可申事、 本より朱子の本意たるべく候(時政に関する幕府宛上

書稿、 日本思想大系５５〈以下大系と略称〉:３１１)などの象山の言葉から、 象山の理に
対する絶対視、 物理に対する優先視、 格物窮理の範囲を西洋学問まで広域化にするこ

と、 西洋学問で東洋学問を補足しようとする意図が読み取れる。 言い換えれば、 象山におい

て、 学問の地域制限はなく、 東洋学問と西洋学問とを理という要素の下で、 一整体的学問

に統合され、 格物窮理はそれを取り扱う共通の方法論として存在しているのである。

　しかし、 その学問統合の根本的原理は象山の易信奉に由来すると考えられる。 すなわ

ち、 象山においては未有卦画之前。 所有之物。 其象固存乎易。 已有卦画之後。 所有之物。 其

象亦存乎易(中略)砲之為器。 近古起于西洋(中略)器之製。 用之具。 術之法。 至是而益精。 斯

器雖後出。 求諸易。 其象與理。 蓋既具于睽卦(砲卦序、 全集巻一砲卦:１)となり、 易の
理は世の中に存在しているすべての物の理の集合であり、 すべての物はその存在たる根

拠、 変化する規則が易の理に従わないものがないゆえである。 易こそ、 象山が東洋学問

と西洋学問とを統合する理論的根拠であり、 伝統と西洋の間に存在する矛盾を解決する

際の依拠となるのである。

　ゆえに、 象山は洋学の知識を受け入れた後も、 暴雨·山崩れ·地震をはじめとする自然災害

に対しては天人相関の儒学的論理で解釈し、 鉱石の採掘に対しては五行五性説に依拠し

て捉えているのである。 さらに彼の易への拘りは知識学問の分野にとどまらず、 社会制度

の面まで浸透している。 それは彼が貴賎尊卑の等(時政に関する幕府宛上書稿、 大系:

３０８)、 つまり天地自然の秩序によって人間社会の規範を構築するという儒学伝統の捉え方に

依拠して、 日本ないしアメリカの社会制度を批評することから伺える。

　東洋道徳　西洋芸術論に対して看過してはいけないのは、 象山が東洋と西洋との異

質性を理解した上、 あえて東洋を選択したというところである。 象山にとって、 西洋と
伝統とを取扱うに象山なりに合理的なのは、 格物窮理の下において東洋と西洋とを

混同して捉えたほうであり、 学問の範囲において解決できることを望んでいるのである。

３　西洋と天地の理との異質性 会沢正志斎の西洋文化受容

　会沢は邦国をして大いに巨砲を鋳造し、 士卒をしてよく用法に通暁せしめ、 天下の気を

壮んにし、 利器なるものも、 また以て国を守るの用となすようにし、 攻銃·守銃·戦
銃及び他の火箭·噴筒·火桶の類の、 およそ銃と相参用する所以のものは、 よろしく衆人を

して習熟せし(新論:１２５)めることを提唱し、 西洋の先進的な武器と軍事技術を導入して

日本の軍事力を増強させることを提唱していた。

　このような危機意識による海防論が幕末においてはまれではなかったことはいうまでもな

い。 ところが、 会沢の特徴が西洋と東洋との異質性を堅持し、 西洋の軍事技術を受け入
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れることと科学原理を受け入れることとを分離して捉えるところにあり、 換言すれば、 西洋

の先進的な技術·成果のみを受け入れて、 その背後にある自然科学原理が正しいか否かは不

問であったのである。

　会沢は蘭学について、 近世に蘭学なる者あり。 其の万国の形勢を言ひ、 火器·戦艦の利を

談ずれば、 則ち亦、 国家に益なしとなさず。 然れども、 多くは宋儒窮理の名を假りて、 以て

世俗を欺く(中略)一も人事に関する者なし、 専ら天地を視て死物となし、 徒に其の形状ある

を知りて、 精神あるを知らず、 天地の理は此の如きのみと謂ひ、 而も未だ嘗て陰陽·鬼神の

活動·変化、 測られざる者あるを知らざるなり(中略)聖人の神道、 教を設くるの理と相氷炭

す(下学邇言、 論道篇:２３３)と述べている。

　会沢が説いている天地の精神·天地の理を具体的に見ると、 天地の理を言ふ時は、 則

ち聖人は大易に於いて之を発(同前:２３２)し、 人は活物なり。 仁義の性情の活動する者な

り(同前)と彼が述べたように、 聖人は易に基づいて天地の理を説いており、 天·地·人を

論じる時は、 西洋のように死物の性質を有する物質の面のみ注目するのではなく、 天·地·

人の活物の性質を反映する精神の面に求めるべきであるということである。

　また、 会沢におけるこの西洋と天地の理との異質性への堅持は西洋の科学原理という

学問分野にとどまらず、 西洋の社会基盤を支えている宗教まで指向している。 したがって、

彼は西夷の書を読み、 万国の形勢を審かにし、 火器·船制等の利を暁り、 以て国家の用に供

するは則ち可なり(下学邇言、 論学篇:３２２)と述べているように西洋の軍事技術を導入す

ることに賛成しながらも、 其の究理の論、 邪教の説等は、 則ち決して杜絶せざるべからざ

るなり(同前)とするように、 西洋の宇宙観をはじめとする自然科学·キリスト教を厳しく排

斥するのである。

　会沢においては、 西洋の自然科学の成果を利用するに、 その背後にある原理を明らかにし

た上での行為でなければならないわけではない。 彼は天地の理と西洋の理との異質性を

堅持した上で、 西洋の自然科学の成果＝先進的な技術を道具として使用するだけで、 日本の

独立を守るという目的を達成するためにこの道具を導入し、 よって日本の軍事力の向上を期

待していたのである。

４　比較分析 文明開化の原点を論じて

　象山と会沢二人の西洋に対応する仕方が明らかに異なることがいえるのである。

　かつて異国船の接近という危機意識を、 象山は生を此国に受け候ものは、 貴賎尊卑を限

らず、 如何様とも憂念仕べき義(海防に関する藩主宛上書、 大系:２６６)であり、 会沢は

天下とその休戚を同じくして、 海内の全力を用ひ(新論:７８)るべきであるとあるよう

に、 二人ともナショナリズム的レベルで捉えていったのである。 また西洋の軍事技術によっ

て日本の戦闘力を高めるという海防論においても、 象山と会沢とは一致しており、 それを実

現させるためには、 大船建造の禁という旧秩序に対するある程度の改良も認めている。 西

洋の近代合理的自然科学に至ってからこそ、 二人には分岐が現れ、 象山は朱子学の格物窮

理に対する再解釈によってスムーズに受け入れていたが、 会沢は激しく批判を行っていたの

である。 ここまでは、 西洋の近代的合理的要素を受け入れるにあたって、 象山が西洋の科

学原理に理解を示し、 東洋道徳、 西洋芸術論のほうが西洋文化受容に即時効果があって適

合しているように見られる。
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　しかしながら、 象山においては、 日本と西洋との距離はあくまでも学問上の問題に由来

すると捉えているのであり、 学問構造を掘りつけて審問することによって、 解決方法を見つ

けようとする象山の心的態度の背後に、 既存学問＝朱子学という伝統に対する信奉も後退

していない。 西洋の近代的合理的自然科学に対して理解は示しているにもかかわらず、 この

異質たる伝統と西洋とが共存する矛盾を解決する際に、 象山は象山なりに合理的に再解

釈を行っている。 すなわち、 易の理を堅持した上で学問から体制の問題まで処理している

のである。 砲卦のように易の理によって西洋を理解するという奇妙な発想はこの再解

釈の産物となるのである。

　これに対して、 会沢においては、 天地の理と西洋の理における異質性を認識し且つ堅

持した上で西洋を捉え、 この異質性を祭政一致を通して強調し、 西洋の強大を学問に求

めるのではなく、 その軍事技術による先進的な戦闘武器の背後に、 キリスト教による体制の

基盤が存在していることも認識していたのである。 換言すれば、 会沢においては、 東洋と
西洋とが宇宙論をはじめ異質なものであると堅持し、 社会体制レベルから東洋を根底か

ら支えているものが天地の理による人倫道徳軌範にあるのに対して、 西洋を根底から支

えているものがキリスト教にあると認識している。 それに対して象山においては、 東洋と
西洋とを混同して捉え、 東洋の根幹である易によって学問レベルにおいて東洋と
西洋とを同質させ、 西洋の基盤を西洋由来のものから見つからなく、 見出そうともし

なかったのである。 したがって、 会沢は西洋をただ一つの道具として利用することがで

き、 それを前提に西洋の先進的な技術を受け入れていたが、 象山は異質たる西洋を同質化

にすることによって、 自分の学問構造に組み込んでいたのである。 この意味においては、 会

沢における西洋文化受容のパターンがプラグマティズムを重視する意味での合理性を持って

いるといえるのであろう。

　この意味から、 象山と会沢が西洋文化受容を通して得られた当時においての即時効果を不

問にして、 近代化に備えての西洋文化受容のパターンを問題としてみれば、 象山の西洋を
伝統に同質化にした上で受け入れる東洋道徳、 西洋芸術論と違って、 会沢のように、 最

初から西洋と伝統とを分けて捉えるほうが、 その西洋に対する伝統の負担が緩和さ

れるといえるのであろう。

　以上によって水戸学的鎖国攘夷論より前一歩近代的な道に進んだという東洋道徳、 西洋

芸術の位置づけをもう一度考えてみると、 西洋文化受容において、 最初から西洋と伝
統との異質性を堅持する会沢は、 明治に入ってからの文明開化のメインルートを通ってお

り、 彼における西洋文化受容のパターンが和魂洋才最初の形態となる。 それに反して、 西
洋と伝統とを易の理によって混同して捉えた象山は、 その東洋道徳、 西洋芸術論は当

時において即時効果が上がり、 近道のように見られるが、 実は近代的合理的道と離れ離れに

なる分岐の道となっていたのではないか。 このような東洋道徳、 西洋芸術論を相対化にし

た検討も、 近代化における西洋文化受容のパターンを考察する際に有効な視点となるのであ

ろう。

参考文献

[１]佐藤昌介,植手通有,山口宗之校注．日本思想大系５５　渡辺崋山·高野長英·佐久間象山·横井小楠·橋

本左内[M]．岩波書店,１９７３．
[２]信濃教育会編．象山全集　全五巻[M]．信濃毎日新聞,１９３４．

５８２



日语教育与日本学研究
２０１６

研究生论文

[３]高須芳次郎編．下学邇言[C]．水戸学全集第２編　会沢正志集．日東書院,１９３３．
[４]尾藤正英等校注．新論,時務策[C]．日本思想大系５３　水戸学．岩波書店,１９７３．

作者信息

　氏名:韓淑婷

　役職名:博士後期課程在学

　所属機関:九州大学地球社会統合科学府

　住所:福岡県福岡市西区元浜一丁目３０－２シャルムｋ２０９号室

　メールアドレス:kannsyukutei＠yahoo．co．jp

６８２



研究生论文 日语教育与日本学研究
２０１６

動詞連体形における絶対的テンスについて

上海外国语大学　张晔

１　はじめに

　テンスはどんな言語においても盛んに研究されてきた文法カテゴリーの一つである。 日本

語も例外ではないが、 従来いい終わり形のテンスを主要なものとし、 連体形のテンスを周辺

的なものと見て、 動詞連体形のテンスについては、 相対的テンスが主要であるというふう

に、 簡単にまとめるにとどまる傾向が強い。 しかし、 動詞連体形が文中において連体動詞句

の述語(連体動詞句が従属節として使われる場合)に当たる場合、 相対的テンスであるものも

絶対的テンスであるものもあるし、 どんな条件のもとで絶対的テンスが使用可能なのかにつ

いては、 論じる論文があるが、 すべての問題を解いたとは言えず、 まだ不十分だと思われ

る。 たとえば、 高橋(２００３)では、 動詞連体形にかかる時間の状況語など、 連体動詞句内部の

要素を研究したが、 主節述語との関係については、 考察していなかった。 本稿では、 動詞連

体形を従属節に当たる連体動詞句の述語とみ、 そのテンスは連体動詞句内部の要素のほか

に、 主節の述語からも影響を受けるとし、 工藤(１９９５)で述べたタクシスと工藤(２０１４)でまと

めた時間的限定性を踏まえて、 動詞連体形における絶対的テンスの使用条件について考えて

いくことにする。

２　動詞連体形のシテイル(シテイタ)についての一考察

　高橋(２００３:２２６)は動詞連体形において、 状態性の動詞や語形の場合、 絶対的テンスと相対

的テンスの選択が比較的に自由になると指摘している。 あるいる以外には、 状態を表

すために、 ほとんどの動詞はアスペクト的に継続相を取らなければならない。 あるいる
の問題はもはや高橋(２００３)の研究によって解決済みであり、 本節では改めて取り上げる必要

がないが、 ほかの動詞の場合、 絶対的テンスの使用条件についてはまだ深入りしてみる余地

がある。 また、 今までの研究で分かったように、 シテイル(シテイタ)は多義的であり、 動作

の継続や繰り返しなど、 様々なアスペクト的意味を実現している。 本節ではアスペクト

的意味に基づき、 シテイル(シテイタ)を整理し、 動詞連体形における絶対的テンスの使用に

ついて考察していくことにする。

２．１　動作の継続と変化の結果継続をあらわすシテイル(シテイタ)の場合

　高橋(２００３:２２６)では、 次の二例を挙げて、 状態性の動詞や語形の場合、 絶対的テンスと相

対的テンスの選択が比較的に自由であると説明した。
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　秋山宇一に電報をうち、その人に出迎えられた伸子たちは自然、秋山たちのいた

ホテル·パッサージの一室におちつくことになった


。(道標)
　…そこだけ家具のはいっていた階下の小部屋で茶菓のもてなしをうけた


時、真知

子はそのことを話し出した。(真知子) 高橋(２００３:２２６)

　はじめの一例のいたは状態動詞でもはや問題はないが、 問題はその次の例である。

入っていたの場合は変化の結果継続というアスペクト的意味を表すので、 高橋(２００３)で
述べた状態性の語形に当てはまるが、 シテイル(シテイタ)は多義なので、 ほかのアスペク

ト的意味を実現するシテイル(シテイタ)も考えなければならないと思われる。 下の例を見て

みよう。

　(１)そして、 二人はまっ黒な雲の中を通り暗い波の咆えていた海の中に矢のように落ち込

みました。 ①(宮沢賢治双子の星)
　以上の例の下線部は動作の継続②というアスペクト的意味を実現している。 多少、 不自

然さが出てくるかもしれないが、 シテイルに直してもいいようである。 つまり、 絶対的テン

スと相対的テンスの選択が比較的に自由になるということになる。 こうしてみると、 動詞連

体形における絶対的テンスの使用はアスペクト的に状態性を表す継続相が絶対的な条件では

なく、 動作の継続を表す継続相も可能なのである。

　それでは、 いったいどんな条件の下で、 動詞連体形の継続相が絶対的テンスも相対的テン

スもあらわせるのか。 次のような時間の従属複文を見てみよう。

　(２)寝ている間に


誰かに攫われたのだろうか？(ゆうきりんオーバーツ·ラブSP)
　(３)店に着き、 営業の準備をしている最中に


、 おばあちゃんから電話が入った。 (Yahoo!ブ

ログ)
　上の二例では、 間に最中にで結ばれる前後の事柄の時間的関係は同時的であり、 工藤

(１９９５)ではテクスト内の出来事間のシンタグマティックな時間関係工藤(１９９５:２５)をタクシ

スと見なし、 このような同時的時間関係を同時タクシスと呼んでいる。 同時タクシスの場

合、 動詞連体形のシテイル(シテイタ)は相対的テンスを表せると例(２)と例(３)で分かる

が、 下の二例のように、 絶対的テンスを表すこともできる。

　(４)おれたちが村を探りにいっていたあいだに


、 もうひと仕事しちゃったのだね。 (新南美

吉花のき村と盗人たち)
　(５)小学校を出た事務職員さえ見つけかねて苦労していた最中に


、 専門学校出の、 しかも

銀行事務経験者が飛び込んできたのだ。 (中野清見回想·わが江刈村の農地解放)
　しかも、 それぞれ例(２)と例(３)の下線部のシテイルをシテイタ(絶対的テンス)に、

例(４)と例(５)の下線部のシテイタをシテイル(相対的テンス)に直しても、 ニュアンスが

違うかもしれないが、 できないでもないと思われる。 つまり、 高橋(２００３)で述べたように、

絶対的テンスか相対的テンスかの選択が二者択一のようなものではなく、 比較的に自由にな
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①

②

例(１)、 例(４)、 例(９)、 例(１０)及び例(１２)は茶漉日本語用例·コロケーション抽出システム(一般公開版)から

取ったものであり、 それ以外は、 現代日本語書き言葉均衡コーパス中納言１．１．０から取った例文である。

例(１)の場合は波の咆えている海という表現を擬人法でとらえ、 咆えているを広い意味で動作の継続と理

解してもいいだろう。
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る。 同じような現象はあるいるのようないわゆる状態動詞にも起こりうる。 以上、 同時

関係を表す時間の従属複文を分析することによって、 例(１)では、 動詞連体形の咆えていた
はなぜ絶対的テンスを表すことができ、 しかも相対的テンスに置き換えることができる原因

が明らかになるだろう。 それは、 咆えていたと主節述語の落ち込みましたとは同時タク

シスの時間関係なのである。

２．２　繰り返しや習慣を表すシテイル(シテイタ)の場合

　動詞継続相は２．１であげた、 動作の継続と変化の結果継続のほかに、 繰り返しや習
慣のような派生的なアスペクト的意味をあらわすこともできる。 工藤(１９９５)では、 繰り返

しや習慣①を表す継続相のタクシスを背景的同時性(説明)(工藤１９９５:１６１)とし、 これは

また、 動作の継続と変化の結果継続と似ており、 動詞連体形の場合、 絶対的テンスの使

用が可能である。

　(６)私がよく見ていた


図鑑にはアカアシクワダカが大きく出ていた。 (坂田宏志　沢田佳

久ふしぎの博物誌)
　上の例の下線部シテイタは繰り返しを表し、 絶対的テンスを表している。 動作の継続
と比べれば、 基本的なアスペクト的意味とは言えないが、 長期的に見れば、 断続的な一つ一

つの動作があたかも数珠のようにつながり、 継続的意味に近く、 主節述語と同時的時間関係

にあり、 絶対的テンスになりうるのであろう。 同じ現象が習慣や職業を表すシテイルに

も見られて、 これは習慣であっても、 職業であっても、 繰り返しから派生してきたも

のと見てもいいのであろう。 なお、 習慣も職業ももはや具体的でアクチュアルなものか

らはなれ、 抽象的でポテンシャルになり、 主体の特性と見てもよいという場合もあり、 タク

シス的には同時性を表すというよりも、 説明のニュアンスがいっそう濃くなり、 時間的限定

性のない特性②や質につながっている。

　(７)森サンは能天気だから、 毎晩のように通っていた石川県出身者が経営する都内の料亭

をひいきにするようなつもりで、 我田引鉄すればよいと、 石川県への北陸新幹線着工を働

きかけたと思うが、 …(天野礼子いらない)
　(８)教師をしていた彼の妻が、 夫婦ふたりと四人の子どもの生活を支えた。

　(アンドリュー·ウッド　ブライアン·トレーシー著　上野元美訳ビジネスに生かすゴルフ

戦術論)
　例(７)の下線部通っていたは習慣を、 例(８)の下線部していたは職業を表す。 両方

とも絶対的テンスである。

３　主節述語が時間的限定性がない場合

　２．１と２．２のように、 主節述語が運動か状態かを表し、 時間的限定性を持つもののほか

に、 時間的限定性のない主節述語もある。 結論を先に述べれば、 主節述語が時間的限定性が

ない場合、 動詞連体形においては絶対的テンスの使用が可能である。

　工藤(２０１４:４６－４７)では時間的限定性をまとめ、 述語の意味タイプを運動状態存
在特性関係質に分け、 運動と状態の場合は、 時間的限定性があるとし、 特性

９８２

①

②

工藤(１９９５)では繰り返しや習慣など一括して反復性という。

本稿でいう運動状態存在特性関係質といった用語は工藤(２０１４)から借りたものである。
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関係質の場合は時間的限定性がなく、 テンスの対立がない。 存在は中間的なもので、

時間的限定性のある場合も、 ない場合もあると指摘している。 時間的限定性を持たない主節

述語に従属する動詞連体形のテンスは絶対的テンスが可能である。

　(９)実際この通りのことを言っていた児童文芸家があった


。 (新南美吉童話における物語

性の喪失)
　(１０)明日にはまた別の自分が居るとしても、 予測できないのが自然だとかなんとか、 う

んざりするほど聞かされた気がするが、 あれを挨拶程度の常套語として聞き流していたわれ

われがのんきだったのだ①。 (松平維秋ロック生態学―残らない心)
　(１１)もっともこの思いは、 ふたりが知りあった人々にも共通だった


。 (ジョージ·フォイ

著　松浦雅之訳沈黙の海)
　(１２)そうして、 そうなると、 そこに待っていたものは、 彼らの尻をひったたいた鞭が、 こ

しらえて待っていた陥穽であった


。 (葉山嘉樹海に生くる人々)
　上の四例では例(９)は存在、 例(１０)は特性、 例(１１)は関係、 例(１２)は質を表す主節

述語を持っており、 動詞連体形は絶対的テンスを表している。

４　おわりに

　本稿では、 動詞連体形における絶対的テンスの使用を連体動詞句内部をこえて、 主節述語

との関係から考察した。 動詞連体形において絶対的テンスの使用条件は以下の二点にまとめ

られる。

　１)動詞連体形も主節述語も時間的限定性を持ち、 しかも両者が同時タクシスである場合。

　２)主節述語が時間的限定性のない場合。

　本稿は考察の便宜上②、 シテイルとシテイタを対象に考察し、 上の使用条件はスルとシタ

に当てはまるかどうかはまだ考察が必要であるが、 今後の課題とし、 以上の１)と２)を結論と

して、 本稿の考察を終わりにしたい。
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日本語指導が必要な児童·生徒に対する

言語教育研究の動向

九州大学　張暁蘭

１　はじめに

　文部科学省が行った平成２４年(２０１２年)の調査によると、 公立小·中·高等学校、 中等教育学

校及び特別支援学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童·生徒の数は２７,０１３人となっ

ている(文部科学省　２０１３a)。 日本語指導が必要な外国人児童·生徒は定義上、 帰国·外国人児

童生徒を指しているほか、 重国籍や保護者の一人が外国籍である児童生徒も考えられる(文
部科学省２０１３b)。 日本語指導が必要な児童·生徒は外国籍にかかわらず、 近年増加している傾

向が見える(文部科学省　２０１３a)。 その背景には、 国際結婚や労働移動といった国際社会の情

勢や動向があると指摘されている(石井２００６,尾関２００７)。 これまでに成人への日本語教育が

中心に行われてきたが、 近年児童·生徒への日本語教育にも目が向けられている。 従来の日

本語教育は学習者のニーズに応じて行われているのに対して、 子どもの場合は、 家庭環境、

文化的背景や日本滞在予定などの要素を考慮した上での日本語教育が求められている。

　本稿では、 日本語指導が必要な児童·生徒に対する言語教育研究の動向を概観する。 ま

ず、 児童·生徒に対する日本語教育の特性について概観し、 児童·生徒の保護者の意識に関す

る調査を取りまとめる。 また、 それらを踏まえて今後の課題を提起したい。

２　児童·生徒に対する日本語教育の特性

２．１　日本国外·国内における児童·生徒に対する日本語教育

　日本語を勉強している児童·生徒は日本国内のみならず、 海外においても多く見られてい

る。 国際交流基金(２００３)によると、 海外で日本語を勉強している児童·生徒は１４０万人を超

え、 海外の日本語学習者総数の約７割を占めていることが分かった。 また、 柏崎(２００５)は年
少者日本語教育について定義し、 海外における年少者の日本語教育を外国語教育や継承日

本語教育としている。 継承日本語教育とは、 両親や祖父母の母語を継承するという言語教育

である。 海外の児童·生徒に対する日本語教育の呼び方が多様であっても、 児童·生徒自身に

とっては習熟度の低い日本語を勉強するという点において共通している。 また、 柏崎(２００５:

１４)はさらに、 初等·中等教育の言語学習の目標はコミュニケーションを中心に、 多文化を理

解するとともに自文化への洞察も深めると指摘している。 柏崎(２００５)から、 海外における

年少者への日本語教育は多文化を理解する際のツールであると読み取れる。 それは日本国内

における児童·生徒の日本語教育と大きく異なる点である。 石井(２００６)は発達を捉える視点

１９２
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から年少者日本語教育の特性と基本理念について考察を行った。 日本国内における年少者日

本語教育は日本語を社会や学校での言語生活の基盤にしているため、 多様な学びの可能性を

広げなければならないという。 日本国内の児童·生徒は国外の児童·生徒に比べて、 より日本

人と関わっている。 そのため、 日本語の使用が余儀なくされており、 日本語を勉強する切実

性が認識されて、 特に、 日本語による教科学習を行うことが要求されている。

２．２　伝達言語能力と学習言語能力

　子どもは早く日本語を習得できるように見えるが、 日本語による教科学習はどうなるかに

ついて見ていく。 石井(２００６)は言語能力を捉える視点から、 児童·生徒の日本語学習は言語

形式と同時に新しい概念を獲得し、 さらに新しい概念を学んでいくための言語能力を獲得す

るという点においても決定的に成人と異なるとしている。 児童·生徒に対する日本語教育に

おいては、 伝達言語能力と学習言語能力(Cummins１９８０)を区別して論じることが必要であ

る。 伝達言語能力とは日常会話を行うための言語能力であるのに対して、 学習言語能力は教

科学習に必要な言語能力である。 伝達言語能力は習得できていても、 日本語で教科学習を行

うのは相当難しいことである。 たとえば、 日本語ネイティブの児童·生徒と同じように流暢

な日本語を話せても、 日本語で授業を受けるのは困難を感じる児童·生徒は少なくない。 そ

こで、 眞砂(２０１２)は小学校の就学以降、 小学校高学年、 さらに中学校以上の高等教育におい

ても学習言語能力は伝達言語能力より重要視されるべきであると論じている。 伝達言語能力

も必要であるものの、 教育目標ではない。 そのため、 学習言語能力を養成するために、 読み

書きや思考の訓練をさせることが不可欠であるとされている。

２．３　母語の影響

　児童·生徒の日本語教育に影響を与えるもう一つの要素として母語が挙げられる。 日本で

生活している児童生徒にとっては、 日本語は日本社会や学校での言語生活の基盤とされてい

ると同時に、 母語保持·育成の緊急性も認識されてきている。 朱(２００７)は母語による先行学

習について評価している。 母語による先行学習は子どもの継続的な教科学習に参加する

機会を保証でき、 子どもの母語による学習に対する意欲の向上及び母語の保持伸長に働きか

けているとされている。 日本国内では、 日本語でない母語で教科学習を行う学校は中華学校

などの外国人学校がある。 劉(２０１０:９７)は母語による学習支援は、 自分の母文化と現在の新

文化を統合して構築されていく言語少数派の子どもならではである新たな学びの場を提供

していると指摘している。 ただし、 外国人学校に通えるのは一部の児童·生徒に過ぎなく、

母語による教科学習の普及は現在できていない状況である。 一方、 母語教育が行われている

民間の母語教室が多く見られている。 母語教室は母語保持伸長を目的としているため、 母語

による教科学習は行われていない。 また、 経済的な要因で運営が難しいという指摘もある。

　以上、 先行研究による児童·生徒の日本語教育の特性を列挙してみた。 児童·生徒への言語

教育は多様な特性を持つほか、 保護者が児童·生徒の言語教育に対する働きかけは特に重要

であると認識されている。 それは、 児童·生徒は成人と違って児童·生徒と密接な関係を持つ

保護者による働きかけに大きく影響されており、 実際保護者と児童·生徒の言語使用、 家庭

内の言語環境、 学校での日本語学習支援、 地域社会における学習支援は保護者の意思決定と

行動にかかっているからである。
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３　児童·生徒の保護者の意識に関する調査

　ポルトガル語を母語とする児童生徒の保護者、 ブラジル人児童生徒の保護者、 韓国の保護

者に対する意識調査を取り上げる。 石井(２０００)はポルトガル語を母語とする児童生徒の保護

者の意識について質問紙調査を行った。 質問紙項目の肯定率から、 子どもの学校での勉強が

成功すること、 学力や他の能力を伸ばすこと、 上級の学校に進学することを保護者が強く期

待しており、 日本で楽しく過ごすこと、 日本の学校の習慣に合わせて生活することも志向し

ていることが分かった。 また、 母語による教科学習や母語教育をあまり希望しないことがう

かがえる。 一方、 母語·母文化を保持させたい要望があっても、 実際家庭内では母語·母文化

を保とうという姿勢が見られない。

　谷渕(２００６)はブラジル人児童生徒の進路希望について保護者の意識を調査した結果、 日本

での進学や就職を希望している保護者は半数を超えることが分かった。 また、 教育を受ける

場の理想について、 日本の学校と答える保護者は７５％にもなる。 それについて、 保護者の自

由記述にはブラジルの学校では教えてくれないことをたくさん教えてくれるブラジルに

は見られない教育に対する真剣さがあるなどが書かれている。 また、 ブラジル人保護者は

日本人保護者より、 日本の学校に大きく期待する傾向がうかがえる。 それについて、 谷渕

(２００６)は働きに来日しているブラジル人保護者は子どもの教育に時間とエネルギーを注ぐの

は難しいため、 日本の学校に期待しているのだとしている。 それは来日しているブラジル人

保護者の考え方の特徴であるかもしれない。 ブラジル人児童·生徒は日本の学校に合わせて

行動·勉強できるが、 結局母語·母文化の保持は難しくなると考えられる。

　日本における韓国人保護者の言語教育観とそれに影響を及ぼす要因として保護者の日本滞

在歴と子どもの教育レベルをあげて明らかにした朴(２００９)の研究がある。 朴(２００９)は東京韓

国学校で量的調査を行った結果から、 保護者が日本に長く滞在するほど、 日本語と韓国語両

言語を重視する傾向が強いとうかがえる。 日本語と韓国語を重視する理由として、 子どもの

将来をより豊かにしたいという願いがある。 また、 韓国語を重視する保護者の、 母国にいる

親戚との関係を維持したい希望が見られる。 更に、 韓国語で子どもと心が通った会話がした

いという思いもうかがえる。 つまり、 来日して勉強した日本語ではなく、 親の気持ちをその

まま伝えられる韓国語で子どもと交流したいのである。

　児童·生徒の言語教育に関する保護者の意識は国籍やそれぞれ家庭の事情によって異なる

であろうが、 日本語重視、 母語重視、 日本語と母語両言語重視に分けられると考える。

４　おわりに

　児童·生徒の言語教育における特性を日本国外·国内における児童·生徒に対する日本語教

育、 伝達言語能力と学習言語能力、 母語の影響という３つの側面から先行研究を概観した。

日本国内の児童·生徒にとっては、 日本語は社会や学校での言語生活の基盤となっており、 ま

た、 児童·生徒は日常会話が上手な子どもでも学校での授業やテストに困難を感じる可能性が

ある。 そのため、 児童·生徒の日本語能力を伝達言語能力と学習言語能力を分けてみる必要が

ある。 児童·生徒に対する言語教育の目標は伝達言語能力の養成ではなく学習言語能力の養成

である。 更に、 母語は児童·生徒の日本語学習に大きな影響を与えることが明らかになった。

　次に、 児童·生徒は保護者と親密な関係を持っているため、 保護者の意識は児童·生徒の言
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語教育を左右すると考えられ、 保護者の意識に関する調査を取り上げた。 その中で、 ポルト

ガル語を母語とする保護者、 ブラジル人保護者、 韓国人保護者についてそれぞれ調査が行わ

れた結果、 日本語教育を重視する一方、 母語·母文化の保持も見られる。 ただし、 ポルトガル

語を母語とする保護者とブラジル人保護者に関しては、 母語·母文化を保持しようとする姿

勢はあまり見られない。 それに対して、 韓国人保護者は積極的に日本語·母語教育を行って

いることもうかがえる。 それは、 韓国人保護者は母国の親戚との関係を維持したい、 将来に

役に立つだろうという思いがあるからである。

　本稿では、 児童·生徒の言語教育の特性、 保護者の意識に関する先行研究をレビューし、 研

究動向を概観した。 児童·生徒の言語教育における特性は十分に把握できない部分もある。

それをより明確にすること、 また、 保護者の意識は如何に児童·生徒の言語教育に影響する

のかを明らかにすることを今後の課題としたい。
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试论“AのB”和“A的なB”的选择倾向
以“個人の”“個人的な”“伝統の”“伝統的な”为例

上海外国语大学　陈　旻

[摘　要]　对于母语为汉语的日语学习者而言,“AのB”和“A的なB”的区别和选

择是令人困惑的问题.本文以“個人の”“個人的な”“伝統の”“伝統的な”为例,着眼

于共起名词和AB组合,基于语料库进行对比研究,尝试探讨“AのB”和“A的なB”
的选择倾向.
[关键词]　AのB　A的なB　语料库　共起名词　AB组合

１　引言

汉译日中,“个人的(研究室)”和“传统(中国式的、带盖子的茶杯)”分别译为“個人の(研究

室)”和“伝統的な(コップ)”.然而,５２位母语为汉语的日语学习者的译文中,“個人的な(研究

室)”和“伝統の(コップ)”不在少数①.可以看出,对于母语为汉语的日语学习者而言,“AのB”和
“A的なB”这两种表达的区别和选择,是个令人困惑的问题.

此外,在语料库中,“個人的な”和“伝統の”的用例也有很多,如“個人的な怨み”“伝統の継

承”等.可知,“AのB”和“A的なB”的选择,并非具有不可捉摸的任意性,而是受到共起名词 B等

语言条件的制约和影响的.同时,日语中还存在着“政治の責任”和“政治的な責任”这样的表达,
他们在语义或语感上,又存在着怎样的差异呢?

本文以“個人の”和“個人的な”“伝統の”和“伝統的な”为例,着眼于共起名词 B,以及 AB组

合,尝试探讨“AのB”和“A的なB”的选择倾向.

２　先行研究

不少学者从不同的角度对“AのB”进行了探讨研究.如佐藤(１９９７:１７２４)、黑桥、酒井(１９９９:

１０９１１６)、森山(２００８:１０１１０６)等.

５９２

① 某篇汉语作文中有这样两句话:“当时复旦大学的老师们并没有个人的研究室”;“老师会先在一个传统中国式的、带
盖子的茶杯里放入一小撮的龙井茶叶”,相对应的正确的日语译文分别是“個人の(研究室)”和“伝統的な(コップ)”.
以这篇汉语作文为文本,以上海外国语大学日语专业本科三年级的５２名学生为对象,进行汉译日试验.５２篇译文中,
“個人の”和“個人的な”分别有２０例(３８．４６％)、９例(１７．３１％),“伝統的な”和“伝統の”分别有２６例(５０％)、６例(１１．
５４％).但是,５２位母语为汉语的日语学习者中,只有８位(１５．３８％)将“个人的(研究室)”和“传统(中国式的、带盖子的

茶杯)”同时翻译为“個人の(研究室)”和“伝統的な(コップ)”.
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表１　佐藤など(１９９７)的意义分类

固有属性 例

AがBの所有者(A是B的所有者) 父の車

AがBの所属者(A是B的所属者) 太郎のA社

AがBの所属(A是B的所属) A社の太郎

AがBの所成者(A是B的所成者) 政宗の刀

AがBの役割(A是B的角色) 父の太郎

AがBの種類(A是B的种类) 熊のぬいぐるみ

AがBの関与物(A是B的相关物) 車の本

AがBの場所(A是B的场所) 公園のベンチ

AがBの主体(B:自動詞タイプ)
(A是B的主体‹B为自动词›)

猫の失踪

AがBの主体(B:他動詞タイプ)
(A是B的主体‹B为他动词›)

先生の講義

AがBの対象(B:他動詞タイプ)
(A是B的对象‹B为他动词›)

数学の講義

集合属性 例

AがBの存在場所(A是B的存在地) 指の爪

AがBの時間(A是B的时间) ３時の約束

AがBの数量(A是B的数量) ５人の生徒

AがBの性質(A是B的性质) 風邪の太郎

表２　黑桥、酒井(１９９９)引入“必须格”的意义分类

必須格(必须格) ラグビーのコーチ

所有·所属(所有、所属) 彼のメガネ

任意格(時間·場所)
(任意格‹时间、场所›)

秋のたんぼ

修飾(BはAだと言い換えられるもの)
(修饰‹可以替换为“BはA”›)

グレーの制服

述語補完(谓语补充) 着物の女性

表３　森山など(２００８)基于国语辞典的意义分类

类别名称 “AのB”的意义内容 例

所有(所有) Aが持っているB(A拥有B) あなたのカバン

所属(所属) Aに所属するB(B属于 A) 自民党の人
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(续表)

类别名称 “AのB”的意义内容 例

所在(所在) Aにいる(ある)B(B处于 A) 神奈川の彼

行為の場所

(行动场所)
場所 Aにおける行為B
(发生在场所 A的行为B)

インドの生活

時(时间) 時 AにおけるB(处于时间 A的B) 春のイベント

作者(作者) Aが作ったB(A创作出B) 私の論文

行為者(行为者) AがしたB(A发出行为B) 彼の釣り

関係·資格(关系、资格)
～とAの関係にあるB
(B与 C存在关系 A)

左のもの

同格(同格) AであるB(作为 A的B) 政治家の太郎

性質·状態(性质、状态) 性質 AであるB(B具有性质 A) 軟体の動物

材料(材料) AでできたB(由材料 A制作出 B) 鉄の棒

数量順序割合

(数量、顺序、比例)
A個(番目)のB
(数量、编号或比例为 A的 B) ３個の石

対象(对象) Aに対する行為B(针对 A的行为B) 害虫の駆除

所有属性(所有属性) Aがもつ性質B(A具有性质B) 私の年齢

Aの関係(A的关系) AとBという関係にあるもの

(A与 C存在关系B)
それの左

分野内容(领域、内容)
内容·分野がAであるB
(领域、内容为 A的B)

サンマの煙

部分(部分) Aが含む部分B(B是 A的一部分) 刀の刃

Aの状態(A的状态) Aが状態Bである(A处于状态B) あなたの危険

分類(分类) Aに分類されるB(B属于类别 A) 類人猿の動物

同时,关于“A的なB”的先行研究也为数不少,主要是从语言发展变化和意义用法两大方面

展开的.其中远藤(１９８４:１２５１３８)将“A的(な)B”意义内容分为如下四类.

表４　遠藤(１９８４)的意义分类

…に関する(关于 A的B) 芸術的才能　質的な問題

…のような(像 A这样的B) 破壊的思想　病的な神経

…の状態である(如 A状态的B) 圧倒的な勝利

…としての、 …である(作为 A的B) 職業的軍人

值得注意的是,“A 的なB”和“A 的 B”未作区分,而实际上,两者也存在着差别.戴宝玉

(２００６:５７６０)指出,“A的なB”和“A的B”能否互换取决于名词B的实质性意义的高低,“A的な

７９２
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B”与“A的B”相比,名词B的实质性意义较低,构词能力也较弱.蔡珮菁(２００７:１７３２)以 AB的

词汇种类和词性为着眼点,探讨了“A的なB”和“A的B”的差别.
可以看出,先行研究还存在以下几个问题:大多数是“AのB”或者“A的なB”的独立研究,缺

乏两者的直接比较;意义分类存在重叠,两者的选择倾向依旧模糊.因此,两者的区分与选择还是

有待解答的问题.本文将暂不考虑“A的B”的意义用法,以“AのB”和“A的なB”为对象进行直接

比较和探讨研究.

３　共起名词B

３．１　数据检索

首先,利用 NINJALＧLWP检索“個人の”和“伝統の”“個人的な”和“伝統的な”的共起名词,
并将出现频率设定为５次及以上,结果如表５~８所示①.

表５　“個人の”的共起語

词组频率:２８８３
词组数量:８８５

共起名词 词组频率 MIScore

尊厳 １６９ １３．２２

尊重 ２４ １０．４８

プライバシー ２８ １０．１７

私生活 ７ ９．７９

自助 ７ ９．６２

嗜好 ７ ９．２９

資質 １３ ９．０７

主観 １２ ８．９７

ライフスタイル ７ ８．９１

内面 １１ ８．７２

表６　“伝統の”的共起語

词组频率:２８２
词组数量:１８４

共起名词 词组频率 MIScore

継承 １０ １２．６５

技 １５ １１．２

明かり ５ ９．２４

味 １１ ８．８９

一つ ７ ５．８４

【数字】 １７ １．４８

表７　“個人的な”的共起名词

词组频率:１４２１
词组数量:６４３

共起名词 词组频率 MIScore

怨み １２ ９．９６

感想 ２４ ９．５７

表８　“伝統的な”的共起名词

词组频率:１６０９
词组数量:８４９

共起名词 词组频率 MIScore

地場 ５ ９．７６

工芸 １１ ９．５９

８９２

① NINJALＧLWP语料库是以“個人的(な)＋名詞”“伝統的(な)＋名詞”的搭配形式进行分类统计,因此初步检索得到

的是“A的なB”和“A的B”混合在一起的数据.但实际上,二者也存在着差别(可以参考戴宝玉(２００６:５７６９)、蔡珮菁

(２００７:１７３２)等相关论文).本文以“AのB”和“A的なB”的选择倾向为研究重点,暂且不考虑“A 的 B”.因此,表９和

表１０中只保留了“A的なB”的数据信息.
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(续表)

共起名词 词组频率 MIScore

見解 ２２ ９．１８

好み １７ ８．７５

つながり ９ ８．７１

付き合い １２ ８．５４

意見 ６４ ８．５

感情 ２４ ８．１９

体験 ２２ ７．９１

趣味 １０ ７．８６

(续表)

共起名词 词组频率 MIScore

技法 ７ ９．１６

職人 １０ ８．４６

手法 １２ ８．２４

食材 ５ ７．９１

キリスト教 ５ ７．９

衣装 ５ ７．６６

行事 ５ ７．１８

考え方 １６ ６．９５

由表６可知,将出现频率设定为５次及以上时,“伝統の”的共起名词只有６个.其中,“【数字】”
有待确认.考察例句发现,“伝統の”分别与“一戦”“一部”“一領具足精神”“二重帝国”搭配使用.

(１)クラシックの話をしてしまったが、 今週は古馬の伝統の一戦である。 (Yahoo!ブロ

グ,２００８,ギャンブル)
如例(１),“伝統の一戦”主要出现在体育运动相关的文章中,表示“一回の戦う”(一次的战

斗),这里的“戦う”多指体育比赛、竞争等.因此,“伝統の”的共起名词不是数字“一”,而是“戦
う”.同样,“伝統の一部”中,“伝統の”的共起名词不是数字“一”,而是“部分”.

(２)土佐伝統の一領具足精神にあるからだ。 (童門冬二著 坂本竜馬と歩く１９８７:

２８９)
(３)トリックの本格とプロットの本格の対立概念を、 たとえば千街晶之は伝統の二

重帝国(ユリイカ一九九九年一二月号)で…と指摘している。 (笠井潔著ミネルヴァの梟

は黄昏に飛びたつか？２００１:９１０)
例(２)和例(３)中,“一領具足”表示“精神”的内容,“二重”表示“帝国”的形式,可以认为“伝統

の”的共起名词不是数字“一”和“二”,而分别是“精神”和“帝国”.
由上可知,“【数字】”这一项较为混乱,“传统”的共起名词另有所在,并非数字.因此,将其排

除在考察对象以外,仅对“伝統の”的其他５个共起名词展开进一步考察.

３．２　名词分类

基于«分类词汇表»对以上共起名词进行分类①.

９９２

① 在«分类词汇表»(１９６４)中检索查询表５~８中的共起名词,发现“プライバシー”等没有对应词条.于是,结合辞典确认

词义,选取意义相近的词汇,通过近义词找到相应类别.如下所示:“プライバシー”→“私生活”　“自助”→“努力”　
“キリスト教”→“教”、“つながり”→ “絆”、“関係”、“地場”→“地元”、“食材”→“食料”.
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表９　“AのB”和“A的なB”的名词B

B
A

１．１抽 象 的

关系

１．２人 类 活

动的主体

１．３人类活动

精神及行为

１．４生 产 物

及用具物品

１．５自 然 物

及自然现象

個人(１．２)
の ４(４０％) ０ ６(６０％) ０ ０

的な １(１０％) ０ ９(９０％) ０ ０

伝統(１．３)
の ２(４０％) ０ １(２０％) １(２０％) １(２０％)

的な ０ ２(２０％) ６(６０％) ２(２０％) ０

合計
の ６(４０％) ０ ７(４６．６７％) １(６．６７％) １(６．６７％)

的な １(５％) ２(１０％) １５(７５％) ２(１０％) ０

如表９所示,“AのB”的名词 B主要分布在“１．１”(４０％)或“１．３”(４６．６７％).其中,“個人の”的
共起名词有４０％分布在“１．１”,６０％分布在“１．３”,且 MIScore最高的共起名词“尊厳”属于“１．１”;
“伝統の”的共起名词有４０％分布在“１．１”,且 MIScore最高的共起名词“継承”属于“１．１”.

然而,“A的なB”的名词B大多分布在 “１．３”(７５％).其中,“個人的な”共起名词有９０％属于

“１．３”;“伝統的な”的共起名词虽然分布相对分散,但也有６０％属于“１．３”.被划分到“１．１”的共起

名词仅占５％.
综上所述,“AのB”的名词B主要分布在“１．１”或“１．３”.与之不同的是,“A的なB”的名词 B

大多分布在 “１．３”,“１．１”极少.

４　AB组合

借鉴先行研究的意义分类,将“AのB”和“A的なB”的 AB组合分为两大类———“NＧNタイプ”
(名词－名词)和“NＧVタイプ”(名词－动词).

４．１　“NＧNタイプ”

首先看看“伝統のB”的意义用法.所谓“伝統”,指的是在某个团体或社会中,经过历史的积淀

而世代传承下来的精神文化遗产或习惯.实际生活中,被视为“伝統”的事物数不胜数.因此,在
“伝統の技”和“伝統の味”中,“技”“味”“一つ”也不过是“伝統”的一部分.

(４)そういう意味で、 伝統の灯は大臣の力でひとつしかと守ってほしい、 このことも重

ねてお願いしておきます。 (国会会議録,１９８４,常任委員会)
例(４)中,并非将“明かり”(灯)视为“伝統”的一部分,而是表达了如同守护“明かり”一般,传

承并保护“伝統”.也就是说,这里运用了象征手法.但这只是个例,可以不做深入探讨.
接着探讨“個人のB”的意义用法.当 B是“主観”“内面”的时候,可以理解为“B是 A的一部

分”.因为“主観”“内面”属于思考、感觉等心理层面,具有“客観”“外面”等生理层面,以及周边环

境等对立面.
但是,当B是“尊厳”“プライバシー”“私生活”“嗜好”“資質”“ライフスタイル”的时

候,情况就不同了.“尊厳”“プライバシー”“私生活”“資質”是“個人”与生俱来的“性质”;“嗜
好”“ライフスタイル”是“個人”出生以后才拥有和保持的“状态”.也就是说,“尊厳”“嗜好”等并

非“個人”的“一部分”,而是“個人”的“性质或状态”.因此,当B是“尊厳”“嗜好”等名词的时候,可
以理解为“B是 A的性质或状态”.

００３
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综上所述,“個人のB”和“伝統のB”表示“B是 A的一部分”或 “B是 A的性质或状态”.而且

两者都强调了“B是 A的所有者”.
与之不同的是,“個人的なB”(B是“感想”“見解”“意見”“感情”“趣味”时)和“伝統的な

B”(B是“地場”“工芸”“技法”“職人”“手法”“食材”“キリスト教”“衣装”“行事”“考え

方”时)表示“A是B的性质或状态”,如例(５)、例(６).
(５)この方法は伝統的な技法として現在でも利用されており、 西洋の明暗法を利用した

絵画空間の捉え方の典型的な例である。 (歌田眞介著油絵を解剖する２００２:７２３)
(６)近年は構造材の接合方法に伝統的な手法を用いず、 金物を使用するものが増えてい

る。 (秋山英樹著プロがそっと教える建築費のヒミツ２００２:５２７)
例(５)中,“この方法”(这一方法)是“西洋の明暗法を利用した絵画空間の捉え方の典型的

な例”(利用西洋明暗法捕捉绘画空间的典型),一直延续至今,体现出“伝統”这一性质和状态,被
视为“伝統的な技法”.例(６)中,“構造材の接合方法”(构造材的接合方法)排除了“伝統”这一特

点,呈现出“金物を使用するものが増えている”(金属元素增加)这一新的性质和状态.也就是

说,例(５)和例(６)突出了“伝統”是“技法”“手法”的“性质和状态”.
引人注目的是“技法”“手法”与前文提及的“技”意思相近,我们不妨把“伝統的な技法”和“伝

統的な手法”分别替换成“伝統の技法”和“伝統の手法”.替换之后“技法”“手法”被视为“伝統”的
“一部分”,强调“伝統”这一“性质和状态”的语感随之削弱.由此可知,“伝統的な技法”和“伝統的

な手法”并非不能替换成“伝統の技法”和“伝統の手法”,只是相较之下,“伝統的な技法”“伝統的

な手法”突出了“伝統”这一“性质和状态”.
总之,“NＧNタイプ”这一类别中,“AのB”表示“B是 A的一部分”或 “B是 A的性质或状态”,

而“A的なB”则表示“A是B的性质或状态”.

４．２　“NＧVタイプ”

对“NＧVタイプ”进行细化分类,结果见表１０.

表１０　“NＧVタイプ”的AB组合

NＧVタイプ

(B为他动词) NＧVタイプ

A是B的对象
A是B的主体

(B为自动词)
A是B的主体

(B为他动词)

個人の尊重 個人の自助 個人的な怨み

伝統の継承 個人的なつながり 個人的な好み

個人的な付き合い 個人的な体験

由表１０可知,“A是B的对象”的用例中仅有“AのB”一种表达.再来看看“A是 B的主体”的
用例.当B为自动词时,“AのB”和“A的なB”两种表达均有出现;当 B为他动词时,仅有“A的な

B”一种.但是佐藤(１９９７)曾举例“先生の講義”.因此,“A是B的主体”的用例中同时存在“AのB”
和“A的なB”两种表达.

那么,“A是B的主体”的情况下,“AのB”和“A的なB”如何区分和选择呢?下面以“個人の体

験”和“個人的な体験”为例来进行说明.
(７)それが個人の体験/○私の体験の中にあるものであるからである。 (酒見賢一著後

１０３
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宮小説１９８９:９１３)
(８)病気は個人的な体験/∗私の体験だが、 つねにその時代や社会と深く結びついてあ

る。 (宮内美沙子著看護病棟２４時１９９７:４９８)
如果将例(７)中的“個人”设定为说话者,即第一人称“私”(我),“個人の体験”替换成“私の体

験”.“体験”是“私”出生之后所获得的,为“私”所有.
但是,如果将例(８)中的“個人”设定为“私”,会产生违和感.诺贝尔文学奖获得者大江健三郎

有一部著名作品———個人的な体験①.在这部作品中,大江将自己作为“個人”的典型讲述了亲

身的体验,并将其提升到国家、乃至人类社会的层面.可见,“個人的な体験”与“個人の体験”不
同,强调了“個人”这一“性质”.

因此,“個人の体験”强调了“個人”是“体験”的“所有者”,而“個人的な体験”强调了“個人”是
“体験”的“性质”,二者的侧重点稍有不同.在“A是 B的主体”的情况下,对于“AのB”和“A的な

B”的选择取决于说话者想要传达的内容重点.这与“NＧNタイプ”的含义解析也是相通的.
这里,不妨与汉语表达进行对照,进一步确认“AのB”和“A的なB”的表达侧重点.
(９a)伝統の技　　　　　　(中国訳)传统的技艺

伝統的な技　　　　　(中国訳)传统(性质/形态)的技艺

(９b)個人の体験　　　　　(中国訳)个人的体验

個人的な体験　　　　(中国訳)个人(层面)的体验

北泽等(２００９:１６１１７６)指出,与日语的“～的な＋体言”相对应的汉语表达十分丰富.由例

(９)可知,A所包含的“言外之意”也是汉语表达的丰富性的体现之一,这种“言外之意”可能是超

乎字面含义的语感差别、情感倾向等.
也就是说,与“AのB”对应的汉语表达相比,“A的なB”对应的汉语表达带有附属含义.这种

附属含义的存在造成了“A的なB”和“AのB”之间的微妙差异,是我们容易混淆二者的原因,也是

我们需要对两者进行区别选择的原因.

５　结论

从共起名词B的意义分类来看:“AのB”的名词 B主要分布在“１．１”或者“１．３”.与之不同的

是,“A的なB”的名词B大多分布在“１．３”,而“１．１”几乎没有.
从 AB组合的含义解析来看:“AのB”表示了“B是A的一部分”或者“B是A的性质和状态”

的含义,强调了 A是B的所有者.而“A的なB”强调了“A 是 B的性质和状态”,比起“AのB”,包
含着更为丰富的附属含义.

但是,本文以“個人の”和“個人的な”“伝統の”和“伝統的な”为例探讨“AのB”和“A的なB”
的选择倾向,其中,“個人”属于“１．２”,“伝統”属于“１．３”,研究对象范围有限.在今后的研究中,有
必要以“１．１”“１．４”“１．５”的代表名词为对象展开探讨.
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在日中国人留学生の友人関係構築における影響要因

―自由記述の分析結果により―

九州大学　呉暁良

１　研究背景と目的

　高等教育のグローバル化の進展に伴って、２国間、 多国間における学生移動が年々増加し

ている。 日本学生支援機構の統計によると、２０１５年５月現在日本で学んでいる留学生は２０万
人以上となっている。 留学生は住み慣れた母国の生活環境を離れ、 他国の異文化環境におい

て、 異文化適応や言語、 生活、 勉学などの面で様々な問題を抱えている。

　既に先行研究で指摘されたように、 友人関係の構築が留学生の異文化適応では見逃しては

いけない課題である。 高井(１９８９)は適応の第一の障害は明らかに対人関係であると述べ、

田中·横田(１９９２)はモイヤ(１９８７)で明らかになった留学生のストレス因子をさらに異文化で

の対人関係、 語学とその運用、 実用的処理にまとめ、 最もストレスが高いのは対人関係だと

報告している。

　円滑な友人関係の構築は留学生の抱えている諸問題の解決に重要な役割を果たすものと考

えられるが、 留学生とホスト国側との友人関係が構築しにくいと先行研究で多く指摘されて

いる。 たとえば、 横田(１９９１)は留学生同士と比べて、 日本人との友人関係が明らかに少な

い、 留学生と日本人学生の間での親密化は、 留学生同士あるいは日本人学生同士のそれに比

べて、 より難しくなっているという結果があったと報告している。 戦(２００７)は日本人学生と

中国人留学生両方共に自国の友人の数が多く、 交流する頻度が高く、 より親しい関係を持っ

ているが、 相手国の友人は少なく、 浅い関係にとどまっている現状があると指摘した。 その

ため、 円滑な友人関係の構築するためには、 まず留学生の友人関係に影響する要因を明らか

にすることが大切である。

　また、２００８年留学生３０万人計画の発表により、 日本国内において国際コースの設置など

の高等教育の改革が行われてきた。 国際コースの設置によって、 留学生は日本語ができない

まま、 英語で学位をもらえることが可能になった。 これによって、 留学生の出身国がさらに

多様になると予想され、 留学生とホスト国側の学生との友人関係のみならず、 異なる国から

の留学生同士の友人関係を明らかにする必要があると考える。 しかし、 これまでに日本にお

いて異なる国からの留学生同士の友人関係に関する研究は非常に少ない。

　さらに、 留学生の友人関係を検討するとき、 留学生の出身国ごとに研究する重要性につい

て、 田中(１９９０)は、 同じ留学生であってもさまざまな宗教的、 文化的や社会的な背景を有し

ているので、 日本における適応状況も異なる。 留学生の出身国を考慮せず、 一概にまとめて

取り扱うことは多くの問題があるため、 できるだけ母集団の特徴を正確に捉える必要性が指
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摘できると述べている。

　そこで、 本研究は在日留学生の中で最も人数が多い中国人留学生を対象に、 中国人留学生

同士、 中国人留学生と日本人学生、 中国人留学生と中国以外の国からの留学生という３つグ

ループに分け、 その友人関係の形成に影響する要因は何かを明らかにすることを目的と

する。

２　研究方法

　本研究は記述式の質問紙を用いて調査を実施した。 調査は２０１５年１０月、１２月に２回を分け

て、 九州大学の学部及び大学院に在籍中の中国人留学生４５名に対して実施した。 記入漏れが

ある質問紙を除き、 有効回答は４２部であった。 調査対象者の選定について、 本調査の最終的

な目的は今後の量的調査の質問項目を検討するためであると考え、 学部から大学院、 文科系

から理科系までそれぞれ異なる属性を持つ中国人留学生を調査対象者にした。 質問紙を日本

語版と中国語版を用意し、 調査対象者に自由に選んでもらい、 中国語や日本語で回答しても

らった。

　調査内容は、 調査対象者の性別、 居住形態や在学期間などの属性に関するもの、 また、 調

査対象者が感じている自分の友人関係に影響する具体的な要因を引き出すために、 横田

(１９９１)の質問を参考に、 自由記述の形で以下の六つの質問を設定した。

　①中国人留学生同士との友人付き合いで、 友人関係を築きにくいことがあるとしたら、 そ

の要因と理由としてどのようなものが考えられますか。

　②中国人留学生同士との友人付き合いで、 友人関係が築きやすいことがあるとしたら、 そ

の要因と理由としてどのようなものが考えられますか。

　③日本人学生との友人付き合いで、 友人関係を築きにくいことがあるとしたら、 その要因

と理由としてどのようなものが考えられますか。

　④日本人学生との友人付き合いで、 友人関係が築きやすいことがあるとしたら、 その要因

と理由としてどのようなものが考えられますか。

　⑤中国以外の国からの留学生との友人付き合いで、 友人関係を築きにくいことがあるとし

たら、 その要因と理由としてどのようなものが考えられますか。

　⑥中国以外の国からの留学生との友人付き合いで、 友人関係を築きやすいことがあるとし

たら、 その要因と理由としてどのようなものが考えられますか。

　調査を実施し始めた直後に、 調査対象者２、３人からどう答えたらいいかわかりにくいと
いうコメントがあり、 最初の二つの質問に対して、 時間がない経済的に余裕がない同
じ寮に住むこと共通の趣味を持つことなどの具体的な事例を参考例として提示した。 回

収した質問紙について、 回答内容をデータ化した後にEXCELにまとめ、 使用言語を日本語

に統一した。 各質問の回答内容に対してKJ法で分析を行った。

３　研究結果

　調査対象者の属性について、 回答者４２名のうち、 男性１４名(３３．３％)、 女性２８名(６６．７％)で、
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理科系２０名(４７．６％)、 文科系２２名(５２．４％)であった。

　在学期間について、 ほとんどの調査対象者が半年以上在学していることがわかった。 その

うち、 半年～１年は１６人(３８．１％)、１年～２年は１１人(２６．２％)、２年以上は１４人(３３．３％)である。

在学身分について、 学部、 研究生、 博士前期、 博士後期課程にそれぞれ１０人(２３．８％)、６人

(１４．３％)、１４人(３３．３％)、１２人(２８．６％)がいる。 居住形態について、 アパートに居住している

ものは２３名(５４．７％)、 留学生会館、 寮、 公営住宅を合わせて１９名(４５．３％)、 ほぼ半数に分けら

れることがわかった。 この結果から、 ある程度異なる属性の調査対象者を確保することがで

きたと考えられる。

　自由記述の部分について、 質問１から質問６まで、 それぞれ１２２項目、１３１項目、１２８項目、

１１３項目、１１３項目、１０６項目の回答が得られた。 各質問の回答内容について、 KJ法で同じ或

いは似ているような回答内容をまとめ、 グループ分けをし、 回答人数の多い順に並べた。 各

質問において最も多い五つの回答は表１、 表２、 表３に示すとおりである。

表１　中国人留学生同士の友人関係に影響する要因

築きにくい理由(人) 築きやすい理由(人)

①性格が合わない(２７)
②忙しくて、 余裕がない(２３)
③共通の趣味、 話題が少ない(１５)
④専攻や受けている授業が異なる(６)
⑤住む場所が遠い(６)
　(計１５項目、 以下略)

①共通の趣味、 話題がある(２１)
②性格が合う(１８)
③同じ専攻や研究室、 一緒に授業に出る(１４)
④住む場所が近い、 或いは一緒である(１２)
⑤同じ出身地や同じ出身大学(１１)
　(計１６項目、 以下略)

表２　日本人学生との友人関係に影響する要因

築きにくい理由(人) 築きやすい理由(人)

①言葉の壁(２４)
②文化や生活習慣の違い(２３)
③共通の趣味、 話題が少ない(１３)
④性格が合わない(１３)
⑤余裕がない、 時間が合わない(８)
　(計１８項目、 以下略)

①共通の趣味、 話題がある(１５)
②異文化に興味を持っている(１４)
③同じ専攻や研究室、 一緒に授業に出る(１２)
④相手の性格が明るく、 近づきやすい(８)
⑤相手は親切で、 礼儀正しい(７)
　(計１８項目、 以下略)

表３　中国以外の国からの留学生との友人関係に影響する要因

築きにくい理由(人) 築きやすい理由(人)

①言葉の壁(２９)
②文化や生活習慣の違い(２４)
③共通の生活圏がない(８)
④共通の趣味、 話題が少ない(７)
⑤性格が合わない(６)
　(計１７項目、 以下略)

①相手の性格が明るく、 近づきやすい(１４)
②異文化に興味を持っている(１４)
③共通の趣味、 話題がある(１０)
④一緒にイベント、 外国語教室への参加(８)
⑤性格が合う(８)
　(計１４項目、 以下略)
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４　まとめと考察

　分析によって、 中国人留学生が感じている友人関係に影響する要因を明らかにした。

　友人関係を築きにくい理由について、 生活と勉強で精一杯であり、 友人を作るといった

余裕がない互いに性格が合わない専攻や研究室が異なり、 学校で一緒に授業を受ける機

会が少ない共通の趣味、 話題がないなどの項目が中国人留学生同士、 中国人留学生と日

本人学生、 中国人留学生と中国以外の国からの留学生３グループの共通項目として挙げられ

る。 また、 年齢差があり、 溝を感じる相手はマナーを守らない一緒に参加できる国際

交流パーティーが少ない遊ぶときお金がかかるので、 経済的に余裕がないなどの項目が３
グループのうち、２グループの共通項目として挙げられる。 さらに、 中国人留学生と日本人

学生、 中国人留学生と中国以外の国からの留学生の２グループにおいて、 言葉の壁文化や

生活習慣の違いという共通項目が見られた。

　友人関係を築きやすい理由について、 共通の趣味、 話題がある性格が合う同じ専攻

や研究室、 一緒に授業に出る住む場所が近い、 或いは一緒である相手はバイト先の同僚

である一緒に国際交流パーティーに参加する言葉が通じる相手は親切で礼儀正しい
よく会えるなどの項目が３グループの共通項目として挙げられる。 また、 年が近いとい

う項目が中国人留学生同士、 中国人留学生と日本人学生の２グループの共通項目として見ら

れた。 さらに、 中国人留学生と日本人学生、 中国人留学生と中国以外の国からの留学生の２
グループにおいて、 相手は異文化に興味を持っている相手の性格が明るい自分にとって

外国語の勉強ができる相手は中国人に対して友好であるという共通項目が見られた。

　以上の分析から、 中国人留学生は同国人留学生、 日本人学生及び他国からの留学生との友

人関係が性格が合うかどうか共通の趣味·話題があるかどうか同専攻であるかどうか、

一緒に授業に出るかどうかなどの要因に影響され、 また、 中国人留学生は日本人学生、 他

国からの留学生との友人関係が言葉文化慣習などの要因に影響されていることがわ

かった。 その他、 住む場所国際交流の機会相手のマナーや年齢なども影響要因とし

て考えられる。

　本研究の結果は中国人留学生が感じている影響要因を自由記述させ、 その内容に対して分

析したものであるため、 実際の影響要因とずれがある可能性が存在する。 今後の課題として

は、 中国人留学生の友人関係に影響する実際の要因は何か、 これらの影響要因の背後に潜む

根本的な因子は何かについて、 本調査の結果を踏まえてさらに量的調査を実施し、 因子分析

を通して検討していく。
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日本語教育文法に関する一考察

上海外国語大学　黄捷

１　はじめに

　日本語教育文法は、 これまでの日本語学的文法と違って、 学習者の視点から発想され

た、 学習者の多様化に対応する文法であるべきだと思われる。 しかし、 これまでの日本語の

教材を見ると、 取り上げた文法項目はほとんど母語話者の視点から発想され、 エリート日

本語学習者に向けた文法であるということがわかる。 すなわち、 これまでの日本語教育

は、 学習者に対する考慮が不十分であるといえる。 したがって、 野田尚史をはじめとし、 よ

り多くの研究者は日本語教育文法を再構築すべきだと主張してきたのである。 しかし、 日本

語教育文法をどう再構築するかが問題になる。

　本稿では、 先行研究を踏まえ、 白川博之が提案した用法単位による文法項目の立て方、 お

よび必要度に基づいて段階的に提示する文法の構築方法に着目し、 学習者の視点からその合

理性や、 具体的な扱い方について検討してみたい。

２　先行研究

　日本語教育文法を再構築するために、 これまでたくさんの研究がなされてきた。 そのう

ち、 白川博之(２００５:４３６２)は、 学習者の視点から日本語学的文法の問題点や、 日本語学的文

法をありがたがる思い込みなどを指摘し、 コミュニケーションの必要性から出発し、 必要度

に基づいて段階的に提示する文法を構築することを提案している。 しかし、 具体的な例を見

てみたところ、 疑問に思われるものが出てくる。

　例えば、 日本語学的文法の問題点について、 問題点４:具体的な用法よりも抽象的な意味

を求める(４９頁)が挙げられた。 しかし、 筆者の内省からいうと、 具体的な用法に関する例

文はもちろん必要であるが、 抽象的な意味解釈も役に立つ。 なぜかというと、 学習者にとっ

て、 様々な例文を読んで、 その用法はなんとなく分かるが、 抽象的なまとまった説明を加え

ればより理解しやすくなるからである。

　また、 必要度に基づいて段階的に提示する文法の例として、 白川博之(２００５:４４)は～とこ

ろだの表現を教える場面を取り上げ、 ～たところだ～ているところだ～するところ

だという学習の順序を勧めている。 しかし、 それが本当に適当かどうかは疑問に思わ

れる。

　そのほか、 学習者の視点から文法を考え直すと具体的にどのようなものになるかというこ

９０３



日语教育与日本学研究
２０１６

研究生论文

とについて、 以下の提案が見られる。

　a．コミュニケーションの必要性から出発した文法に

　b．文法項目の立て方は形式単位ではなく用法単位に

　c．必要度に基づいて段階的に提示する文法に

　d．学習者の勘違いを先回りして防ぐ文法に

　本稿では、 主にa、b、cを中心にし、 例を挙げて詳しく説明し、 検討していきたい。

３　用法単位による文法項目の立て方

　これまでの教材では、 形式によって文法を提示するのは普通である。 たとえば、 ～てい

るを教えるとき、 動作の持続動作の結果動作の完成状態の表現などの用法を一挙

に示す傾向がある。 それと同様に、 ばかりを教えるとき、 以下のような用法を一挙に提示

することが多い。

　(１)彼はいつも文句ばかり言っている。 (限度を表す)
　(２)さっき着いたばかりだ。 (動作が終わってからまもなくの状態を示す)
　(３)今はただ祈るばかりだ。 (準備が終わり、 次の行動に進む状態を示す)
　(４)泣かんばかりに頼むので、 しかたなく引き受けた。 (比喩の表現)
　例(１)～(４)が示すように、 同じ形式であるばかりを使っていても、 意味用法は異なって

いるのである。 当然、 その四つの例に用いられたばかりの意味用法において、 相互関係が

ないともいえない。 しかし、 実際教えるとき、 相違点を教えながら異なる用法の関連性も教

えたら、 さらに学習者を混乱させることもある。

　また、 現在の教科書では、 文法を提示するとき、 活用を重視しているのである。 ①結果と

して、 活用の形式によって文法項目を挙げることが多い。 例えば、 て形を教える場合、 ～
てください～ています～てもいいですか～てからなどの文法を一挙に提示してい

る。 しかし、 それらの文法項目の用法は全く違っているので、 覚えるのに難しい。 学習者に

とって、 結構負担が大きいと思われる。

　そういった学習の困難を乗り越えるため、 西元淳子·白川博之(２００５:４１４２)では、 以下の文

型提出の方法を提案している。

　A課頼む
すみません。 ちょっと待ってください。

まだ帰らないでください。

(少し説明していただけませんか。 )
　B課許可を求める

ここでたぼこを吸ってもいいですか。

(はい、 どうぞ。 )
いいえ、 ここでは吸わないでください。

　C課わたしの一日
朝教科書を読んでから、 学校に行きました。

(テストを受けて、 昼ご飯を食べて、 漢字を勉強しました。 )
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夜寝るまえに、 漢字をたくさん書きました。

　D課自己紹介
私は広島に住んでいます。

広島大学に通っています。

広島大学で日本語を勉強しています。

　※(　)の文は、 同時に提出ができると思われるその他の文型である。

　A~D課が示すように、 日本語の文法を用法ごとに提示し、 同じ課では異なる形式の文法

が出現することもあれば、 同じ形式であるて形を異なる課で何度でも示すこともある。 一

見しただけでは規則性がないようであるが、 実際読んでみると、 どんな場合にどんな文法を

使うべきかがはっきりしていることがわかる。

　しかし、 ここにも問題がある。 たとえば、 A課の場合、 頼むという用法に関しては、 西

元と白川が提示した文法だけでなく、 他にもいろいろあると考えられる。 例として、 お願

いがあるんですがもう少し時間をくれませんかちょっと話を聞いてくれませんかなど、

さまざまな表現が挙げられるのである。 そして、 A課と同じように、 B課の許可を求める
表現や、 C課の私の一日に関する表現、 それにD課の自己紹介に関する表現もたくさん

ある。 しかし、 そういった表現をすべて一挙に提示すべきなのであろうか。 そうすると、 一

課で学ぶ文法は乱雑になり、 学習者の負担になる可能性が高い。 したがって、 そういった場

合、 同じ形式である文法、 あるいは似ている文法を一緒に出せばいいと思われる。 例えば、

頼むという用法を教える場合、 まず～てください～ないでくださいを教え、 それから

別の課で、 ～んですが～ませんかなどの婉曲表現を提示することである。

　上述の分析をまとめると、 新しい日本語教育文法では、 用法ごとに同じ形式を何度でも説

明するようにするべきである一方、 同一の用法において、 同じ形式の文法をそろって提示し

たほうがいいといえるであろう。

４　必要度に基づいた文法について

　日本語教育文法を再構築するために、 用法ごとに文法項目を提示するほか、 白川(２００５:５５
５７)ではコミュニケーションの必要性から出発するべきであると主張し、 ～んです(が)の
ような目的に応じるのに必要な表現を先に導入することを提案している。 しかし、 早い段階

で提出したら、 ～んです(が)に関する接続や実際使える場合などが説明しにくいので、

～んです(が)の本当の使い方は理解できない可能性が高い。 そうすると、 ～んです(が)
を決まり文句として覚えるしかない。 結果として、 多用する可能性もあるし、 誤用が出てく

る可能性も高い。 したがって、 文法提出の順を考えるとき、 ひたすら必要性を追求してはい

けないのである。 初級レベルの学習者にとって、 まず簡単で理解しやすい文型を導入する方

が楽であると考えられる。

　しかし、 その一方、 コミュニケーションの必要性から出発するということ、 および文法

項目の立て方は用法単位にということと連動させて考えると、 新しい日本語教育文法を必

要度の高い順に段階的に提示するようにすべきであるという結論が出される。 その例とし

て、 白川(２００５:５８５９)では、 ～ところだの表現を教える場面を取り上げ、 まず必要度が一

番高い～たところだを提示し、 次に～ているところだを教え、 最後に～するところだ
を示すほうが適切だといっている。 しかし、 その三つの文型の必要度を判断する根拠はどこ
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にも出ていない。 ここから見れば、 必要度というのは、 あまりにも主観的なもので、 判断の

基準があいまいだといえるであろう。 そうであれば、 必要度により文法項目の提出順序を決

めるのも難しくなる。

　その一方、 判断の基準として、 必要度より使用頻度のほうが判断しやすいと考えられる。

そうだとすれば、 文型の使用頻度を必要度の判断基準として扱えばいい。 すなわち、 実際文

法項目の教える順序を決めるとき、 文型の使用頻度を基準とし、 使用頻度の高い順に段階的

に提示するようにすればよいということになる。 たとえば、 一人称の希望を表すとき、 ～
たいです～ようと思います～つもりですなどの表現がある。 使用頻度から見れば、 ～
たいですは一番多いため、 それを最初に教えるべきである。 その次に～ようと思います
を提示し、 最後に使用頻度の一番低い～つもりですを教えることである。 ただし、 それを

実現するには、 適当な用法分類と実態調査が必要である。 すなわち、 必要度より、 母語話者

の使用実態を把握し、 文型の使用頻度を重視すべきである。 一方、 ～んです(が)の例を合

わせて考えてみれば、 使用頻度だけでなく、 難易度を考えて、 学習者のレベルに応じた文法

を先に導入しなければならないのである。

５　おわりに

　日本語教育文法を再構築するために、 学習者の視点を考えなければならない。 それは教育

文法を再構築する大前提であると思われる。 したがって、 学習者の目的に応じる文法を作る

のは一番大切なことだといえる。 具体的な方法からいうと、 白川が提案した用法ごとに文法

項目を提示することや、 必要度に基づいて段階的に提示することなどがいいと考えられる。

しかし、 追加する条件として、 以下のことも挙げられる。

　１)用法ごとに文法項目を提示するのを大前提として、 一つの用法に、 同じ形式である文法

をそろって提示することである。

　２)必要度が曖昧な言い方であるため、 文法を提示するとき、 母語話者の使用実態を考え

て、 使用頻度を主な基準とし、 文法項目を段階的に提示することである。

　３)必要度や使用頻度より、 学習者のレベルを考えて、 文型の難易度を優先的に考慮すべき

である。
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日本の化粧品ブランドの中国語訳について

上海対外経貿大学　桂安琪　方書琦

１　はじめに

　消費者にとって、 ブランドを了解する最初の段階はその名称である。 特に外国からの商品

には、 馴染んでいないため、 最初からその訳名から商品の優劣を判断する傾向がある。 その

ため、 外国へ進出する場合、 商品の訳名は非常に重要になっている。 日本の商品の中、 最も

人気なのは化粧品である。 では、 日本の化粧品は中国でどんな訳名を採用しているか。 その

中に、 何かルールでもあるのだろうか。

　本稿では、 日本最大のコスメ·美容の総合サイト＠cosmeが毎年行った化粧品ランキングで

コスメ大賞をデータベースに、２０１５年度に受賞した日本の化粧品ブランドを５０個取り上げ

(表１)、 その中国語の訳名について研究する。

表１　本研究のデータベースである日本の化粧品ブランド(５０個)

エスプリーク キュレル オルビス 丸美 Loretta

サナ エレガンス クレ·ド·ポー ボーテ 資生堂 SK－Ⅱ

Biore オペラ CowBrand Canmake ルナソル

カネボウ コーセー バイオ テクノロジー RMK Maquillage

エテュセ イグニス 雪肌精 SUQQU AQUAIR

マンダム DHC 花王 AVANCE Shuuemura

アルビオン ポーラ 肌ラボ estエスト ロゼット

ファンケル 豆乳 コスメデコルテ HABA Dr．Ci:Labo

フリープラス ニベア 明色 MINON suisai

アルソア アテニア 洗顔専科 KISSME
Majolica
Majorca

２　翻訳の角度からの分類

２．１　音訳

　音訳とは、 ブランド名の日本語の読み方に似る漢字を使って翻訳する方法である。 上述し
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た５０個のブランドでは２１個(表２)が音訳方法を採用している。

表２　音訳の化粧品ブランド(２１個)

ブランド名 訳名 ブランド名 訳名 ブランド名 訳名

エスプリーク 绮丝碧 エレガンス 雅莉格丝 ビオレ 碧柔

コスメデコルテ 黛珂 ファンケル 芳珂 DHC 蝶翠诗

フリープラス 芙丽芳丝 コーセー 高丝 ポーラ 宝丽

カネボウ 佳丽宝 イグニス 英格妮斯 サナ 莎娜

エテュセ 艾杜纱 アテニア 艾天然 ニベア 妮维雅

マンダム 曼丹 オルビス 奥蜜思 キュレル 珂润

アルビオン 澳尔滨 アルソア 安露莎 オペラ 娥佩兰

　例えば、 日本の化粧品業界第二位のカネボウ化粧品、 中国市場での最初の訳名は嘉娜宝
であった。２００６年花王の傘下に入るに従い、 佳丽宝に変更した。 嘉娜宝というと、 ハリ

ウッドの女優のイメージが思い出される。 嘉が形容詞として、 善美の意味を持つ。

娜がよく女性の名前として使われ、 女性がしなやかで美しいを指す。 宝が宝物を意味

する。 優美な女性像を描き、 消費者に商品の効果を示してる。 佳丽宝と言うと、 佳丽と
いう言葉を思い出す。 美人の意味で、 上品の女を指す。 美しい女性を意味し、 消費者に積極

的な連想を引き起こし、 好感を引き寄せる。

２．２　意訳

　意訳とは、 ブランドの単語に本来持つ意味を中国語に訳すこと。 全部で３つある。

　ClédePeauBeauté(クレ·ド·ポーボーテ)はフランス語で美丽肌肤的钥匙という意味

であるため、 その訳名は肌肤之钥という四漢字で表している。 また、 CowBrandの訳名

牛牌、 SKＧIIは最初の名称SecretKeyToBeautifulSkin(美肌神秘の匙)からつけた訳名

美之匙も同じ方法が採用されている。

２．３　ゼロ訳

　ゼロ訳とは、 もともとのブランドの英語か漢字をそのまま引用する方法であり、１７個のブ

ランドがある(表３)。
表３　ゼロ訳の化粧品ブランド(１７個)

雪肌精 豆乳 丸美 RMK SUQQU AVANCE

花王 明色 資生堂 est HABA MINON

肌ラボ 洗顔専科 Canmake KISSME Loretta

　雪肌精は１９８５年に生まれたブランドである。 大部分の化粧品は英語でネーミングされた

当時では、 漢字で名付けすることで脚光を浴びていた。 ブランド名を見るだけで、 女性の美

しい白い肌が思われる。 特にアジアにおいて、 大衆的な審美感が美白に集中し、 白い肌が美

肌だと思う女性がかなり多い。 中国語の訳名がありのままの雪肌精、 ゼロ翻訳の戦略を採

用した。 日本も中国も同じく漢字文化圏に存在するため、 全然変わらずに、 漢字のまま中国
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語に翻訳することが、 最大限にその風味と有様を保留している。

　同じ戦略を採用しているのは、 資生堂、 花王、 豆乳、 明色、 肌研など、 漢字で名付けたブ

ランドである。 更に、 訳せずに英語のブランド名のままで中国で販売される化粧品も数多く

ある。 たとえば、 Canmake、 RMK、 HABA、 KISSME、 MINONなどが挙げられる。

２．４　総合性翻訳

　総合性翻訳は、 以上のように、 単純な音訳·意訳·ゼロ訳だけでなく、 複雑な手段を使った

翻訳方法である。 BOP·バイオ テクノロジー(百优)、 ルナソル(日月晶采)、 Maquillage(心机彩

妆)、 AQUAIR(水之密语)、 計４個がある。

　２．４．１　音訳＋意訳

　BOPはBIOＧPERFORMANCEの略称であり、 資生堂のバイオテクノロジー技術を指す。 中

国語の訳名は百优である。 翻訳策略の視点から見れば、 BOを百に翻訳するのは音訳で

あり、 Pを优に翻訳するのは意訳である。 BIOＧPERFORMANCEは消費者に伝えたい情報

が資生堂が独自のバイオテクノロジー技術が先進的なため、 その商品が信頼できるというこ

とである。 百は比喩的な意義として、 数多く、 たくさんを意味し、 优は性能や質など

が優れていることを指す。 百优という訳名はバイオテクノロジー技術という専門用語を避

け、 すべてが優秀の意味で、 中国消費者のよい幸先を求める心理をあわせた。

　２．４．２　意訳＋補足語

　ルナソルはカネボウの高級ブランド、 浄化メイクシリーズである。 ソナは月の意味であ

り、 ソルは太陽の意味である。 つきが眠り、 太陽が上がると、 女性が朝メイクの時刻を迎え

ることで、 その名になっている。 その訳名は日月晶采である。 日と月はソル、 ル
ナとそれぞれ対応し、 原語の意味をそのまま訳した。 素晴らしいのは晶采。 晶は太陽

の意味を含め、 その漢字自身の構造から見るとすぐ分かる。 その一方、 月を指す。 晶轮晶
盘はつきのこと。 采は動詞で、 選択や利用などの意味がある。 晶采は太陽と月の一番

貴重なものを取り入れるを連想しやすく、 消費者に上品なイメージを与える。

　また、 Maquillageの訳語心机彩妆、 AQUAIRの訳語は水之密语なども同じ翻訳方法で

ある。

２．５　創造性翻訳

　以上の翻訳方法は通用しない時、 製品の特徴やメーカーなどによって翻訳者の創造性を発

揮した訳名もある(表４)。

表４　創造性翻訳の化粧品ブランド(５個)

ブランド名 訳名 ブランド名 訳名 ブランド名 訳名

shuuemura 植村秀 ロゼット 诗留美屋 suisai 水之璨

MajolicaMajorca 恋爱魔镜 Dr．Ci:Labo 城野医生

　例えば、 Dr．Ci:Laboの訳名はその創業者である城野親德の名字にDr．の意訳をつけ、 城
野医生になった。 ロゼットは元社名ロゼット本舗　株式会社　詩留美屋を参考にし、 诗
留美屋という訳名をつけた。 また、suisaiはsuiの発音と似ている漢字水とsaiの発音と似て

いる漢字璨を選んで、 中国語訳名を水之璨にした。
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３　日本の化粧品ブランドの中国語訳の特徴

３．１　日本の化粧品ブランドの中国語訳名は音訳やゼロ訳の傾向がある。

　上述した５０ブランドの中国語訳名を統計した結果、 音訳名は２１個、 意訳名は３個、 ゼロ訳

名は１７個、 総合性訳名は４個、 創造性訳名は５個あり、 それぞれ、４２％、６％、３４％、８％、

１０％の割合を占めることがわかった。 すなわち、 翻訳者は日本語の化粧品ブランドを訳す時

に、 主に音訳やゼロ訳という方法を、 たまに意訳·総合性訳·創造性訳を採用しているとは考

えられる。

　また、 中国語と日本語には、 漢字が共通しているから、 漢字で表記するブランド名は主に

ゼロ訳を利用した。 発音しにくい英語で表記するブランド名は音訳、 発音しやすい英語で表

記するブランド名はゼロ訳というルールもあるだろう。 更に、 音訳で使う漢字は、 丽、莎、
丝など、 美しい女性のイメージが含まる漢字が愛用されている。

３．２　一部分は既存した中国語訳名を放棄し、 元来の英語の名称を起用する。

　一部分のブランドは中国語訳名が既存しているが、 それを使わずに元来の名称で宣伝をし

ている。 その代表例はSKＧII、 DHC、 FANCLである。

　SKＧIIは最初日本の研究者に発明され、 アメリカのMaxFactorグループによりSecretKey
ToBeautifulSkinという名称で商品化された。 二世代目の商品が登場された時、 消費者に覚

えやすいようにその名称はSKＧIIに略された。 １９９７年中国大陸に進出した時、 最初の名称

SecretKeyToBeautifulSkin(美肌神秘の匙)から美之匙という訳名をつけた。 ところが、

約２０年が経ち、 SKＧIIは中国の市場では、 美之匙という訳名を捨て、 すべての広告にSKＧ
IIを使用している。

　それと同様に、 DHCは蝶翠诗を、 FANCLは芳珂を捨て、 DHC、 FANCLのままで、 宣

伝をしている。 すなわち、 一部分のブランドは既存の音訳(意訳)の訳名を放棄してゼロ訳を

採用している。

　これらのブランドはより上級なブランドであり、 元来の名称は簡単な英語だという特徴が

ある。 最初に訳名を作ったのは、 漢字で中国人に受け入れてもらい、 商品の販売に有利だか

らである。 そこで、 国際化が進む中、 英語のままでは、 よりファッションでインターナショナ

ルな感じがあり、 消費者に好まれ、 販売に有利である。 更に、 中国語訳名の発音や文字よ

り、 英語ままのほうが発音しやすくて書きやすい。 一概に言うと、 最初の音訳(意訳)も、 そ

の後のゼロ訳も市場開拓のため時代に応じた戦略である。

３．３　一部分は日本で名称(社名)が変化したが、 中国語訳名を継続利用する。

　上述した中国語訳名を捨て、 英語の名称を使ったブランドとは反対に、 一部分のブランド

は、 日本で名称やメーカーが変更してきたのに対して、 中国語の訳名は変化が起こらない。

その代表例は肌ラボとロゼットである。

　肌研はロート製薬が発売するスキンケアシリーズの名称である。２０１５年８月に発売１０年
の節目にブランドロゴを一新し、 表記を肌ラボに変更した。 ところが、 中国では訳名は

肌研のままで、 変化がなかった。

　また、 上述したように、 ロゼットの中国語訳名は元社名ロゼット本舗　株式会社　詩留美

屋から诗留美屋になっていたが、１９９４年社名がロゼット株式会社に変更したものの、 中

国語の訳名は以前の社名を保留していた。

　これらのブランドは、 名称や社名の漢字を減少したところで共通している。 ところが、 中
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国語での訳名はすでに中国の消費者において定着していたから、 変更すれば、 違和感をひき

やすい。 要するに、 消費者を引き止めるために、 中国語の訳名を変更しない戦略を採用して

いるのである。

４　終わりに

　本稿は２０１５年度＠cosmeに受賞した日本の化粧品ブランドを５０個取り、 その中国語訳名を

研究した。 翻訳者は日本の化粧品ブランドを訳す時に、 主に音訳やゼロ訳という方法を採用

していることが分かった。 また、 元来の名称は簡単な英語でより上級なブランドは、 国際化

の時代ニーズに応じて、 中国語訳名を放棄し、 元来の英語の名称を起用する戦略を採用して

いる。 それに対して、 名称や社名の漢字を減少する日本の化粧品ブランドは、 消費者を引き

止めるために、 すでに定着していた中国語訳名を継続現象もある。

　本研究は、 あくまでも、 中国語訳名の放棄と中国語訳名の継続利用という矛盾しそうな現

象を取り上げただけで、 その理由にいての分析はいまだに深くなっていない。 今後は、 より

多くデータを用い、 更に深い分析を行おうとする。
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