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徳川幕府刑法における責任論︵二︶

大久保 治 男

Haruo OHKUBO

：

キーワード 縁坐と連坐︑不作為犯︑併合罪と累犯︑罪数論︑公事方御定書

A Study of the Criminal Law in Tokugawa Edo Era Part II

要旨

徳川幕府刑法の責任論に付︑
﹁公事方御定書﹂や﹁御仕置例類集﹂
﹁徳川禁令考﹂等に収録の事例

等も参酌しつつ︑現行の刑法上の責任論と対比してその﹁比較法制﹂を行っている︒今回はその

︵二︶で﹁他人の行為に基づく刑事責任﹂
﹁不作為犯の刑事責任﹂
﹁一人が数罪を犯した場合の刑事
責任﹂の項目について論究していく︒
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第四 章

一

他 人の行 為に基 づく刑 事責任
︱ 犯罪の 連帯責 任﹁縁 坐﹂﹁連坐 ﹂につ いて︱

江戸 期以前 の流れ

﹁ 縁坐﹂ は犯罪 者の一 定範囲 内の親 族に対 し︑﹁連 坐﹂は 親族関 係以外 の人間 関係に 基づい て特定 の者に 刑事上 の

連帯責 任を負 はしめ る制度 である ︒犯罪の 一般予 防︑復讐の 防止︑警察 事務を 被治者 に補助 分担せ しめる 必要か ら︑近
代以前 の刑法 には︑ ひろく 認めら れた制 度であ る︒
︵註 一 ︶

ぼ う はん

中国 におけ る連帯 責任制 度は頗 る古 く︑刑 を一人 に止め ずに︑ 其父子 祖孫等 に迄︑ 甚だし きは︑ 三族を 夷し六 親
を罪す るに至 れるも のもあ った ︒

唐律 を母法 とする 我が中 古の律 令に おいて も︑か かる法 制度は みられ る︒律 におい ては縁 坐は謀 反・大 逆・謀 叛

の罪に ついて 行なわ れ︑格 によっ て︑私鋳 銭の罪 がこれ に加え られた ︒縁坐 をすべ きは二 等以上 の親︑その刑 は近・
︵ 註 二︶

中・遠 の流で ある︒ 次に︑ 連坐は 国司の 官吏の 職務 上の犯 罪に限 って行 なわれ た︒即 ち︑官 吏の四 等官の 一人の 公
罪に他 官者を 坐せし めて︑ 従犯の 罪に処 するも のであ って︑ これを ﹁公坐 相連﹂ と謂っ た ︒

武家 時代に なり︑ その武 断的色 彩は︑ 縁坐・ 連坐 につい ても︑ その適 用せら るべき 犯罪の 種類と 範囲と を益々 拡

張して 行った ︒謀叛 人の如 き重罪 犯の親 類兄 弟等の 縁坐を 免れざ るは云 う迄も なく︑ 甚だし きは︑ 殆ど軽 重を問 わ
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ス イ

参考 資料と して武 家法の 根本法 たる﹁貞永 式目﹂第 十条﹃殺害 刃傷罪 科事は 父子咎 相互被 懸
レ 否事﹄を引 用すれ ば
次の如 くであ る︒

并
﹃右或依 当
遊宴之酔狂 ︒
死
︒被
處
流
︒雖 レ被 レ没 二収所帯 ︒
二 座之諍論 ︒
一 或依 二
一 不慮之外若犯 殺
二 害 者
一 ︒其身被 行
レ
二 罪 一
レ
二 刑 一
一 其父其子不 相
二

た ち ま ち

焔

焔

交 者
懸
之
害
相
處
其
父
一 ︒互不 可
レ
レ 之︒次刃傷科事︒同可 准
レ
レ ︒次或子或孫於 殺
レ
二 父祖之敵 ︒
一 父祖縱雖 不
レ
二 知 ︒
一 可 被
レ
レ
二 罪科 ︒
一 為 散
レ
二 祖之

︵註三︶
憤 ︒
次其子若欲 奪
人
人
殺
其父不 知
在状分明者︒不 可
處
縁
一 忽 遂 宿
二 意 之
一 故也︒
レ
二 之所職 ︒
一 若為 取
レ
二 之財宝 ︒
一 雖 企
レ
二 害︒
レ 之由︒
レ
レ
二 坐 ﹄
一

また 夫婦間 につい ては夫 の重罪 につい ては 妻が縁 坐する ものと し︑た ゞし当 座の口 論によ る刃傷 沙汰は この限 り

并
でない として ︑やは り同法 に﹁依 夫
二 罪科 妻
一 女 所領被 沒
二 収 否
一 事﹂ の題下 に﹁右 於 謀
二 叛︒ 殺害 山賊 ︒海賊 ︒夜討 ︒

強盗等 重科 一
者︒ 可 レ
懸 二
夫咎 一
也︒ 伹依 二
当座 口論 一
若及 刃
可 レ
懸 レ
之﹂と 規定さ れてい る︒父 祖子孫 間
二 傷殺害 者
一 ︒不 レ

の縁坐 関係に ついて は﹁塵 芥集﹂ などを 見ても 御成敗 式目が 分国法 によっ て範と された ことを 如実に 物語っ ている ︒
︵談

合︶

塵芥集 には﹁ 一︑た うそく に付て ︑おや この とがの 事︑お やのと かこに かけへ し︑た ゝしこ たりと も︑と ほきさ か

ひ︑た んかう なすへ きやう なくは ︑これ をかけ へか らす︑ 同この とかお やにか けへか らす︑ たゝし ひとつ の家に 候

はし︑ とうさ いたる へし︑ 又時宜 による へきな り﹂と 規定し ている ︒なお ︑主従 間の連 坐につ いては ︑
﹁ 新加制 式﹂︑
︵ 以 下︶

︵逐

電︶

︵主

人︶

﹁長曽 我部元 親百箇 条﹂︑
﹁ 塵芥集 ﹂等に も見 られ︑ ほぼ親 子間に 類似す るもの がある ︒たと えば﹁ 塵芥集 ﹂は﹁ 人
な

こ

のひく わんい け︑人 をころ し其刻 ちくて ん候 はし︑ しうに んにと かをか けへか らす︑ たゝし しうに んせつ かひに ん

﹁地 主
をきよ ように おゐて は︑とう さいた るへし ﹂云々 として いる︒ また地 主と名 子との 間につ いて﹁塵 芥集﹂は ︑

亭

主

越

のとか はなこ にあひ かしる へし︑ 名この とか ちぬし に是を かけへ からす ﹂とし ており ︑やは り主従 間の原 理の適 用
度

が見ら れる︒ なお︑ 同法は 客人と その家 の主 人との 間につ いて﹁ とまり きゃく にんこ ろさる し事︑ てひし ゆのお つ

となり ︑たゝ しうち てまき れなく は︑そ のう への時 宜によ りおつ とある へから さる也 ﹂とて ︑客人 が殺さ れた場 合
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には︑ その家 の主人 は責を 負うべ きであ り︑ 他に下 手人の 判明の 場合は 情状酌 量︑責 任なき ものと すべき 旨を示 し
︵ 註四 ︶

ている ︒その 他︑一 郷一村 連坐の 如き広 範囲 のもの も戦国 時代に は現わ れてい る︒そ こにも 亦︑武 断的の 面が見 ら

れると いえよ う︒戦 国時代 に於て は社 会の秩 序紊乱 して︑ 残忍殺 伐の気 象に充 たされ ︑刑罰 体刑に も︑鋸 引︑磔 ︑
︵註 五 ︶

火焙等 ︑峻酷 な刑罰 が採用 された のであ るが ︑この 縁坐・ 連坐の 法も盛 んに︑ 広汎に 適用す ること も極に 達した の

である ︒犯人 は勿論 ︑其の 周囲の 者をも 厳刑 に処し 一般大 衆を威 嚇警戒 ・脅威 ・恐怖 させる 事によ って犯 罪を防 止
し︑社 会の秩 序を保 全しよ うとし たので あった ︒

参考 資料と して﹃ 有徳院 御実記 附録﹄を あげる ならば ︑
﹃ 刑罰は 人の命 にかか る事な ればと て殊に 御心を 用ひら れ

︱中略 ︱野伏 ・乞食 の類は ︑まこ とに鰥 寡孤 独にし て告る 処なき ものな れば︑ 上より 定るま しとて ︑わき て憐ま せ

玉ひ︑ つまび らかに さたし 玉へり ︑され ば︑ これよ り先︑ 重罪を 犯す者 は一族 まで連 坐しけ るが︑ 此御時 より︑ 刑
︵ 註六 ︶

科を省 かせ玉 ひ︑親 子の間 といへ ども︑ 親の 罪に子 は坐し ︑子の 罪に親 は坐せ ざる事 となり しとな り︑又 ︑古の 贖
法によ り過料 といへ る事を 新たに 定めら れ云々 ﹄と ある︒

註一三浦周行著 法制史之研究一〇二六頁
註二石井良助編 日本法制史︵演習︶二九四頁

同 右 一一六頁

註三隈崎教授著 日本法制史概論一八二頁
註四隈崎教授

註五三浦周行著 前掲 一〇二七頁
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二 ︑江戸 期の﹁ 縁坐﹂

江戸 時代初 期にあ っては ︑戦国 時代 の餘風 をうけ て︑磔 ︑火罪 等の重 刑に処 せらる べき者 の父母 ︑配偶 者︑男 女

子︑兄 弟等︑ 広汎な 範囲の 親族が 縁坐せ しめ られて いたが ︑八代 将軍吉 宗によ って︑ これは 大いに 改革せ られた ︒

吉宗は 享保六 年︑ま ず﹁書 付﹂を 発して ︑主殺 ︑親殺 及び 格別重 き科の 者の子 に縁坐 の範囲 を限り ︑更に 寛保二 年

の﹁公 事方御 定書﹂ には元 文二年 の書付 を収 めて︑ 主殺・ 親殺の 罪人の 子のみ に範囲 を狭め た︒即 ち︑御 定書上 巻

第四十 条は﹃ 重科人 之忰親 類等御 仕置之 儀ニ 付御書 付︒主 殺親殺 之科人 之子共 ハ伺之 上可申 付︑親 類ハ︑ 構無之 候

得共︑ 所江預 置本人 落着之 上︑右 悪事之 企不存 ニ相決 候ハゝ 可差免 之︑此 外火罪 ︑磔ニ 成候も の之子 とも構 無之事 ︑
右ハ町 人百姓 其外軽 キもの 之事ニ 候︒﹄

右の条 文より も明ら かな様 に︑武 士はそ の適 用外で あって ︑旧来 の縁坐 法が保 持せら れた︒ 一般に は死刑 以上の 刑
︵ 註 一︶

に処せ られた ものの 子は遠 島︒遠 島に処 せら れたも のの子 は中追 放に処 せられ たが︑ その親 や妻も 又縁坐 せしめ る
制が依 然伝へ られた かは明 らかで ない︒

御定 書第九 十七条 には︑ 御仕置 に成候 もの 忰︑親 類え預 ケ置候 内出家 願いた し候も の之事 ︒と規 定して ある︒ 縁

坐に処 せられ る者が 幼少の 時は十 五歳 迄は親 類へ預 けてお き︑十 五歳以 上にな った時 ︑刑を 執行す るので あるが ︑

これは 一般未 成年者 の犯罪 の場合 と同 様で︑ たゞこ こでは ︑自己 は何ら 犯罪を 為さぬ が︑他 の者の 行為に 基づく 刑

事責任 の執行 される 場合な のであ る︒然 し︑ 親類へ 預ケ置 かれて いる間 に︑出 家いた し度旨 寺院よ り相談 候はゝ 伺

之上出 家に可 申付事 も出来 るので ある ︒然し ︑出家 しても ︑全く 自由に 行動で きると 云うの ではな く︑伹 書以下 で
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若住 持不 仕
レ 候 而不 叶
レ 訳 も有之 歟︑公 儀

制限規 定をお いてい るので ある︒ 即ち﹃ 伹出家 に成候 上江戸 徘徊不 在
レ ︑住所 定置他 所之参 候節ハ ︑奉行 所江相 届︑
勿論︑ 御朱印 地又は 御由緒 有 之
レ ︑御 目見仕 候程 之寺院 之は︑ 住職不 仕
レ

え
向之罷 出候儀 有 之
レ 候は ゞ︑奉 行所 其節 可 伺
レ 旨申 渡︑右 之段︑ 師弟共 に証文 可 申
二 付 事
一 ﹄ とある ︒

因み に︑
﹁赦 律﹂第三 十条に よって ︑特 別に救 済の道 も開か れてい たから ︑縁 坐に処 せられ る子も これに より刑 責

を赦免 される 途もあ って︑ 法の適 用の 峻厳さ を緩和 したも のと思 われる ︒即ち ︑
﹁ 赦律﹂ 第三十 条︑﹃依父 之科御 仕

置相成 候もの 之事︒﹄一 ︑依父之 科遠島 追放申 付候も の年数 ニ不拘 赦免可 申付事 ︒是者 律拾三 ヶ条父 之科ニ 而遠島 ニ

成候も の年数 之不依 多少ニ 例ニ見 合御免 之儀 計申上 御下知 之節ハ 御祝儀 之赦ニ 而も遠 島赦免 出家可 申付と 被仰出 候

事拾四 ヶ条中 追放ニ 成候も の是ハ 右同断 御免 之節出 家ニハ 不被仰 出直ニ 御免相 成候事 と有之 候ニ見 合尤遠 島之分 出

︵註 ニ ︶

家之儀 天保三 辰年評 議いた し申上 候趣も 有之其 以来相 止候ニ 付評議 之上取 直相認 申候︒
一︑同 拾五才 以下二 付親類 江預中 之もの 年数ニ 不拘赦 免可申 付事︒
是者律 拾五ヶ 条ニ拾 三ヶ条 拾四ヶ 条同断 と有之 候間右 ニ見合 評議之 上相認 申候 ︒
﹄

次に ︑親の 罪に子 が坐す という 一般原 理とは 全く反 する規 範が第 八十二 条六項 に存す る事を 注意せ ねばな らない ︒

江
一種の 転嫁罰 規定で あろう ︒即ち﹃寛保 二年極 ︑一︑事 を巧人 を殺候 もの又 ハ闇打 或人家 忍
入人を 殺欠落 いたし 候

ハゝ︑ 先近キ 親類之 内壱人 入牢可 申付︑ 尋之 儀三ヶ 月不尋 出候ハ ゝ︑猶 又百日 限尋申 付︑不 尋出に おいて ハ︑尋 申
付候も の之内 ニ而近 き続之 もの中 追放︑ 残るも の過料 之上永 尋可申 付候︒﹄

因み に︑縁 坐制限 の傾向 は御定 書制定 後も いよい よ強く ︑寛政 元年に は老中 松平定 信がこ の制度 の不条 理を感 じ
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幕末迄 廃止さ れなか ったの である ︒然 しなが ら︑法 律文化 の発達 ︑社会 秩序の 確立等 にとも ない︑ 実際上 ︑縁坐 の

適用を 免除し たり緩 和する 方向に 進展し て行っ た事は 諸家の 一致し て述べ られて いる処 である ︒

三 ︑江戸 期の﹁ 連坐﹂

﹁連坐 ﹂は親 族関係 以外の 関係に よって 生ず る刑事 上の連 帯責任 である ︒縁坐 制が前 述の如 く緩和 の方向 に進み つ

つあっ たのに 対し︑ 連坐は 江戸時 代後半 期に 至るも ︑さま で制限 されて いない ︒御定 書にも 多くの 規定を みる事 が

出来︑ 適用範 囲も大 である ︒連坐 は︑主 従関係 その 他公法 的関係 に基づ くもの と︑私 法的関 係に基 づくも のとに 二
大別す る事が できる ︒

連坐 は︑犯 罪の予 防・司 法警察 事務分 担等の 目的 に添う ものと してそ の価値 が存し ︑幕府 はこれ を堅持 する事 を

得策と 考えた のであ ろう︒ そうし て︑こ の様 な峻厳 たる連 帯責任 を各人 に負担 させる 事によ り︑各 人相互 に自己 に

対する 刑責の 恐怖か らして ︑監督 し合い ︑注 意し合 う事に なり︑ 相反目 し︑目 にみえ ぬ心理 的圧迫 の綱の 目で行 動

を抑圧 され︑ 因って ︑当時 の治安 機関の 弱体を カヴ ァーし て社会 秩序維 持に役 立たし める意 義も存 してい た事に 注
意しな ければ ならな い︒

公法 的関係 による 場合︑ 即ち︑ 支配的 地位に ある 者が︑ 被支配 的に立 つ者の 犯罪に 対して 責任を 負担す る場合 ︒

よって 支配者 の監督 義務を 強くさ せ︑そ れぞ れの秩 序を確 立せし める効 果を有 する︒ この範 疇に包 攝せし める関 係
○

○

条文名 を﹁公 事方御 定書﹂ より列 挙すれ ば次の 如くで ある︒
第九条﹃重キ御役人之家来御仕置に成候節其主人差扣伺之事﹄
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（４）

第二一条﹃隠鉄炮有之村方咎之事﹄︒
（３）

組頭

※

○

○

○

加判人
○

○

○

○

○

○

は私法的関係に基づく連坐︱これに関しては後述︒以下同じ︒

○

第二二条﹃御留場ニ而鳥殺生いたし候もの御仕置之事︒﹄
︵連帯責任者︶
名主

※

借入主

第三七条﹃田畑屋敷二重に質入致候者御仕置之事﹄
︵連帯責任者︶
名主

（３）
（３）

︵連帯責任者︶
名主

名主

五人組

五人組

五人組

第四七条﹃隠賣女御仕置之事﹄
名主

※

家守

※

家主

※

地主

（３）
組頭

五人組

※

家主

両隣

（４）

一九 九九年 一〇月

（３）

町内之者

請人人主

※

（５）

（５）

（４）

（３）

第四五条﹃捨子有 之内証にて隣町等之又候捨候云々﹄
レ

（３）

第四四条﹃欠落もの欠所に可 成
レ 家屋敷を隠置候においては﹄

（２）

第二号

家主

※

（６）

※印の 及

○

名主 組頭 五人組 村方総百姓等が多かれ少なかれ連帯責任をおっている︒

（２）

（２）

（２）

（２）

（２）

（２）

（２）

第五五条﹃三笠附博奕打取退無盡御仕置之事︒
﹄
名主

苫 小牧駒 澤大学 紀要
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（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

組頭

組頭

※

名主

五人組

店借地借家主

月行事

五人組

年寄

名主

六町之月行事

組頭

係によ って連 坐する 場合は 多く︑ 名主・ 組頭・ 五人 組とい う如き 日常生 活に直 接に接 觸する 狭い範 囲の関 連の強 い

○

○

○

○

生活共 同体の 責任者 が刑責 を負担 して いる事 がわか る︒そ うして ﹁司法 資料﹂ によれ ば︑そ の三八 頁に﹃ 私法的 関
○

係に基 づく連 坐の場 合とし て第七 一条に 車を 引掛け て人を 殺し或 は怪我 せしめ た場合 ︑その 車引の 家主と 共に荷 主

を過料 に処し ている 例をあ げるこ とがで きる ︒その 他借家 人に犯 罪人が 生じた 際家主 が連坐 する如 き例が 往々に 見
られた ﹄と述 べられ ている ︒

○

10

大 久保

五人組

并
第五九条﹃倒死 捨
物負病人等有之を不訴出もの御仕置之事︒
﹄

名主

※

家主

第六九条﹃出火に付而之咎之事﹄第二項
※

地主

※

家主

第八二条﹃科人欠落尋之事﹄
※

店請人

問屋

第九三条﹃煩候旅人を宿送りに致候咎之事︒
﹄
旅篭屋

（４）

（５）

（３）

（３）

（３）

（３）

以上 の例か らも明 らかな 如く︑ 自己の 直接 の行為 以外の ものに 基因し て刑責 が発生 する連 帶責任 の内︑ 公法的 関

名主

（２）

第九八条﹃年貢諸役村入用帳面印形不取置村役人咎之事﹄

名主

（２）

第九六条﹃御仕置に成候者欠所田畑を押隠候もの咎之事﹄

（２）

（５）

（２）

（２）

（２）

（４）

（４）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

註一︑司法資料別冊九

三四頁

註二︑徳川禁令考後聚第六帙四九三頁︒

四︑
﹁ 縁坐﹂﹁連 坐﹂に 対する 当時の 学者の 見解

は か り ご と

次に ︑徳川 時代の 学者は この﹁ 縁坐﹂
﹁連 坐﹂につ いて︑いかに 考えて いたか を紹介 する︒ 代表と して︑太宰春 台
の﹁経 済録﹂ 巻八の 刑罰の 中より 引用す れば︑
まず ︑
﹁ 縁坐﹂ につい て

﹃﹁罪 レ人不 孥
﹁父子兄弟罪不 二相及 ﹂
レ ﹂トイフハ︑文王ノ政也︑
一 トモ云ヘリ︑犯人ノ罪ハ軽キコトナリモ父子兄弟 謀 ヲ合セテ犯シタル

じ ゅ う て き

罪ハ︑父子兄弟同罪也︑重キ事ナリトモ︑父一人ノ罪ニテ子ハ是ヲ不 知
レ ︑兄一人ノ犯罪ニテ弟ハ是ヲ不知ハ︑父兄ノ罪ヲ子弟ニカクルコ

トナシ︑是先王ノ道也︑参夷トテ︑父母妻ノ三族ヲ滅スル刑ハ︑戎狄ノ俗ヨリ起リテ後世ノ事也︑日本ニハ昔ヨリ三族ヲ夷スル刑ハナケ

レドモ︑今ノ世ニモ重キ罪ハ︑子ニ及ビ弟ニ及デ幼稚ナル者ヲモ誅スルコトアリ︑是亦惨刻也︑仁政ニハ決シテ此事有ルベカラズ︑其父

て い は つ

其兄犯罪アリトモ︑其子其弟罪ナクバ︑刑ヲバ施スマジキ者也︑又父死刑ニ当レバ︑其子流サル︑若幼稚ナレバ︑十五才ニナルヲ待ツテ

流ス︑其間ニ僧家ヨリ請ヘバ︑剃髪シテ僧トナルコトヲ許サル︑此法ハ子ノ刑ヲ︑父ニ一等軽クセラルレドモ︑是モ父子相及ノ類也︑反

逆ノ類ハ至テ重キ姦悪ナレバ︑子孫を絶サルゝコトモ有ルベシ︑反逆不軌ノ類ニ非ズシテ︑国家ニ係ラヌ犯罪ナラバ︑父死ストモ子ヲバ

問ハザルベシ︑問ハズトハ︑カマハヌ義也︑況ヤ幼稚ナル者ハ無知ナレバ︑殊ニ罪ナシ︑先王ノ法ニモ︑後世ノ律ニモ︑老人ト小兒トハ
罪ヲ犯シテモ罪ニ處セズ︑凡賞ハ子孫ニ及ボシ︑罸ハ其身ニ止マル︑古先聖人ノ道也︒
﹄

第二号

一九 九九年 一〇月

国家的 犯罪以 外に於 ては︑ 縁坐規 定制限 の方 向を不 合理性 を根拠 として 論じて いる︒ そもそ も縁坐 は威嚇 目的の 他
苫 小牧駒 澤大学 紀要
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大 久保

治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

に︑主 従・親 子等の 道義関 係の重 きこと の要 請より 発して はいる が︑然 し︑道 義上の 責任も 醇化さ れると 個人的 責
任に昇 華せし められ よう︒
次に ﹁連坐 ﹂につ いては

帰

帰

﹃民ノ姦悪ヲ禁ズルは︑首告連坐ノ法ヨリ便ナルハナシ︑是先王ノ道ニハ非ズ︑秦ノ商鞅ガ法ナリ︑嚴刻ナル法ナレドモ︑末世ニハ便利

也︑首告トイフハ今ノ世ニ云フ訴人也︑犯人ノ與党ノ中ヨリ其姦ヲ告ルヲ首トイフ︑他人ヨリ告ルヲ告トイフ︑畢竟皆訴人也︑連坐トイ

フハ今ノ世ニ云フマキゾヘ也︑一人ノ犯罪ニテ数多ク人其罪ヲ受ルヲ連坐トイフ︑凡下民ノ姦悪ハ︑上ニテ知難キ者ナリ︑上ヨリ号令ヲ

ぐ

ニ刑罰ヲ行

出シ数多くノ小吏ニ命ジテ搜索セシモ︑知レ難キ處ヲ下ヨリ首告セシ者ヲバ賞セントイフ法令ヲ出セバ必知レ易シ⁝⁝中略⁝⁝
タイ
︵およぶ︶

連坐ノ法ハ︑何ニテモ嚴ニ禁ズベキコトニハ︑連坐ノ法ヲ立テ︑犯人ノ隣伍︑其處ノ父老 ニ罪ヲ係テ︑重ク軽クソレ

フ︑隣伍トハ︑今ノ五人與也︑賃房ノ者ナラバ︑其宅主地主ニモ罪ヲ係ベシ︑總ジテ民ノ姦悪ヲバ︑近隣ノ者ナラデハ知ルコトナシ︑連

坐ノ法アレバ︑隣伍ノ中ニ必法ヲ畏ルゝ老実ナル者有リテ︑其姦ヲ知レバ︑敎訓シテ悪ヲ止シムルコトアリ︑敎訓ヲ受ケザレバ︑己ムコ

ツ ク リ

に ん じ ょ

トヲ得ズシテ言上ス︑若言上セザレバ︑姦ヲ隠ストイフ罪ニテ︑犯人ノ罪ニ連坐ス︑是又民ノ姦ヲ知リ姦ヲ止ル術也︑此首告連坐ノ法ハ
戦国ノ時︑商鞅等が創タルコトニテ︑先王仁恕ノ政ニハ有ラ子ドモ︑衰世ヲ治ムルニハ︑甚便利ナル術也︒
﹄

︱︱ 日本経済叢書巻六二三四〜二三六頁

縁坐 につい て反対 した太 宰春台 も﹁連 坐﹂に ついて は︑目 的主義 ・便宜 主義の 要請か らして 賛意を 表して いる︒

連坐は 縁坐の 如く家 族関係 ・主従 関係の 様な 緊密な 同義関 係に基 づくも のでな く︑法 技術的 のもの であり ︑犯罪 の

予防又 はその 検挙の 保安目 的より 生じ︑ 人民 をして 司法警 察活動 に協力 せしめ る事な のであ る︒こ れは社 会保全 上
よりの 強度の 要請の 原理に 支配さ れてい たもの といえ る︒
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第五章

不作 為犯の 刑事責 任
一 ︑純正 不作為 犯

犯罪 は作為 によっ て成立 すると 共に︑ 不作為 によっ ても亦 成立す る︒

作為 とはそ の意思 を積極 的に外 部的挙 動に 表わす 場合で あり︑ 不作為 とは外 部的挙 動に出 さない 消極的 な場合 で
ある︒

そう して︑ 犯罪構 成要件 の内容 として 作為 を規定 してい る犯罪 ︱大部 分の刑 法規定 ︱を﹁ 作為犯 ﹂と言 い︑不 作

為を規 定して いる犯 罪を﹁ 不作為 犯﹂︱ 第一 次的意 味では 純正不 作為汎 のこと ︱と言 うので ある︒ 特に不 作為犯 と

ヽヽ ヽ ヽヽ ヽ

この 範疇に 属する 例はや はり少 ないが ︑次の 御仕置 例など は︑
﹁ 純正不 作為犯 ﹂の事 例

して規 定せら れてい るのは 現行法 に於 ても数 が少な く︑一 〇七条 の多衆 不解散 罪と︑ 二一八 条の保 護責任 者遺棄 罪
などで ある︒
徳川 幕府刑 法にお いても
ではな いだろ うか︒
天明八申年御渡
町奉行・柳生主膳正伺

一九 九九年 一〇月

﹃武州鹿骨村・百姓政右衛門預り居候里子︑変死いたし候一件﹄

第二号

伊奈攝津守支配所

苫 小牧駒 澤大学 紀要
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大 久保

治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

武州葛飾郡葛西領 鹿骨村

い わ

百姓 政右衛門
同人妻

し か と

○

○

○

并
右之もの共儀︑捨子惣吉を預り候ハゝ大切ニ養育いたし心付可申處未歩行も聢々不成︑幼年ものを母 幼
年之子共計残置手放︑両人共農

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

業ニ罷出既ニ惣吉儀圍爐裏之落︑釣置候鍋之当り熱湯を打返怪我いたし面部其外・手足迄焼爛相果候段怪我之儀ニハ候得共︑一躰心付方
不行届故之儀不埓ニ付︑両人共五十日押込

此儀︑預り候里子を⁝⁝中略⁝⁝実子も一同差置候上ハ麁末ニいたし候心底とハ不相見疑敷筋相聞不申候︑下賎之百姓等母子共を留守

ニ差置夫婦共農業ニ罷出候ハ尋常之儀︑其段ハ預ケ候ものも承知之上ニ可有之儀ニ御座候間︑御書取之通︑取扱之厚薄ハ其身柄ニ応可申︑

敢て等閑とは難申︑別紙御定書ニ候例書ニ見合︑品ハ違ひ候得共︑趣意ハ同様ニて右例ニ引当執ニも預り候里子変死いたし候は不念ニ御
座候間 両人共︑急度叱り︑
︵朱書︶御差図︑政右衛門は過料銭五貫文︑いわは三十日押込︒

︱︱ 御仕置例類集Ⅲ三三四頁︹一︑三九〇︺︱︱

この 事例よ りも明 らかな 様に︑ 親︑又 は︑こ れに 准ずる 保護者 の子に 対する 監督義 務は重 いから ︑これ を放置 し

ておい て︑子 の生命 身体が 侵害さ れた時 は︑親 は不作 為犯と して刑 事責任 を負担 するの である ︒

然し ︑問 題は︑
﹁不作 為によ る作為 犯﹂という ことで ある︒ 法律の 規定は ︑犯 罪とせ られる 行為を 作為又 は不作 為

に限定 してい るので ないの で︑一 定の事 実が 作為に 因って 為され たか︑ 又は不 作為に よって 実現せ られた かは問 う

ところ でない ︒例え ば︑殺 人罪の 規定は 單に ﹁人を 殺した る者﹂ と規定 してい るに過 ぎない ので︑ 殺人罪 は作為 に

14

因って 実現せ しめる ことが できる のは 勿論で あるが ︑また 不作為 に因っ て成立 せしめ ること ができ る︒嬰 兒に授 乳

しない という 方法に 因って 嬰兒殺 の目 的を達 する場 合のよ うなの はこれ である ︒その 不作為 は殺人 罪を構 成する ︒
かよう な不作 為に因 る作為 犯を﹁ 不純正 不作為 犯﹂と いう︒

そう して徳 川幕府 刑法に おいて も︑不 作為 犯の認 められ る場合 は頗る 広範囲 に互っ ていた 様であ るが︑ この不 作
為犯は 仕置例 等を観 てみて も︑ほ とんど この後 者の不 純正不 作為犯 の事例 である ︒

二 ︑不純 正不作 為犯

以下 この不 純正不 作為犯 に関し て考察 を進 めてい こう︒ 不純正 不作為 犯の成 立には ︑作為 が法律 上期待 せられ る

事︑換言 すれば ︑
﹁ 作為義 務﹂の存 する事 が必要 とされ ︑この様 な作為 義務が 存する にかゝ わらず ︑不作為 に出た 場

合には ︑その 結果に 対して 作為に よって 結果 を生じ させた 場合と 法律上 同一視 してそ れに刑 事責任 を負担 せしめ る
のであ る︒

ここ におい て︑御 定書百 箇条を 中心と する 徳川幕 府刑法 におけ る﹁作 為義務 ﹂はい かなる 場合に 要請さ れるか ︑
即ち︑ その発 生事由 如何が 問題と なる︒

第一 に︑同 義的作 為義務 を法律 的にも 保証 しよう とした ︒即ち ︑近親 者︱特 に尊族 ︱の危 難に際 して︑ これを 救

并
助する 義務を 果さざ る者に ついて ︑不作 為犯が 成立し たので ある︒ 御定書 第七十 一条﹁人 殺 疵
附御 仕置之 事﹂の 条

項中に ︑寛保 四年極 ﹃家焼 失之時 ︑親燒 死候 を捨置 遁出候 もの︑ 死罪︒ 但︑兄 姉伯父 伯母を 焼殺候 におい ては︑ 中

第二号
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追放﹄ という 規定が ある︒ これは ︑火災 の際 ︑子︑ 弟︑甥 等は親 ︑兄︑ 伯父等 の尊族 を救助 すべき 作為義 務が法 的
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にも規 定され ている ことを 示し︑ この作 為義 務に反 し︑即 ち︑不 作為に て被救 助者が 焼死し た場合 は︑作 為によ っ

て尊族 を焼殺 したと 同じ意 味で刑 事責 任を科 された のであ る︒云 いかえ れば︑ 火災の 際尊族 を見殺 しにし た者は ︑
ヽヽ

罰せら れるの である ︒これ は道義 観念を 重視 するの 結果で ︑刑責 も︑親 の危難 をかえ りみな い子の 道義的 責任が ︑

当時の 道徳の 中軸で あった 孝道に 反する もの として 死罪に 処せら れてい る︒他 の尊族 に対し ては刑 責は情 状とし て

も親ほ どの重 き道義 責任を 卑族に 期待す ること は無理 なので ︑中追 放と著 しく軽 減され ている のであ る︒こ れらは ︑

︵ 註 一︶

勿論︑ 結果責 任の場 合であ り︑正 に不純 正不作 為犯の 代表的 な一事 例であ る︒
具体 的事例 より︑ 作為義 務を具 体的に 考察し てみよ う︒

まず ︑享保 十五戌 年七月 廿一日 御仕置 申候渡 しの一 件であ るが ﹃京都 西陣釈 迦突抜 町の丸 屋市兵 衛儀︑先達而 火
ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽ ヽヽ

并
事之節 ︑極老之 祖母 病
気 之母捨 置其身 計立退 キ右両 人其所 ニ焼死 候段訴 之候如 何ほど 急火ニ 候共親 たるも のを捨 置

・・・

其身計 遁るべ き道理 無之候 ︑相助 ケかた きに 於ゐて ハ其身 も一所 ニ焼死 ヘキ儀 ニ候処 ︑不孝 之仕形 不届ニ 付︑居 町

ニ而三 日晒︑死罪 ︒
﹄と ある︒ これよ りも明 らかな 様に︑作為 義務は 正に命 がけを 要求さ れてい たので ︑刑 責も極 め
て重か った事 がわか る︒

然し ︑所謂 ︑親の 焼死ぬ を見殺 しにし た場 合︑子 は総て 死罪の 刑事責 任を負 ったか と云う にそう ではな く︑諸 般

︵ 註ニ ︶

の状況 や救助 の真摯 なる努 力︑日 常の孝 心︑ 情状等 が参酌 されて 軽減さ れる場 合もあ ったの で︑死 罪の刑 責は絶 対
的のも のでな く︑相 対的の もので あった ︒

ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽ

午
寛 政十 年
御渡 り︑御 勘定 奉行︑ 根岸 肥前守 伺の ﹃播州 細野 村︒佐 六︑ 親︑焼 死い たし候 一件 ﹄に よれ ば﹃⁝ ⁝

ヽヽ ヽヽヽ

ヽヽ ヽヽ ヽヽヽ ヽ

ヽヽヽ

佐六兄 弟共︑ 終日之 稼ニ労 ︑前後 も不存 寝入 罷在候 内︑及 深夜出 火有之 旨ニて ︑外よ り被呼 起目覚 候処︑ 家内一 面

ニ火移 ︑煙ニ むせひ ︑漸︑ 表口を 押破︑ 両人 共表之 駈出︑ 親・佐 右衛門 不相見 間︑助 出し可 申し存 候共︑ 火勢強 ︑
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ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ

ヽヽ ヽヽ

ヽヽ ヽヽ

佐右衛 門居所 も難分 ︑周章 候内隣 家え も火移 り︑不 得助・ 趣ニて ︑至て 火急之 儀故無 拠始末 ニ有之 ⁝⁝﹄ これが 火

○

○

○

○

ヽ ヽヽヽ ヽ

○

災の場 合の状 況であ った︒ そうし て︑御 定書の 精神か らは︑﹁子 供であ る以上 ︑假例 ︑其身 焼死候 とも立 入可申 処︑
○

無其儀 ︑親焼 死いた しは始 末ニ相 成︑ 不届ニ 付︑両 人共︑ 死罪﹂ となる べきで あるが ︑右の 状況の 他︑兄 弟は愚 昧
○

ヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ

遠 島﹄の 刑事責 任が科 され︑ 死在は 免れた のであ った︒ 純

○

であり 病身も のであ って︑ 更に︑ 平日︑ 親子中 睦敷 ︑不孝 成儀も 無之等 の情状 が参酌 されて ﹃⁝⁝ 同居い たし乍 罷
在︑前 書之始 末ニお よひ候 段︑品 不宜 候間︑ 両人と も
ヽヽヽ ヽヽ

粋の封 建道徳 として の孝道 を強調 する ならば ﹁いか なる事 情があ ったに せよ︑ 親を大 切之志 有之候 ハゝ其 身焼死 い

ヽ ヽヽ

たし候 迄も親 を引出 し可申 処︑周章候 迚其身 計駈出 し候は ︑兼て之 志薄ニ 相当り 候趣意 も御座 候﹂と云う 事にな り︑や

はり刑 責は死 罪を免 れない 処であ ろう が︑遠 島にな った事 は︑盲 目的封 建道徳 として の孝道 が︑合 理性の 要請か ら
一歩後 退した の感が しない でもな い︒
︵ 註三 ︶

更に ︑右の 事例よ りも刑 事責任 の軽 減され る場合 として ︑寛政 元酉年 御渡︑ 大坂町 奉行・ 小田切 土佐守 伺﹃養 母

致焼死 候一 件 ﹄を 考究し てみよ う︒﹃角倉 與一御 代官所 ︑河州 石川郡 山城村 ︑氏神 社神主 ・吉岡 伊織︒ 同人妻 とよ︑

共儀︑ とめは 伊織居 宅続之 隠居家 ニ罷 在︑伊 織住居 より程 遠も無 之︑右 隠宅致 出火難 立入躰 ニ候と も︑養 母・と め

子共

養 母を助 けるべ く水を 投入︑ 消

養 母とは 別宅で あった ︑

罷在候 上は︑ 致怪我 候迄も 立入如 何様 ニも助 ケ見可 申処︑ 無其儀 ︑水を 投入︑ 直ニ入 込可申 と働居 候内︑ 手後レ ︑
とめ︑ 焼死為 致候段 ︑不届 至極ニ 付︑両 人と も死罪 ﹄とい うとこ ろであ ったが ︑
日頃夫 婦共孝 心ニ いたし 候段は 兼て及 見聞罷 在った ︑

（２）
ヽヽヽ ヽヽヽ ヽ

火に務 めたが ︑折節 嵐ニて 火勢強 く不及 力︑ 救出で きなか ったが ︑救出 につい ては真 摯なる 努力を してい る等の 情

夫婦と も病気 であっ た︑

（４）
（１）

一九 九九年 一〇月

状が参 酌され て﹁伊 織は重 追放︑ とよは 熱病 ニ罷在 ︑殊ニ 女之儀 ニて︑ 伊織よ り軽く 御座候 間攝河 両国拂 ﹂と云 う
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現行 法では ︑民法 第八二 〇条に 親権者 の子 に対す る監護 義務が 規定さ れてい るが︑ 江戸時 代にお いては ︑封建 的

縦的秩 序関係 が重視 された のであ って︑ 目下 の地位 の者の 目上の 者に対 する︑ その危 難を排 除防衛 すべき 作為義 務

︵註 四 ︶

の規定 が中心 で︑火 災の場 合のみ でなく ︑他の 災害に ついて も同様 の尊族 救出義 務が負 わされ ていた のであ る︒

この 例とし ては︑ 享和元 酉年御 渡︑町 奉行︑ 根岸肥 前守伺 ﹃神田 大和町 代地・平 六・水死い たし候 一件 ﹄があ る︒
カ イ︵ ご み︶

ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ

﹃神田 大和町 代地與 左衛門 店・平 六養 子・太 兵衛儀 ︑当七 月七日 ︑養父 平六︑ 申ニ任 セ同道 ニて︑ 六右衛 門・万 吉

を誘引 ︑釣ニ 出候節 ︑平六 釣針芥 之掛リ 候を外 し亦由 ニて︑ 此もの 其外一 同差留 候をも 不相用 ︑川之 這入沈 候ニ付 ︑

驚亦て 此もの も裸ニ 成川え 入助 可申と いたし 亦を︑ 船主・ 喜太郎 ︑六右 衛門︑ 万吉︑ 差留亦 段は︑ 一件申 口も符 合

いたし 亦得共 ︑平六 儀︑川 え入可 申段申 之候と も夜中 之儀如 何様に もいた し差留 可申儀 ︑同船 いたし ながら ︑養父 ︑

平六水 死いた し候及 始末亦 段︑不 届ニ 付︑中 追放﹄ に対し て︑評 議及び 結着は ﹁百日 手鎖﹂ となっ たので ある︒ 同
︵ 註五 ︶

様の事 は︑親子関 係のみ でなく ︑主従関 係でも いえる ので︑主人 の溺れ 死ぬの を救出 できな かった 従者は﹁中 追放﹂
の刑事 責任を 科され た事例 が存す る

更に ︑自然的 災害の 場合の みなら ず︑
﹁人為 的災害 ﹂即ち︑親 や主人 等の目 上の者 が︑殺傷 等の侵 害をう け危険 な

状態に おかれ た場合 には︑ 目下の 者は︑ この危 険状態 を排除 して救 助すべ き作為 義務を 負担し たので ある︒
︵註 六 ︶

例え ば︑養 子が︑ 浪籍も の共の 打込候 石ニ当 って 疵を受 け致気 絶して いたと しても ︑養父 母が被 打殺候 をも不 存
罷在亦 段不届 ニ付︑ 重追放 とせら れたの である ︒

そう して︑ この裏 をなす ものは ︑主人 ・親の 為な らば︑ 危険な 状態が 生じた 時は相 手方を 殺傷す るも罪 を問わ れ

ない点 に付︑ 総論で 述べた 処であ るが︑ これ と相俟 って︑ 表と裏 から縦 的秩序 を厚く 法的に 保護し ていた ともい え
るであ ろう︒
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註一徳川禁令考後聚第五帙二五七頁

註四 同

註三 同

右

右

右

Ⅳ五五五頁︹二二〇八︺

Ⅳ五五六頁︹二二〇九︺

Ⅲ五六二頁︹一五九二︺

註二御仕置令類集古類集Ⅳ五五三頁︹二二〇七︺

註五 同

と て も

寛政十午年御渡︑御勘定奉行︑菅沼下野守伺﹃越後国頸城郡針村・弾右衛門︑溺死いたし候一件﹄

く び き

木村周藏御代官所
越後国頸域郡針村
百姓彈右衛門下男
和 助

右之もの儀︑風烈出水故︑渡船繋置︑渡守も不居合節︑差急候迚︑渡守えも不申聞︑主人・彈右衛門・其外之もの共︑渡船乗出し候

ハゝ︑差留可申処︑無其儀︑倶々乗船いたし︑其身も川中え落︑一旦︑船え上り︑彈右衛門・彌惣右衛門︑被押渡候を見受︑可助と

と さ し

存︑祐助・幸藏一同︑猶又︑這入水勢強其身も危躰ニ相成候段は無相違相聞亦得共︑彈右衛門︑深ミ之入りハゝ︑假令︑其身危亦共

○

○

○

○

○

助揚ケ亦様可致処︑見失ひ可助手段も無之︑難及力候迚︑浅瀬え流寄︑祐助・其外之もの共︑一同上陸いたし︑主人彈右衛門溺死い
たし亦始末︑相成亦段︑不届ニ付︑所拂﹂に対し︑判決は﹁中追放﹂となったのである︒
註六御仕置例類集Ⅳ五五二頁︹二二〇六︺
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寛政三亥年御渡︑佐渡奉行伺﹃佐州青木村・清七郎宅え︑狼籍もの︑押込︑同人夫婦を及殺害候一件﹄参照
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三 ︑社会 保安的 作為義 務

以上 述べて きた如 く︑道 義的な 要請か ら作 為義務 が発生 してく る場合 だけで なく︑ 次に社 会保安 的な︑ 即ち︑ 社

会保全 ︑社会 秩序維 持の要 請から 作為義 務の発 生する 場合も 存する ので︑ 以下こ の点よ り考究 してみ たいと 思う︒

内 証にて 事済候 もの︑過料︒ 但︑被 殺
レ 亦方之 親類も 同

御定 書百ヶ 条の第 七十一 条中 に﹃一 ︑追加 ︑寛保 四年極 ︑忰︑ 人に被 殺
レ 候を任 扱
レ ︑内証 にて事 済亦観 ︒所拂 ︒
一︑追 加︑従前々 之例︑邪曲を 以︑親 類縁者 ︑人 を殺候 儀

断︒﹄こ の規定 からも 明らか な如く ︑変事を 内密に 済すこ とは︑犯罪 捜査の 端緒を 失わし める危 険性も あるの で︑事

件の公 開の作 為義務 を負わ しめた のであ る︒ 徳川禁 令考後 聚第五 帙二五 四頁の 前後に 互る具 体的事 例を考 察する と

﹃孫六 儀︑助 四郎人 を殺候 儀を助 四郎親 八郎 右衛門 任申旨 内証ニ 而取扱 不埓に 付︑過 料三貫 文申付 ﹄とあ り︑又 ︑

﹃まつ 儀︑忰 善六︑ 被殺亦 処内証 ニ而可 事済旨 相手 方之も のを偽 ︑死骸 為取置 御預り 所役人 より吟 味有之 迄ハ不 訴

出不埓 ニ付此 段叱リ 申候︒﹄と か︑更 に︑﹃小川 山村 庄屋︑ 惣兵衛 ︑同村 真念助 四郎申 合人を 殺亦儀 を乍存 ︑不訴 出

剰年寄 共︑内証ニ 而取扱 眞念助 四郎を 為立退 候段乍 承打捨 置役儀 不似合 不届ニ 付︑中追 放申付 ︒
﹄等が あるが ︑最 后

の事案 にも関 連する が︑御 定書百 ヶ条の 第七 一条に ︑
﹃ 親被 殺
レ 候 死骸見 届候得 共︑物 入等を 厭ひ︑ 村役人 等相談 之

上︑不 訴
﹄と ある事 を注意 すべき である ︒
二 出 押
一 隠儀 ︑顕に おゐて は︑当 人︑遠 島︑名 主︑軽 追放︑ 組頭︑ 所拂︒

右の 如き条 文は殺 人犯や その他 重大 な犯罪 の行は れた事 を知っ た親族 ︑利害 関係人 ︑町村 役人等 の告訴 ︑告発 義

務に違 反した 場合で あるが ︑これ らの告 訴・ 告発の 作為義 務は一 般人を して︑ 警察的 任務に 協力せ しめよ うとす る
政策的 見地に 原因が 存した ようで ある︒
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この 様に徳 川幕府 刑法に おいて の犯罪 を知 った者 に告発 ・告訴 の義務 を負は しめて いるこ とは︑ 御定書 及び仕 置

例にそ の例を 見出す が︑そ の他︑ 特に︑ 似せ 金銀︑ 唐船よ りの抜 買︑古 かねの 売買︑ 遊女差 置︑博 奕︑き りした ん

宗門等 の犯罪 につき 之を知 って届 出なか った 者を曲 事と為 す旨の 御觸書 が出て いる︒ しかも その或 る場合 には訴 人
︵註 一 ︶

に褒賞 を給す ること になっ ている ので ある︒ この様 な一連 の作為 義務の 規定は ︑犯罪 の検挙 を容易 にする という 社
会保安 的な目 的に出 づる規 定と見 るべき である ︒

次に ︑地域 的共同 社会の 構成員 相互間 に負 担した ︑救助 義務の 原則よ り生じ た作為 義務が 考えら れる︒ 例えば ︑

五人組 制度の 様なも のがそ れであ る︒更 に︑ 火災の 際の消 火協力 義務︒ 盗賊の 発見せ られた 時︑近 隣者が 逮捕に 協

力する 義務等 がこれ であり ︑部落 的共同 社会 の秩序 ・福祉 の為に ︑個人 の犠牲 的協力 義務が 強度に 要求さ れてい た
のでる が︑こ れは連 坐規定 の正に 裏面的 関係に あると 考える ︒

これ らに関 しての 具体的 な法制 資料 につい ては︑ 御定書 百ヶ条 中には 直接の 規定は 存しな い︒他 の︑五 人組規 約

法学八巻一一号一二号参照

や町・ 村の御 觸書類 に存す る処で ある︒
註一高柳眞三著徳川時代の不作為犯

四 ︑社会 経済秩 序上作 為義務

同じ く道義 的要請 からで なく広 くは社 会秩 序・保 安目的 からの 要請よ り作為 義務が 生ずる 場合で はある が︑次 に

第二号
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公共的 要素の 少ない ︑主と して社 会経済 秩序 の円滑 性を保 持する 為に︑ 贓物を 駆逐す る一定 の作為 義務が 要求さ れ
る場合 が存す る︒
苫 小牧駒 澤大学 紀要
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江戸拂 ﹄と いう規 定があ るが︑ 質制度 の円滑 なる運 用と︑ 質入品 から贓 物
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大 久保

過料︒ 但︑武 家之家 来に候 はゝ

御定 書第五 十六条 ﹁盗人 御仕置 之事﹂ の中に ︑從 前々之 例とし て﹃盗 物とは 不存候 得共出 所不 相
二 糺 質
一 に置遣 候
もの

を〆め 出すの みなら ず︑そ れの発 見によ り窃 盗犯人 をいち はやく 捕縛す る手懸 を掴む 為にも ︑質取 主に質 入物の 出

所を相 糺する 作為義 務を課 して︑ 盗物と は知 らなか ったと 云う事 を何ら の抗弁 として も認め なかっ たので ある︒ 御

仕置例 におい ても︑ この類 の作為 義務に 反して 刑事責 任を科 された 場合は 非常に 多いの である ︒︱︱ 御仕 置例類 集

古類集 拾三之 帳︑盗 物怪敷 品取扱 亦部の 後半は 約百頁 ほどこ の類の 仕置例 があが ってい る ︱︱
﹃ 盗物と 不存質 ニ取候 類﹄に ついて ︑まず 述べよ う︒

質物 として 取る場 合に︑ その物 が盗物 であ ると質 屋は︑ 後述の 如く非 常なる 損害を 蒙るの で︑こ れを十 分相糺 し

て質物 として 取置か ねばな らぬの である が︑具 体的に 質取主 はいか なる糺 問行為 をしな ければ ならな いかと 云うに ︑

︵註 ニ ︶

仕置例 により 次の如 きもの が考え られる ︒

︵註 四 ︶ ︵ 註 五︶

質物に 取置候 品を売 拂遣し た時は ︑売拂 代金も 取上げ られる ︒

の場合 ︑三十日 手鎖 ︑叱り等 である が︑これら の刑責 は︑その品 取上げ 質代銭 損失之 上科さ れた場 合が多 い︒更 に

︵ 註三 ︶

そう して︑ これら の糺問 行為を 為さな かっ た場合 で贓物 という 事が判 明した 時の質 取主の 刑事責 任は︑ 過料の み

質 物に判 がある か否か 調べる

︵註 一 ︶

︱︱ 置 主・証 人両印 有之事 を要す︱︱

証 人の有 無・適 否を調 べる︒

質 物の出 所を相 糺す

身 元住所 を尋ね る

（４） （３）
（２）
（１）

の 証人と 質取主 との関 係につ いて は︑御 定書第 五十七 条﹁盗 物質に 取又は 買取候 者御仕 置之事 ﹂の第 一項︑ 享
保元年 元文五 年極の 処に細 しい規 定が存 するの である ︒即ち ︑

質屋 の定法 は質物 は必ず 証人を 立てて 質に 取り金 子を貸 渡す定 めであ るが︑ もし質 取主が 盗品と 知らず して定 法

の如く 通例の 証人を とり質 に取置 いた ものが 追て︑ 盗人等 吟味の 上で盗 品と判 明した 場合に は︑質 取主の 作為義 務

を為し ている ので︑ 証人が 元金を 損害賠 償し て︑質 取品は 本主へ 返還し なけれ ばなら ない︒ 但し︑ その利 子は証 人

も填補 する必 要がな く質取 主の損 害と なる︒ 蓋し︑ 質取主 が盗品 と不存 事明白 の上は ︑その 罪は証 人に帰 するの で

はある が︑盗 品を取 ったと 云う事 はやは り不 正な事 である ので質 取主も 利分は 損する 事とな る︒但 し︑も し其証 人

となっ た者も 盗人等 の共謀 の為罪 があっ て刑 に處せ られた る場合 は︑其 の質金 を指出 すべき 掛り所 がなく なる訳 で
あるか ら︑こ れは質 屋の丸 損とな って品 物はた ゞで返 さなけ ればな らない ︒
○

○

○

其 品取上

過料 ﹄が

そう して︑ この様 な作為 義務に 反し不 念なる 時は質 取主自 身が刑 事責任 を追う 事は前 述した ところ である ︒
○

の印 形の事 に関し ては御 定書第 五十七 条第六 項の﹃ 壱人両 判︒或 証人無 之
レ 質物を 取候も の
参考と なる︒

贓物 か否か の検査 は質屋 の主人 が責任 をも ってな すべき で︑留 守中に 支配人 に任せ 置いて 盗物を 預った 場合︑ 主
︵ 註 六︶

リ ャクシ ュ

ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽ

ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽ

ヽヽ ヽヽヽ

過

人は関 知せぬ からと て責任 を免れ るこ とはで きない ので︑ 不行届 として 質物取 上︑質 代銭損 失之上 ︑過料 三貫文 の
刑事責 任を主 人自身 がおっ たので ある︒

ヽ ヽヽヽ ヽ

次に ︑
﹁ 盗物と 不存質 ニ入遣 或は質 代銭之 内掠 取候 類﹂に ついて は
︵註 七 ︶

﹁盗物 とは不 存候得 共︑得 と出所 も不相 糺︑盗 物質 物置遣 又ハ盗 取候品 を預ヶ 銭借受 遣亦儀 共不埓 ニ御座 亦間

第二号
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料銭三 貫文﹂とさ れ︑又﹁盗物 とは不 存候得 共︑出所も 不相糺 ︒質入 等の世 話いた し乍少 分酒代 等貰受 ﹂た 場合も 不
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徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

︵ 註八 ︶

埓とし て﹁貰 受候酒 代取上 之上過 料三貫 文﹂を 課せら れてい る︒

盗物 か否か の検査 義務は ︑更に ︑質入 れの 場合の 証人に 迄課さ れてい た様で ある︒ 即ち︑ 証人に 立つ場 合︑そ の

︵註 十 ︶

不埓 ニ付﹂ として ︑過料 三貫文 の刑事 責任を 負って いる︒

︵ 註 九︶

質入物 につい て︑得 と出所 も不相 糺に印 形を 貸し︑ 証人と なって も質屋 迄同道 もせぬ 様な証 人は﹁ 印形麁 末ニい た
し候段

代 銭損失 ﹂であ り﹁出 所を不 相
二 糺 為
一 に 盗品を 買って しまっ て︑こ れを商 売の為 に売拂 い又は 見

又︑
﹁盗 物と不 存買取 候類﹂につ いては ︑
﹁盗 物とは 不存候 得共︑得と出 所も不 相糺任 申ニ盗 物之品 買取候 段不埓 ニ
付代銀 ニて取 上
ヽ ヽ

ヽヽ

︵註 十 一︶

世売し た場合 ﹂も︑ 物の代 金銭を 償い︑ 売出し 徳用 之分を 取上げ られる か︑又 は︑そ の物を 取上げ られ見 世売の 代
ヽヽヽ ヽヽ

金残も 取上げ られる のであ り︑他 に︑過 料とか 叱り等 の刑事 責任も 科せら れたの であ る ︒
︵ 註 十二 ︶

盗物 と不 存
質入 れの世 話の場 合
レ に被 相
二 頼 た
一 物 を出所 も不 相
二 糺 に
一 売却の 世話を して礼 金をも らった 場合に も︑
と同じ く︑礼 金をと り上げ られ過 料に処 せられ たので あ る ︒

︵ 註十 三 ︶

更に ︑反物 を貰っ て︑そ れで衣 類に仕 立て て着て いたが ︑その 反物が 盗品で あった と判明 した時 は﹁代 銭を取 上

げられ 急度叱 り﹂と すべき 伺に対 して︑ 評議 は﹁切 地を衣 類に仕 立てて 期崩し たので あるか ら︑取 上之不 及沙汰 ﹂
︵ 註 十四 ︶

とした ︒又︑出所を 不 相
﹁御咎 之不及 沙
二 糺 す
一 借 りうけ た金子 が盗物 であっ た時も ︑それを 使用し てしま った時 は︑

汰 ﹂とし た仕置 例もあ り興味 深い処 である ︒然し ︑
﹁ 身分不 相応之 ものよ り金子 借受け た場合 ﹂は︑盗んだ 金子で あ
︵ 註 十五 ︶

ると云 う危険 性が十 分にあ るのだ から︑
﹁心附 方も可 有之処 ︑其儀 の無い 事は不 埓であ る﹂ので﹁ その金 子取上 ︑急
度叱り ﹂と処 せられ たので あ る ︒

以上 の具体 的事例 からも 明らか な様に ︑質入 の場合 の質取 主や証 人︒売 買︑或 いは︑ 物を貰 う︑借 りる場 合にも ︑

24

ヽヽ

当該の ものの﹁出 所を相 糺す﹂と いう作 為義務 が強度 に要求 されて いたの であっ て︑かかる 作為義 務に反 した場 合︑贓

物に関 与した 不作為 犯とし て︑処 罰され たの である ︒この 様な重 い注意 義務を 課する 事によ って︑ 盗物を 発見す る
ことに 協力せ しめ︑ 又︑経 済の流 通秩序 の安寧 にも役 立たせ ようと したの である ︒

因み に︑物 を買う 時に相 糺して 証人を 立て て買っ たが︑ その物 が実は 盗物で あった 場合の 處置に 関して は︑直 接

には不 作為犯 と関係 がない 事であ るが 関連上 ここで 述べる ならば ︑御定 書第五 十七条 第二項 ︑享保 五年元 文五年 極

に規定 がある ︒即ち ︑盗品 買取候 者は買 主の不 念た る者と 定め其 色品は たゞ返 させ代 金は買 主の損 失とな る事が 定

法では あるが ︑買主 が証人 を立て て不正 の品 でない 旨をた しけめ て買取 った場 合は︑ 其証人 に有っ た者よ り代金 を

を出さ せて買 主に相 渡させ るので ある︒ これ は買主 に於て は全く 証人を 信じた 上なの でこれ を欺い た罪は 証人に 帰
さるべ きであ るのは ︑質屋 の場合 と全く 同様で ある︒

但し ︑盗品 の在所 が分か らない 時︑其 売拂っ た代 金を盗 人が所 持して いる時 は︑其 金を取 上げこ れを盗 まれ主 へ

渡し︑ 又其盗 物の在 所は分 明にて 買主よ り其 品を以 て盗ま れた人 に返し た上に も其代 金を盗 人が所 持して いたな ら

ば公儀 へ取上 げるの である ︒これ らは︑ 盗物を 買っ た不念 の罪は 必ず之 を其買 主又は 証人に 帰して 盗品を 買わぬ 様
に注意 させた のであ る︒

そう して︑ 売買が 何回く りかえ されて も︑ 窃盗の 被害者 を保護 する為 に︑取 引の安 全を害 して迄 も︑こ れを追 奪

せしめ ている ︒この 点につ いては ︑同条 第三項 に規定 がある ︒即ち﹃ 盗物と 不 存
レ 買取 売拂候 節は︒ 売先段 々相糺 代
金を以 買戻さ せ被 レ
盗候 もの之 為 二
相返 一
︒盗 人より 初発買 取候者 之損金 に可 二
申付 事
一 ︒

第二号
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但︑ 売先不 相
候はし ︑初発 買取候 ものよ り︑被 盗
償可 レ
申事 ︒
﹄ とある
二 知 一
レ 亦もの え︑代 金にて 為 レ
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家財取 上

江 戸拂﹄ とある ︒盗人 が召 捕られ るか︑ 又は︑ 盗まれ た主よ り届出 て盗品 の色品 書附を 以

最后 に︑同 条第四 項には ﹁物を 相糺す ﹂検査 義務 の加重 せられ る場合 が規定 されて いる︒ 即ち﹃ 紛失物 町觸之 節
隠置候 もの

て奉行 所より ︑名主 々々へ 觸廻す 時は︑ 商売人 又は 質屋に 於ては 心を附 けて己 々の買 取又は 質取っ た品々 の内に 盗

品・紛 失物が ある時 には直 ちにこ れを訴 出る 定法で あって ︑かか る觸書 のでて いる時 は検査 義務・ 注意義 務も加 重

せられ ている と見る べきで ある︒ そうし て︑ 同条六 項後段 よりも 明らか な如く ︑かか る町觸 之節︑ 盗品又 は紛失 物
○

○

○

を訴 出に おゐ ては ︑︱︱ 通常 の場 合は ︑壱人 両判 或証 人無 之
レ 質 物を 取候 もの は其 品取 上︑過 料の 咎で ある が ︱︱
其品取 上︑﹃不 及
咎
レ
レ ﹄ の刑事 責任が 阻却さ れたの である ︒

註一御仕置例類集古類集︵以下略︶Ⅱ四五七頁︹八一四︺寛政九年﹃靈岸島無宿・十五郎︑盗いたし候一件﹄
註二 Ⅱ四五三頁︹八〇九︺寛政五年
﹁浅草大護院門前・嘉兵衛事・半右衛門盗いたし候一件﹂
註三 Ⅱ四五〇頁︹八〇五︺明和九年
﹁無宿・伝藏︑盗いたし候一件﹂
註四 Ⅱ四六四頁︹八二三︺享和元年
﹁麹町貳丁目太兵衛店︑米舂屋権九郎・召仕・栄助︑盗いたし候一件﹂
註五 Ⅱ四五三︹八〇九︺前掲仕置例
註六 Ⅱ四六四頁︹八二三︺前掲仕置例
註七 Ⅱ四七六頁︹八三二︺天明三年
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﹁駿府梅屋町・九右衛門忰・金藏︑盗いたし候一件﹂
註八 Ⅱ四七七頁︹八三五︺天明五年
﹁佐州辰巳村ニて召捕候無宿・専次郎︑盗いたし候一件﹂
註九 Ⅱ四八五頁︹八四四︺寛政六年
﹁当時無宿・常吉︑盗いたし候一件﹂
註十 自Ⅱ五〇八頁︹八六七︺明和九年
﹁無宿︑伝藏︑盗いたし候一件﹂
至Ⅱ五二一頁︹八八三︺享和二年
﹁市ケ谷平山町・忠兵衛店・貞順事・入墨孫兵衛︑盗いたし候一件﹂
註十一Ⅱ五二二頁︹八八四︺寛政三年︒以降
﹁無宿・彌七︑盗いたし候一件﹂
註十二Ⅱ五三五頁︹九〇一︺天明八年
﹁無宿・吉五郎坊主︑盗いたし候一件﹂
註十三Ⅱ五五五頁︹九二九︺寛政五年︒
﹁浅草大護院門前・嘉兵衛事・半右衛門︑盗いたし候一件﹂
註十四Ⅱ五五六頁︹九三一︺寛政五年
﹁当時無宿︑由五郎︑かたり事いたし候一件﹂
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註十五Ⅱ五五八頁︹九三四︺寛政七年
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治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

一人 が数罪 を犯し た場合 の刑事 責任

﹁当時無宿・庄助︑盗いたし候一件﹂

第六章
︱徳川 幕府刑 法を併 合罪と 累犯の 概念か ら考察 ︱

一 ︑併合 罪と累 犯序説

同一 人が單 一の犯 罪を犯 す場合 もあ れば︑ 又︑複 数の犯 罪を犯 す場合 もある ︒複数 の犯罪 すなわ ち数個 の犯罪 の

成立す る場合 におい ては︑ それが 並立の 関係 に在る ことが あり︑ 又︑累 次の関 係に立 つこと がある ︒累次 の関係 に
︵ 註 一︶

おける ものを 裁判に おける 縦の犯 罪関係 とし ︑並立 の関係 におけ るもの を裁判 におけ る横の 犯罪関 係とす ること が
できよ う︒そ うして 前者を ひろく 累犯の 問題と し︑後 者をひ ろく併 合罪の 問題と する︒

まず 併合罪 の関係 より述 べるな らば︑ 併合 罪とは 未だ確 定裁判 を経な い数罪 をいう ︒そう して︑ 併合罪 にはそ の

全部の 犯罪に 付確定 裁判を 経てい ない場 合と︑ その一 部の犯 罪につ いて確 定裁判 があっ た場合 とを包 攝する ︒

扨︑ 併合罪 を合一 して裁 判する 場合 に︑併 合罪の 處断刑 ︑即ち ︑その 刑事責 任を定 めるの に︑三 種の主 義が存 す

る︒第 一は﹁ 吸収主 義﹂で 数罪の うち最 も重 い刑だ けで處 罰し︑ 第二は ﹁併科 主義﹂ で数罪 の各刑 を併合 して處 罰
し︑第 三は﹁ 加重主 義﹂で 数罪の うち最 も重い 刑に一 定の加 重をし て處罰 するの である ︒

かか る現行 の刑法 上の概 念を前 提とし て︑ 以下︑ 徳川幕 府刑法 におけ る併合 罪関係 とそれ の刑事 責任は 如何様 に
科せら れたか の点を 考究し ていき たいと 思う︒

28

註一市川教授刑法総論三四七・八頁
以下の現行刑法についての説明文引用も本著に従う︒

二 ︑併合 罪的事 例
ハ ン レイ

ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽ

御仕 置例類 集﹁凡 例﹂の 第七項 に︑

﹁一人 数罪を 犯せし ものは 重き方 の類 え入て 軽き方 ハ除て ﹂とあ るが︑ これは ︑一人 数罪を 犯した 者の刑 事責任 を

︵ 註一 ︶

︵ 註ニ ︶

決定す るのに ︑まず 数罪の 中から ﹁最も 重い 犯罪﹂ を選び ︑この 最重の 犯罪に 科され た刑罰 だけが 問われ ると云 う
評定所 の態度 を示し たもの といえ る︒

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

軽き 方ハ除 て︑さ れとも 重

○

この﹁ 最も重 い犯罪 ﹂のこ とを当 時の用 語例 として は﹃重 之悪事 ﹄
と か﹃重 之不届 ﹄
と か言っ たので ある︒ そうし て
○

この﹁ 最重の 犯罪に 対する ﹁刑罰 が科さ れる﹂ 事は﹃ 重き方 え附﹄ けると いわれ た︒
ハン

そも そも御 仕置例 類集凡 例にお いて ﹃一人 数罪を 犯せし ものは ︑重き 方の類 え入て

き方は 外に見 合え例 多く却 て軽き 方見 合に可 成して ︑しか も其刑 之評議 ︑決し あるも のは︑ 軽き方 之類え 入︑重 き

入墨 を消紛 し︑博奕い たし候 もの御 仕置之 儀ニ付 評議に よれば﹃⁝ ⁝

方之類 は除之 ﹄とい われて いるが ︑具体 的仕 置例の 中にも ﹃重き 方え附 ける﹄ という 一般的 法則に 関し述 べてい る
寅
次の如 きもの がある ︒寛政 六 年
︑御尋︑一

廻り筒 之博奕 いたし 候科は ︑三度 以下ニ 候得 は重敲 ︑三度 以上ニ 候ハゝ 中追放 ニ相当 候處︑ 入墨を 抜︑御 構之地 之

第二号
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立帰候 もの︑ 入墨え 上・前 之御仕 置より 一等 重く可 申付・ 御定ニ て︑御 構之地 え立入 候科︑ 入墨之 上・重 追放ニ 相
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○

治男

︵註 三 ︶

○

○

○

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

○

当り候 召︑重 キ方え 附︑入 墨之上 ・重追 放︑可 被仰 付もの ニ付︑ 三度以 上ニお よひ候 とも︑ 差別ハ ︑有御 座間敷 哉

ニ奉 存候 ︒
﹄ とあ り︑又 ︑寛政 二戌 年御 渡︑町 奉行・ 池田 筑後 守伺︑ 一︑御 構之 地徘 徊いた し被 召捕 ︑前科 は押 包
○

○

○

○

○

居︑無 構︑門 前拂ニ 成︑其 後猶又 被召捕 ︑右之 始末 及白状 候もの ︑御仕 置之儀 ニ付評 議の文 中にも ﹃⁝⁝ 假令︑ 江

戸拂相 当之科 と遠島 相当之 科と︑ 二ツ 有之も のニて も︑死 罪ニは 不相成 ︑重キ 方え附 ︑御仕 置相済 来︑箇 條を束 候
︵ 註 四︶

て之御 仕置は ︑其趣 意ニも 寄候儀 ニて ︑一躰 ︑巨細 ニ刻︑ 御仕置 附仕候 てハ︑ 際限無 之︑却 て区々 ニ相成 可申哉 ⁝

○

○

○

○

○

た て わき

○

○

○

○

○

○

○

○

帯 刀伺︑ 一︑新 材木町 無宿・入 墨藤次 郎坊主 ︑盗い たし候 一件﹂ には﹃ ⁝⁝死 刑

○

⁝ ﹄ とある ︒この 他にも 同様の 仕置例 がある が︑こ れらか らも明 らかな 如く︑ 幕府刑 法にお いての ﹁重き 方え附 ﹂

○

○

るとい う事は ︑一人 が数罪 を犯し た場合 の刑 事責任 は︑数 個の罪 のうち 最も重 い罪に ついて だけ問 われる と云う ︑
︵ 註 五︶

○

所謂﹁ 吸収主 義﹂を 採用し ていた 事がう かゞわ れる︒

次に ︑御仕 置例類 集凡例 の第七 項後段 には ﹃同刑 之罪を 数條犯 したる ハ見合 少き方 え入之 ︑多き 方ハ除 之︑又 ︑

各見合 ニなる へくし て︑その刑 名も決 しある のたく ひハ重 出之﹄と あるが ︑
﹁同刑 之罪を 数條犯 したる ﹂場 合︱同 程

○

○

度の刑 事責任 を科せ られて いる数 罪を 犯した 場合︱ に於て も︑そ の中の 一つを 以て處 断され たので あって ︑吸収 主

○

○

義の原 則に支 配され ていた のであ る︒
○

午
天明 年
御渡︑ 火附盗 賊改︑ 堀

三ツ之 科ニ御 座候間 ︑重キ 方え附 ︑伺之 通︑ 引廻し 之上・ 獄門﹄ とある が︑こ の死刑 三ツ之 科に当 る犯罪 を具体 的

に述べ るなら ば︑﹃新材 木町無 宿・入 墨・藤 次郎坊 主儀︑ 無宿・ 長次郎 事・又 七と馴 合︑鈴 之森往 来ニて ︑旅僧 を︑

帯ニて 〆殺︑ 金子・ 衣類を 奪取︑ 其後︑ 被召捕 ︑吟 味之上 ︑右之 悪事は 押隠し ︑軽キ 盗いた し候断 ︑白状 ニおよ ひ

并
候依科 ︑敲御 仕置ニ 相成候 後︑同 類馴合 ︑小船 町 南
新堀 町家前 河岸・土 蔵之錠 を︑竹 ひこニ て突明 ヶ米盗 取︑其 後︑

又候︑ 被召捕 ︑吟味 之上︑ 前段之 悪事ハ 押隠 し︑猶 又︑軽 き盗い たし候 段︑及 白状候 依科︑ 入墨御 仕置ニ 相成候 後

30

○

○

○

○

も︑盗 不相止 ︑武士 屋敷・ 戸明キ 有之 所え這 入︑釜 盗取︑ 又は︑ 往来人 ニ突当 り︑懐 中之品 ︑度々 抜取︑ 其上︑ 牢

屋敷︑ 類焼之 節︑放 遣候處 ︑立帰 不申︑ 旁︑重 々不 届ニ付 ︑町中 引廻し 之上獄 門﹄と いうこ とにな る︒そ うして ︑

○

○

○

○

○

○

○

○

かゝる 犯罪行 為は次 の如き 三箇の 刑事責 任を科 せられ るべき ものに 該当す るので ある︒

○

○

家 藏え忍 入土藏 抔破り 候類︑ 金高雑 物之不 依多少 ︑死罪
○

入 墨ニ成 候以後 ︑又候 ︑盗い たし候 もの死 罪
人 を殺︑ 盗いた し候も の︑引 廻し之 上︑獄 門

そう して︑判決は ︒かゝ る犯罪 行為は﹁死刑 三ツ之 科﹂に 該当す るもの ではあ るけれ 共﹁重キ 方え附 ﹂て︑
﹁引 廻

し之上 ︑獄門 ﹂とさ れたの であっ て︑他 の二 個の死 刑は﹁ 重之悪 事﹂の 中に吸 収され たと考 えるべ きであ る︒︱ 勿

論︑死 刑はた ゞ一回 執行さ れれば 他は不 可能 である ので現 実の問 題とし ては無 意味で あるが ︑これ は観念 上の問 題

として である ﹄︱︑ 又︑同 様の態 度に立 脚して ︑享和 元酉年 御渡︑ 火附盗 賊改・岡部内 記伺︑﹁尾 張無宿・林藏︑ 盗
︵ 註 六︶

いた し候 一件 ﹂には ︑急 度叱 りに 該当 する 犯罪 を二 個犯 した 場合︑﹃束 候て 御咎 重り 候 ニも 及間 敷哉 ニ付﹄ とし て
﹃急度 叱り﹄ の刑事 責任を 問うて いる

幕府 刑法に おける ︑この 様な吸 収主義 の採 用の結 果を裏 から観 れば︑ 刑事裁 判手続 におい て︑最 重の罪 が確定 す

れば︑ それ以 下の犯 罪につ いては それを 確定 させる 必要が なくな ること となろ う︒そ うして ︑すで に死罪 の刑に 当
た て わき

︵ 註七 ︶

戌
る罪が 確定し た上は ︑それ 以下の 罪につ いては 自白は 必要で ないと された 事例が みられ る︒即 ち︑安 永七 年
御 渡︑

ノガ レ

火附盗 賊改︑ 土屋帯 刀伺﹁ 千住無 宿・き ねつみ 幸七︑ 追剥同 様之悪 事又は 途中之 盗等︑ いたし 候一件 ﹂に ﹃⁝⁝ 察

度ニ吟 味詰候 儀ニて ︑白状 ニは無 之候得 共︑其 外之悪 事ニて ︑先達て 相伺候 通︑死 罪は難 遁 刑ニ違 候儀も 有之間 敷

第二号
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哉ニ付 ︑強て ︑吟味 之不及 沙汰ニ ︑町人 躰之財 布又は ⁝⁝﹄
﹃⁝⁝ 執ニも ︑死罪 ハ難遁 御座候 間︑吉 兵衛引 合之再 吟
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（３）
（２）
（１）

治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶
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味︑白 状ニて 無之候 とも︑ 御仕置 ニ振候 儀は︑ 有之間 敷哉⁝ ⁝﹄と あるこ とから も明ら かであ ろう︒
︵ 註八 ︶

レン

次に ︑何故 幕府が かゝる 吸収主 義を採 用し たかの 理由の いくら かを示 唆する 資料と して︑ 嘉永四 年の評 議書﹁ 押
込盗又 は追剥 いたし 候御仕 置評議 ﹂の 中より 引用し よう︒

江
﹃⁝⁝ 往々 都而 之罪 科度 数ニ 応し 差別 附候 事ニ成 行候 ハゝ 混雑 之基 自餘 之廉 々も 自然 御定 差
響差 支之 儀出 来致 間

もこ

敷とも 難 申
レ 且ハ 数度之 廉を以 本罪よ り為 重
レ 候ハゝ 遠島以 上之類 自本罪 一等重 キ御仕 置ハ為 遠島以 下とも 御定ニ 相
かえ っ て

悖り候 意味も 有之其 上累年 御仕置 筋巨細 多端 ニ相成 御府内 ハ勿論 遠国奉 行所等 ニ至迄 取調手 間取其 内ニハ 主謀之 も
の病死 いたし 却而御 仕置之 詮無之 引合之 もの共 も及 迷
二 惑 候
一 筋も有 之⁝⁝ ﹄
右の 資料中 より理 由をヶ 条書に まとめ れば

寅
科され た事例 がある ︒寛政 六 年
御渡 ︑火 附盗賊 改︑太 田運八 郎伺︒﹃牛 込若宮 町清五 郎店ニ 罷在︑ 欠落い たし候 孫

第一 に︑過 料に当 る罪三 個を犯 した場 合に ﹁一躰 之不埓 を束品 不宜候 間︑所 拂﹂と して質 的に転 換され た罪責 が

○

かか る吸収 主義の 原則に 対して ︑例外 と考え られる 場合に ﹃束候 而之御 仕置﹄ がある ︒

ては妥 当であ った︒

吸収 主義以 外を採 用する とかゝ る危険 が考 えられ るので ︑最重 犯に他 の犯罪 の罪責 を吸収 させる のが︑ 当時と し

の三点 となる ︒

裁 判籍等 が広範 囲にわ たると 取調が 手間取 ︑被疑 者等の 死亡も ありえ る︒

刑 罰の量 刑等の 面から も御仕 置筋が 巨細多 端ニ成

刑 事裁判 手続の 混雑之 基

（２）
（２）
（１）

ヽヽヽ ヽ

○

○

ヽヽ ヽヽヽ

ヽヽ

○

○

八︑盗物 質入れ いたし 遣候一 件﹄に は次の 如く記 されて いる︒
﹃⁝⁝ 請合人 も無之 ものを 差置︑又 ハ盗者 と不存 ︑質
ヽ ヽヽヽ ヽヽ
○

◎

◎

入れい たし遣 候段は 両様と も︑過 料ニ 相当り ︑吉五 郎︑被 捕候を 承り︑ 欠落い たし候 段も︑ 是又︑ 過料程 之科ニ 可

有御座 哉ニ付 ︑差当 り︑例 は相見 不申候 得共︑一 躰之不 埓を束 ︑品不 宜候間 ︑所拂 ︒
﹄︱︱ 御 仕置例 類集古 類集Ⅱ 四
八三頁 ︹八四 二︺︱︱

○

○

帯刀 伺﹃野 州無宿・茂兵 衛事・喜 八︑盗 いたし 候一件 ﹄の中 に︑﹃⁝⁝ 御定書 に︑盗 ニ入︑ 刃

未
第二 は︑死 刑につ いて﹁引 廻﹂が 附加さ れて刑 事責任 が純粋 の吸収 主義よ りも加 重され ている 事例︒ 天明七 年
御

渡︑火 附盗賊 改︑堀

物ニて 人ニ疵 付候も の︑盗 物︑持 主え 取返候 とも︑ 獄門︑ 家藏え 忍入︑ 旧悪ニ 候とも ︑五度 以上之 度数︑ 盗いた し
ヽヽヽ ヽヽヽ ヽ

○

○

○

候もの ︑物不 得取様 共︑引 廻し之 上︑死 罪︑と 有之 ︑五度 以上︑ 盗いた し︑其 上︑刃 物ニて 人ニ疵 付候不 届も御 座

候間︑ 右両様 之御定 を束︑ 引廻し 之上・ 獄門﹄ とある ︒︱︱ 御仕 置例類 集︑古 類集Ⅱ 二八二 頁︹六 〇九︺︱︱

酉
第三 には︑敲刑 に当る 罪が追 放刑に 当る罪 と競合 する場 合は︑敲 が併科 されて いる︒ 例えば ︑寛 政元 年
御 渡︑大

坂町奉 行︑小 田切土 佐守伺 ﹃幼少 之もの ︑追剥 いたし 候一件 ﹄
ヽヽ ヽヽヽ ヽヽヽ ヽヽ

ヽヽヽ ヽヽヽ

○

○

○

Ⅱ三三頁︹三八四︺

○

○

○

并
﹃⁝⁝ 此儀︑ 盗物と 乍存︑ 下直ニ 買取候 もの︑ 所拂︑ 人別帳 ニ不加 ︑他之 もの差 置候も の︑当 人 差
置候 ものと も︑

○

所拂︑ 之御定 ニ見合 ︑所拂 科貳ツ ニ御 座候処 ︑盗物 と乍存 ︑世話 いたし ︑配分 ハ不取 もの︑ 敲之御 定をも 見合︑ 敲
之上︑ 所拂﹄︱︱ 御仕置 例類集 ・古類 集Ⅱ四 二三頁 ︹七七 三︺︱︱

右

註一御仕置例類集古類集Ⅱ二八〇頁︹六〇八︺
註二 同

Ⅰ二八二頁︹一九五︺

一九 九九年 一〇月

右

第二号

註三 同
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治男

○

○

○

○

○

ヽヽ ヽ ヽ

巻第六︑名例

Ⅰ二七六頁︹一九〇︺

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

右

○

Ⅱ三五六頁︹六九六︺

○

○

○

寛保元 年極に ︑
﹃一︑度々 箱訴い たし手 鎖
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註四 同

コ レ

註五 唐律疏義

右

示して いる規 定は存 したの である ︒
○

御定 書第五 条﹃ 評定所 前箱之 度々訴 状入候 もの之 事﹄の第 二項

に成候 処︒差 免候以 後︑又 候訴状 入候 もの︑ 町在共 ︑江戸 拂﹄と ある︒ 又︑第 四十二 条﹃奉 公人請 人御仕 置之事 ﹄

追加

徳川 幕府刑 法にお いては ︑累犯 を計の 加重 事由と する一 般的規 定は︑ 存しな かった が︑個 別的に は︑こ の点を 明

三 ︑累犯 的事例

註八 徳川禁令考後聚四帙三七七・八頁

註七 同

註六御仕置例類集古類集Ⅱ五九〇頁︹九七四︺

規定・国家学会雑誌︑五二巻四号参照 ︱︱

を継受したので︑養老律には︑この唐律とほゞ同様な﹁二罪以上倶発﹂の規定が存した︒︱︱小野清一郎﹁唐律に於ける刑法総則的

罪の刑を通計して後罪に充てると規定されている︒すなわち︑唐律は吸収主義をとったわけである︒そうして︑我が上世の律は唐律

餘罪が発覚した時は︑餘罪がすでに論決を経た罪よりも軽いか︑又は等しきときはこれを論ぜず︑重きときはさらにこれを論じ︑前

二罪以上がともに発した場合は︑重きものをもって論じ︑等しきときは一に従って断ずる︒もし数罪のうち一罪が處断されたのち︑

﹃諸ニ罪以上倶発以重者論︒等者須従一断︒若一罪先発経論決餘罪後発其輕若等勿論︒重者更論 レ之通 前
二 罪 以
一 充 後
二 罪 ﹄
一 とあって︑

（二）

○

○

○

○

○

ヽヽ

ヽ ヽ

ヽヽ

の第十 八項︑ 延享二 年極に は﹃奉 公人と 馴合︒ 欠落致 させ候 請人
○

引廻之 上

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

死罪 ﹄とあ る︒

一

○

重敲︒ 但二度 以上に 候はゝ ︒請人 死罪﹄ とあり ︑

○

キ
死 罪﹄と あり︑更 に︑第六 十四条﹃ 巧事か たり事 重 ね
たり 事いた し

第五十 六条﹃ 盗人御 仕置之 事﹄の 第二 十八項 の︑追 加︑寛 保二年 極に﹃ 家藏え 忍入︑ 旧悪に 候共︑ 五度以 上之度 数
○

盗いた し候も の︑物不 得
二 取 候
一 共
○

候もの 御仕置 之事﹄ の第二 項︑享 保二十 年極 に︑﹃巧成 儀申掛 ︒度々 金子等 かたり 候もの ︑金高 雑物之 不 レ
依 二
多少
ヽ ヽ

獄門︒﹄寛 保三年 極に﹃ 但不 レ
得 二
物取 候
一 共︒前 々度々 物を語 取︒或 巧之品 重きは

以上 の一連 の規定 は︑御 定書が その構 成要 件の中 に個別 的に︑ 累犯加 重を明 規して いる場 合であ る︒幕 府刑法 は

累犯加 重を一 般的に は採用 してい なか ったの で︑こ れらは 特例に 属す場 合であ る︒そ うして ︑これ らの場 合に累 犯

加重を する理 由は︑ 犯罪を 繰り返 し行な うこ とに因 って示 された 行為者 の反社 会性・ 社会的 危険性 ︑即ち ︑悪性 の

強いこ とを理 由とす るので あり︑ こゝで は︑行 為の結 果より の損害 の大少 という 事は論 外とな るので ある︒

更に ︑この 様な累 犯加重 の思想 の極端 な発 現とし て︑一 回の行 為では 何らの 犯罪も 成立さ せない が︑そ の行為 も

回数が 重なる に従っ て犯罪 性が醸 成され て︑刑 事責任 を科さ れるに 至る規 定が存 する事 を注意 すべき である ︒即ち ︑

并
第四条 ﹃無取 上願再 訴 筋
違願 之事﹄ の第 一項︑ 享保五 年極に ﹃諸願 申出候 もの︒ 一通り 吟味之 上︒難 成
レ 願に候 は
二

一

二

一

江 戸拂﹄ とあり ︑

而
じ難 立趣 申聞︒ 重 願
出候 はゞ︑ 咎可 申 付 旨書付 相渡︒ 猶又願 出候は ゞ︒過 料可 申付 事 ﹄とあ る︒又 ︑第四 十
レ

重 敲﹄と あるの も︑い ずれも ︑

二条﹃ 奉公人 請人御 仕置之 事﹄の 第十九 項︑寛 保元年 極﹃寄 子之内 ︒欠落 及 二
七度 一
不 二
尋出 請
一 人
第四十 三条﹃ 欠落奉 公人御 仕置之 事﹄の 第五項 ︑従前 々之例 に﹃度 々致欠 落候も の

一回の 行為で は罪を 問われ ないが ︑度数を 重ねる ことに よって 刑事責 任を問 われる 事例で ある︒ 更に︑回数 とか度 々
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

と云う 表現で はない が︑犯 罪の常 習性か ら刑 事責任 が加重 される 事例と して︑ 第五十 六条﹃ 盗人御 仕置之 事﹄の 第

第二号

一九 九九年 一〇月

二十四 項︑享 保元年 極に﹃ 陰物買 ︑入墨 之上 敲︑但 年来此 事にか ゝり居 候もの は死罪 ﹄とあ って︑ 犯罪行 為の反 覆
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治男

徳川幕 府刑法 におけ る責任 論︵二 ︶

○

○

性より の犯人 の悪性 の徴表 の結果 から来 る刑事 責任の 加重の 一場合 に他な らない ︒

以上 の事例 に反し ︑構成 要件の 中に︑ 度々 といっ ていな がら︑ その刑 事責任 が何ら 加重さ れない 規定が ︑第二 十
○

○

ヽヽ ヽヽヽ ヽヽ

○

○

二条﹃ 御留場 に而鳥 殺生い たし候 もの御 仕置之 事﹄の 第三項 ︑追加 ︑従前々 之例に ︑
﹃ 隠鳥を 売買い たし候 もの︑双

方共︑ 過料︒ 但度々 ︒売買 いたし 候共︒ 同断﹄ とあ るが︑ 幕府刑 法は一 般には 累犯加 重をし ない立 前なの で︑こ の
規定も 原則の 一適用 をいっ たにす ぎない であろ うが︑ 明文化 した実 益はな いだろ う︒

犯人 の犯罪 行為の 犯覆性 からく る刑 事責任 の加重 の刑法 思想は ︑更に ︑赦律 の分野 におい ても展 開され るので ︑
かゝる 社会的 危険性 を有す る犯人 には赦 を適用 しない ことと してい るので ある︒ 即ち

赦律 第二十 七﹃一 旦御赦 相成候 もの之 事﹄ に﹃一 旦御赦 ニ成又 候悪事 いたし 候もの ハ赦免 難成事 ︒是物 律三ヶ 条

一旦御 赦ニ成 又候悪 事いた し候も の赦 免難相 成趣ニ 見合評 議之上 相認申 候﹄と あり︑ 赦律第 二十二 ﹃遠島 ニ成又 候

悪事い たし候 もの之 事﹄に も﹃遠 島ニ成 又候 悪事い たし候 もの島 替ニ相 成候ハ 赦免難 成事︒ 是物律 貳ヶ条 遠島ニ 成

又ハ悪 事いた し島替 ニ成ハ もの難 成と有 之ニ見 合評議 之上相 認申候 ︒
﹄ とある ことが 注意さ れるべ きであ る︒

︵おおくぼ はるお・本学教授︶
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所謂御伽草子﹁浦島太郎﹂再考・その二
︱︱ 流布 本に関 する二 三の問 題を中 心に ︱︱

林

晃 平

Kouhei HAYASHI

：

キーワード 異本・浦島太郎・絵巻・奈良絵本・補完

Reconsideration on `The Book of a Fairy Tale of : Urashima Taro' Part II
︱ Centering on the Vulgated book
︱

要旨

所謂御伽草子﹁浦島太郎﹂の流布本は大きく五つの系統に分けられる︒その諸本は御伽文庫本系統

の本文を基にそれぞれの視点から増補が加えられたものと思われる︒某寺蔵絵巻を経て東洋文庫蔵

岩崎文庫蔵絵巻が形成され︑挿絵にも特異な図像が生まれた︒また︑東京大学国文学研究室蔵奈良

絵本と元禄四年刊本の本文を取合せたものが東京大学総合図書館蔵南葵文庫の本文である︒

1

本稿 は﹁所 謂御 伽草 子﹁ 浦島 太郎 ﹂再考︱︱ 新出 パリ 本を 中 心と して ︱︱﹂︵駒 澤大 学苫 小 牧短 期大 学紀 要・第

三 〇号・ 平成一 〇年四 月一〇 日︶の 続稿で ある︒ 前稿を 改める 部分 もある が︑諸 本一覧 の再掲 出はし ないの で諸本
に ついて は前稿 を参照 された い︒

所謂御 伽草子 の﹁浦 島太郎 ﹂は多 くの諸 本をも ってい るが ︑これ までの 調査の 限りで は︑所 収和歌 の分類 によっ

て 整然と 四つに 区分で きるこ とがわ かって いる︒ 今日知 られ ている 三十数 本の内 の三十 本以上 が第Ⅳ 類の諸 本であ

る ︒祝言 御伽文 庫とし て刊行 された 本をそ の系統 内に持 つゆ えに︑ この系 統の本 文が多 くの読 者を獲 得して いるこ

と も確か である が︑所 謂奈良 絵巻奈 良絵本 などの 写本の 本文 のほと んどが この系 統の本 文を持 つ︒流 布本と は﹁世

上 に最も 普及し ている 本﹂︵
﹃ 日本古 典籍書 誌学辞 典﹄流 布本の 項・片 桐洋一 ︶の意 である が︑﹁浦島 太郎﹂ の場合 ︑

諸 本の数 も多く そして 御伽文 庫本を 中心に 最も頻 繁に 引用さ れる本 文でも ある︒ こうし た観点 からも ︑この 第Ⅳ類
の 本文は 流布本 と称し てよい であろ う︒

さて︑ 一口に 流布本 といっ てもそ の本文 は一通 りでは ない ︒前稿 に掲載 した分 類でも その本 文から イロハ ニと大

き く四つ に分け てみた が︑い まだそ の分類 に幾つ かの不 審箇 所もあ り︑今 回新た に本文 を検討 しなお して大 きく五

つ に分け ︑その 諸本を 一覧す るため に新た に対照 表を作 成し 末尾に 掲載し た︒こ れによ り︑流 布本の 諸本の ありよ
う が︑一 目でわ かると 思われ る︒

一
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今回採 用した 五本は 以下の 通り︒
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所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂再考 ・その 二

一︑祝言御 伽文庫﹃ 浦島太 郎﹄︑こ れは所 謂渋川 版御伽 文庫で ある︒ しかし ︑渋 川版二 十三冊 の刊行 以前に 同一版

木 の三十 九冊本 が﹁ 祝言御 伽文庫 ﹂として それ以 前に刊 行され ている ため︑渋川 版の呼 称を用 いず御 伽文庫︵略 称・
御 伽本︶ とする ︒

二︑財 団法人 東洋文 庫所蔵 の中の 岩崎文 庫絵巻 ︵略称・岩崎本 ︶
︑ これは 内題外 題とも になく ﹃岩崎 文庫和 漢書目

録 ﹄にも活 字とし て記載 さてい ないが ︑同文庫 に設置 の目録 には鉛 筆書き で﹁浦 島太郎 物語写︵ 奈良絵 ︶ 一軸﹂と
加 筆され ている もの︒

三︑以 前に﹁ 浦島伝 説の資 料と解 題・稿﹂︵苫 小牧駒 澤短期 大学紀 要第二 一号︶ として 翻刻紹 介した 東京大 学文学
部 国文学 研究室 所蔵奈 良絵本 ﹃浦し ま﹄︵略称 ・東大 Ａ本︶︒詳 細は掲 載誌を 参照さ れたい ︒

四︑元 禄四年 刊特小 本﹃う らしま 物語﹄︵略 称・元 禄本︶︑こ れは東 京大 学総合 図書館 霞亭文 庫蔵本 と同じ で版木

で 刷られ たもの である が︑霞 亭文庫 本が無 刊記の 後刷本 に対 して︑ 元禄四 年の刊 記を持 つ初刷 と思わ れるも ので︑
今 日まで に二本 の存在 が確認 されて いる︒

五︑東 京大学 総合図 書館南 葵文庫 旧蔵﹃ みくさ 物語﹄ 所収﹁ うらし ま﹂︵略称・南葵本 ︶
︒ 既に﹃ 浦島子 伝﹄︵重松

明 久著・ 現代思 潮社︶ で翻刻 済︒外 題﹃み くさ物 語﹄の ﹁み くさ﹂ とは収 められ ている ﹁物く さ太郎 ﹂と﹁ のせ猿

そ うし﹂ と﹁浦 島太郎 ﹂の三 つを指 すと思 われる ︒巻末 の﹁天 保九 年卯月 中の三 日﹂は 末尾の ﹁浦島 太郎﹂ だけで

な く︑こ の三つ の物語 全体の 書写年 代を示 すと思 われ る︒そ の本文 は﹁物 くさ太 郎﹂と ﹁のせ 猿そう し﹂が 基本的

に 御伽本︵ 所謂渋 川版︶と ほぼ同 じで︑内容的 にも増 減広略 もない が︑
﹁ 浦島太 郎﹂に関 しては 御伽本 とは大 きく異

な ってい る︒な お︑こ れは関 東大震 災以後 に南葵 文庫か ら東京 大学図 書館に 入った もので あるが ︑その﹁ 南葵文 庫﹂

蔵 書印の 下部に ﹁陽春 廬記﹂ と﹁霞 園蔵書 ﹂の印 記があ るこ とから ︑それ 以前に は﹁陽 春廬記 ﹂から 小中村 清矩の
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蔵 書であ ったこ とが知 られ︑ 明治以 降に南 葵文庫 に加え られた もので あろう ︒小中 村清矩 は明治 二八年 七五歳 で没︑

よ って一 八二一 年から 一八九 五年と 知られ る︒
﹁ 霞園蔵 書﹂印に ついて は未詳 ︒ただ し﹃和 学者総 覧﹄によ れば﹁霞

園 ﹂の号 に該当 する人 物には 久松長 世︵ひ さまつ なが よ︶が ある︒ 伊予︑ 明治三 年二月 二四日 四二歳 で没︑ 姓は菅

原 ・称は 彦兵衛 ・監物 ︑号は 桜廼園 ・霞園 ︑半井 忠見の 学統と いう ︒もし ︑この 久松で あるな らば︑ 没年か ら換算

す ると生 年は文 政十二 年︵一 八二九 ︶
︑蔵 書ゆえ 自らの 筆とは 限らぬ が︑彼 十一歳 たらず の時の 書写と なる︒ いかが
な ものか ︒

前稿で 掲載の 所収和 歌一覧 で明ら かな如 く︑所 収和歌 の全 く重な らない 本文を 持つ系 統の異 なる諸 本は︑ 成立の

場 を異に すると みてよ いだろ う︒し かし︑ 共通の 所収和 歌を持 つこ の流布 本の中 で多く の本文 異同を 持つ本 が存在

す ること をどう とらえ たらよ いのだ ろうか ︒最も 簡略な 御伽 本の本 文はお よそ三 五〇〇 字弱︒ 最も量 的に多 い南葵

本 の本文 字数は 約五〇 〇〇字 で︑量 的にも 一・五 倍で あり︑ 質的に もかな りの違 いがあ る︒た だし︑ その質 的違い
に も係わ らず話 の展開 にほと んど変 更がな いこと も不思 議であ る︒

諸本を 扱う場 合︑こうし たその 本文の 分量を 広略と 表現し て広本・略 本とい う呼称 を用い る場合 がある ︒しかし ︑
広

本 ・略本 が単な る分量 の問題 による 呼称で あるは ずなの に︑と もす れば略 本の呼 称が本 文の簡 略化さ れたも のを指
︵ 注 一︶

す と誤解 されか ねない ︒本文 の原初 形態が 広本な のか略 本な のか︑ まずは その解 明がな されな い限り ︑その 本文が
増 補され たもの か︑簡 略省略 された ものか はわか らない はずで ある︒

では︑ それを 探る手 掛かり はない もので あろう か︒本 文の異 同が 単なる 語句の 違い程 度に止 まれば それほ ど関係

は 複雑で はない ︒しか し︑大 幅な増 減を伴 う場合 は︑本 文その もの の改変 に至る 場合が 多い︒ そうな るとそ の改変
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が 人間の 意識的 関与に よって なされ たとす るなら ば︑改 変され た本文 から改 変者の 意図を 逆に探 ること もでき よう︒
苫 小牧駒 澤大学 紀要
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そ こが本 稿の目 的の一 つでも ある︒

ところ で︑こ の﹁浦 島太 郎﹂の 場合は ︑五本 対照表 を見て もわか るごと く︑異 同の多 くが語 句だけ でなく ︑ひと

ま とまり の文章 単位 の増減 である ことも 多い︒ そうな ると︑ 考えら れるの は︑そ れらの 文章は 増加ま たは省 略され
た 結果と いうこ とにな る︒

本文の 原初形 態を考 える場 合に︑その 本文の 成立が わかれ ば︑その一 番古い ものを 原初と 考えれ ばよい ︒しかし ︑
流

布 本諸本 の中で ︑成立 のわか ってい るもの は少な い︒南 葵本の 場合︑前述の ように 巻末の﹁ 天保九 年卯月 中の三 日﹂

か らその 書写は 天保 九年四 月十三 日とわ かるが ︑これ は決し て古い ものと はいえ ない︒ そして ︑巻末 の﹁天 保九年

卯 月中の 三日﹂ は末 尾の﹁ 浦島太 郎﹂だ けでな く︑こ の三つ の物語 全体の 書写を 示すと 思われ るが︑ それに しても

一 つだけ が大き く渋 川版と 異なる のはな ぜであ ろう︒ もっと も︑前 者二つ も渋川 版など の版本 を書写 したも のでな

い ことは その僅 かな 異同か らも知 られる ︒また ︑挿絵 に対す る言及 もない ことか ら︑写 本類を 書写し たもの かもし

れ ない︒ それに 対して ︑
﹁ 浦島太 郎﹂は﹁エノ トコロ ﹂と﹁エ ノ所﹂の二箇 所挿絵 のある ことを 示して いる︒ 浦島太

郎 の写本 ・絵巻 絵本 類は一 般に絵 がある 場合六 図前後 が多く ︑二つ しか挿 絵のな いもの は寡聞 にして 知らな い︒珍

し いもの である ︒天 保九年 の日付 である から︑ その書 写は新 しいが ︑はた してそ の本文 はどこ まで遡 ること ができ
る のか︒

刊本に おいて も刊 行年が わかっ ている ものは ︑元禄 本の元 禄四年 だけで ある︒ よって 元禄四 年以前 には遡 ること
︵ 注 二︶

は できな い︒御 伽草 子とい うとそ の代表 として 一般に 引かれ る御伽 本の場 合は︑ その確 実な刊 行はも っと下 がり︑

享 保から 明和と なる︒ そうな ると︑ 刊本と しては 元禄本 の本文 の方が 先行す る可能 性もあ る︒

しかし ︑版本 の刊行 と本 文の成 立は別 と見る べきで あろう ︒御伽 本系統 の本文 は寛永 ︵一六 二四〜 四四︶ 頃まで
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遡 ること ができ ると 思われ るから である ︒一つ は﹃室 町時代 物語集

第五 ﹄の浦 島太郎 の解題 で言及 されて いる寛

永 頃の大 型丹緑 整版 本の存 在であ る︒こ の今日 失われ た本は その本 文が解 題では 御伽本 と同じ である という ︒また
︵注 三 ︶

丹 緑とい うこと でい えば︑ パリの 国立図 書館に はその 小型本 があり ︑刊行 年未詳 ながら やはり 本文は 御伽本 に極め

て 近い ︒そし て︑書写の 年代の 確実さ でいう ならば ︑天 理図書 館蔵国 籍類書 本が﹃竹柏 園書誌 ﹄によ れば寛 永頃と

い われて いる︒ その 国籍類 書本の 本文も 御伽本 の本文 に極め て近い のであ る︒そ うなる と︑御 伽本の 本文は その知
ら れうる 刊行年 とは別 にかな り古い 本文を 有して いると みてよ いだろ う︒
︵ 注 四︶

では︑元禄 本の本 文はど うであ るか︒も ちろん ︑
元 禄本の 本文も それ以 前に遡 らない もので はない とはい えない ︒
近

當世
改正

節

似 の例 を探 れば ︑本 文挿 絵で は元 禄十 三年 刊行 ﹃女世 話字 用文 章大 成﹄ に﹁浦 島物 語﹂とし て本 文も 挿絵 も同 じと

い ってよ いほど 近い ものが あり︑ また元 禄本の 挿絵の 一つで ある浦 島が亀 をつり 上げる 図は︑ 正徳四 年刊行 ﹃

用 料理大 全﹄の 中に も見ら れる︒ しかし ︑残念 ながら 元禄本 の刊行 を遡る ことの 確認で きるも のはな い︒そ うなる

と ︑流布 本の確 認で きる古 い本文 は御伽 本系統 のみで あるか ら︑ひ とまず 御伽本 系統の 本文を 流布本 の原型 と仮に
定 めて考 察を始 めるこ とにす る︒

一番簡 略な御 伽本 を原初 的本文 と考え る時︑ 他の諸 本は本 文の量 も多く なり︑ 本文の 成立過 程も増 補とい う方向

性 が出て くるこ とにな る︒そ う考え るとき ︑元禄 本や南 葵本は 増補さ れた本 文と考 えるこ とにな る︒

二
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異 文は どう して 発生 する のであ ろう か︒本 文を 読ん だ折 に読 者と して釈 然と しな い文 章に 出会う ︒そ れが 書写の
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折 の人間 の常と して 防ぎよ うがな い誤写 ならば 読者は それを 正そう と試み るであ ろう︒ また︑ 誤脱が 原因で ある時

に は︑あ りうべ き本 文を補 完しよ うと諸 本を探 そうと するか もしれ ない︒ しかし ︑それ 以外の 場合も あり得 るだろ

う ︒それ ぞれの 異本 はそれ ぞれの 解釈の もとに 作られ ていっ たので あろう ︒それ ぞれの 諸本の 本文に 即しそ の異文
の 意味を 考えて みよう ︒

岩崎本 はこの 所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂に対 して独 自の解 釈を施 したよ うであ る︒例 えば︑ ②︵以 下諸本 引用に

関 しては ︑対照 表の 表示を 用いる ︶は︑ 亀を助 けた翌 日に浦 島の所 へ女を 乗せた 小舟が たどり 着く場 面であ る︒御

伽 本他が ︑浦島が 浦辺で 海を見 て立っ ている ところ へ女が 来るの に対し て︑岩崎本 は②ａ﹁舟 の辺り へ﹂
︵以 下本文

は 筆者の 解釈に より 適宜漢 字仮名 混じり に直し て引用 する︶ とする ︒これ は浜辺 に着け た舟の 所へで はなく ︑海の

上 に出た 後のこ とで あろう ︒後の ②ｄの ところ で浦島 はその 舟を引 き寄せ ︑女を ﹁我が 舟に乗 せ帰り て﹂と あり︑

自 分の舟 へ乗せ て我 が家に 連れ帰 るので ある︒ この帰 る先を 浦と考 えるこ ともで きるが ︑後述 の挿絵 の問題 も含め
て 考える 時︑浦 島の家 と思わ れる︒

ところ で︑こ の女一 人が なぜは し舟に 乗せら れたの か︒嵐 の中で 多くの 人が海 中へ撥 ね入れ られた 中にこ の女も

い て︑そ して彼 女は 運良く 助けら れたの である ︒そう 読み取 られた のであ ろう︒ 岩崎本 にのみ 見える ﹁引き 上げ﹂

と いう語 句の付 加はそ れを示 してい る︒こ れに近 い解釈 は南葵 本でも 示され ている ︒そし て︑﹁ とかく 語らひ ける心

の うちこ そ浅か らね ﹂とあ るから ︑この 女に対 する恋 愛感情 を抱い ている ことも 叙述さ れるの である ︒こう した感

情 ゆえに ③ｃで ︑龍宮 城でこ の女か ら夫婦 の契り を持ち かけら れた時 ︑
﹁ さもう れしげ に﹂承 諾する のであ る︒

岩崎本 で描か れる 浦島太 郎はう れしい 悲しい という 感情を はっき りと表 す︒⑤ ｃの場 面︑浦 島が故 郷へ帰 ること

を 願う時 ︑女が ︑今別 れた らまた 今度い つ会え るだろ うか︑ 必ず来 世では 一つ蓮 の上で と一蓮 托生を 願って さめざ
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め と泣く ︒これ に対し て﹁浦 島もう ち聞い てさめ ざめと 涙を流 しけり ﹂と︑ 一緒に 泣くの はこの 岩崎本 だけで ある︒

また︑ 浦島は 龍宮で の名 残を惜 しむ時 にも涙 を流し ている ︒さら に帰る 波路で ︑また 故郷に 帰って 知る人 もなく
て 心細が るなど ︑こう した浦 島の人 間的感 情をは っきり と書き 記して いるの である ︒

さて︑ この浦 島太郎 の話 の展開 は命を 助けら れた亀 がその 恩返し に夫婦 となる という 観点か らいえ ば異類 婚姻譚

の 亀女房 譚であ る︒し かし︑異 類女房 譚は︑異類 嫁入り 譚とも いわれ るよう に異類 が男の ところ を尋ね て女房 となっ

て いるの が普通 であ るが︑ この浦 島太郎 におい ては異 なる︒ 女は男 の許を 訪れた にもか かわら ず龍宮 へと浦 島を連

れ ていく ︒その こと に対す る説明 がこの 岩崎本 には記 されて いるの も特徴 である ︒⑤ｅ で女は 自分が 龍宮の 亀であ

る と素性 を明か し︑助 けられ た恩を 返そう と﹁か ようの 所まで 誘ひ奉 り侍り ﹂とい うので ある︒

ところ で︑こ うした 岩崎 本の本 文が流 布本の 増補改 変の結 果であ るとい う見解 に対し ては異 論もあ るだろ う︒し

か し︑増 補と見 てよ い例が 存する のであ る︒前 述の女 を我が 家へ連 れて帰 るとい うのは ︑今は 所在不 明とな ってい

る 古梓堂 文庫本 絵巻 にその 例があ るが︑ 流布本 では他 に例が ない︒ だが︑ この岩 崎本に は他の 流布本 には見 られな

い 挿絵が 一図︵ 第二 図︶あ る︒和 風建築 の家の 中︑左 手に老 人夫婦 ︑右に 唐風衣 裳の女 とそれ に向か い合う 浦島の

図 ︵図版 一︶で ある︒ これに つい ては前 掲古典 文庫解 題の中 でも﹁ 岩崎本 にもこ の画面 に相応 する記 事は書 かれて

い ない﹂︵二 八三頁 ︶と触 れら れてい るが︑﹁乗 せ帰り ﹂とい う本文 の解釈 の中か ら新た に生ま れた図 と考え てよい

と 思われ るので ある ︒挿絵 の位置 と僅か な本文 ではあ るがそ う考え て構わ ないと 思われ る︒と いうの も︑こ の岩崎
︵ 注 五︶

本 に挿絵 も本文 も近似 した絵 巻が他 に存す るから である ︒

この絵 巻は完 本で はなく 某寺蔵 の絵巻 断簡で ある︒ 途中に 一紙程 度の欠 落があ り︑末 尾には 損傷に よる判 読不能
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箇 所も多 く存す る︒ しかし ︑幸い に挿絵 は六図 存し︑ その構 図は岩 崎本と よく照 応する もので ある︒ おそら くこれ
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で 全図で あろう と思わ れる︒

その本 文につ いては ︑結論 からい えばそ の本文 は岩崎 本と 御伽本 の中間 に位置 するも のであ る︒こ れまで 触れて

き た岩崎 本の本 文の特 徴はほ とんど 見られ ず︑女 が浦島 の舟 の近く に来る ②ａの 例と女 からの 夫婦の 契りに 対して

嬉 しそう に返事 をする ③ｃの 例は既 に存す るが︑ ②ｄや ⑤ｃ は半分 改変さ れてい るに過 ぎず︑ ②ｃ⑤ ｅの例 は岩崎

絵

卷

岩

崎

本

本 に至っ て増補 された と思わ れるの である ︒岩崎 本に比 べて 付加さ れたと 思われ る語句 は大き くは三 箇所で あり︑

寺

岩 崎本が 付加し たと考 えられ るもの は二十 数箇所 に及ぶ ︒
具体的 には② ｄの例 を見よ う︒
某

う らしま 太郎も さすか いは木 に

庫

うらし ま太郎 もさす かいは 木に

あら されは あはれ とおも ひ手を 引

文

う らしま 太郎も さすか いは木 に

あ らされ はあは れとお もひ手 をと

よせ わかふ ねにの せかへ りてと か

伽

あら ざれば あはれ とおも ひつな を

り ひきよ せとか くかた らひけ る心

くか たらひ ける心 のうち こそあ さ

御

とり てひき よせに けり

の うちこ そあさ からね

から ね

﹁手 ﹂は御 伽本﹁ つな﹂ 東大Ａ 本﹁つ なて﹂ とあり ︑綱手 のこと ︒御伽 本が単 に女を 引き寄 せるだ けであ るのに ︑

こ の絵巻 におい て既に 浦島は 浅から ず思い ︑岩崎 本に至 って ﹁我が 舟に乗 せ帰り ﹂と更 に語句 を付加 され自 己の舟
に 乗せる のであ る︒同 様にし て⑤ｃ の例で は
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御

伽

文

庫

某

寺

絵

卷

岩

崎

本

かれ なばま たいつ の世に かあひ ま 申 せしに いまわ かれい つの世 にか

らん と心を つくし 申せし にいま わ わ たらせ たまふ にやと 心をつ くし

せ給 はぬさ へとや あらん かくや あ さ せ給は ぬさへ とやあ るんか くや

くの ちぎり をなし かたと きみえ さ よ くのち きりを なしか たとき みえ

はゑ んわう のふす まのし たにひ よ と はえん わうの ふすま のうへ にひ

いつ の世に あひた てまつ り侍ら ん

心を つくし 申せし に今わ かれな は

るら んいか にわた らせ玉 ふにや と

させ 給はぬ さへと やせん かくや あ

よく のちき りをな しかた ときみ え

とは えんあ ふのふ すまの うへに ひ

女 はう申 されけ るは三 とせか ほ

いら せ候は んや二 世のえ んと申 せ あ ひまひ らせ候 はん二 世のえ んと

ゆめ まほろ しの契 りにて さふら ふ

女はう おほせ けるは みとせ かほ

ばた とひこ の世に てこそ ゆめま ぼ 申 せはた とひこ の世に て夢ま ほろ

とも かなら す来世 にては ひとつ は

女 房おほ せける は三と せがほ ど

ろし のちぎ りにて さふら ふとも か し のちき りにて さふら ふとも かな

ちす のえん とむま れさせ おはし ま

とな

とな き玉ひ けれは う

なら ずらい せにて はひと つはち す ら す来世 にては ひとつ はちす のえ

く

く

らし まもう ちきひ てさめ

と なき玉 ひうら しまも うち

め

みた をなか しけり

一九 九九年 一〇月
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某寺本 では︑ 女の泣 くのに 同情し て泣く ことが 付加 された だけな のだが ︑岩崎 本はさ らに﹁ さめざ めと﹂ と泣き

方 まで強 調され ていく のであ る︒某 寺本が 独自に 付加し たと 思われ る箇所 は①ｃ ﹁ある 日のつ れづれ に沖に 出て釣

り をせん とて出 にけり ﹂の傍線 部︑③ａ﹁はる か十日 余りの 船路を 送り女 はうの 故郷へ ﹂
︑⑥ ａ﹁こは いかな る事や

ら んと思 ひあは れ﹂な どであ る︒基 本的に は某寺 本は御 伽本 に忠実 であり ︑岩崎 本はそ れを土 台とし てさら に増補
し た本文 である ︒

もう一 つ︑某 寺本が 岩崎本 の土台 となっ た可能 性を示 唆す る物が ある︒ 岩崎本 第二図 に対応 する図 版︵掲 載図版

二 ︶であ る︒こ の挿絵 を岩崎 本と詳 細に比 較する ならば ︑その 構図 は左右 裏返し になっ ている だけで なく︑ 海辺に

あ る浦島 の家は ささや かなが ら門を 構えた 漁師の 家と は思わ れない 和風建 築の造 りをし ている ︒そし て︑浦 島は襖

障 子の前 の畳の 上の左 端に一 人だけ でいて ︑唐風 衣裳の 女は 右側で 老人夫 婦と一 緒に浦 島と一 緒に向 かい合 ってい

る のであ る︒こ れはど う考え ても納 得のい かない 挿絵で ある ︒浦島 が連れ て帰っ た女な らば浦 島の側 にいる か︑一

人 離れて 座って いるべ きであ ろう︒ いやそ れ以前 に︑既 に見て きた ように 某寺絵 巻の本 文には 女を舟 に乗せ 帰る部

分 はない ︒だか らそも そも岩 崎本と 対応す る絵が あるこ とが 不思議 なので ある︒ となる とこれ は︑浦 島の家 におけ

る 老夫婦 と浦島 と女の 挿絵で はある まい︒ 断簡な がら本 文や 絵の続 き具合 から挿 絵の位 置を推 定する とこれ は③の

後 で④の 前あた りに位 置する ものの ようで ある︒ そうな ると これは ︑龍宮 の中で 亀が自 らの親 夫婦と 浦島を 対面さ

せ た場面 の図で はない だろう か︒こ のあた りの挿 絵は多 くは 龍宮で の浦島 を歓待 する図 で︑右 端の海 辺の波 から書

き はじめ られ立 派な唐 様の門 があり ︑そし てその 内に唐 風の 御殿が 描かれ る︒そ して︑ 絵巻の 中には 女と共 に浦島

を 迎える 夫婦を 描いた ものも 存する︵ 掲載図 版三︶︒お そらく は何か の手違 いがあ ったの だろう ︒龍宮 の唐風 建築が

和 風に描 かれて しまっ たため にどの 場面の 挿絵か わから なく なった もので ある︒ そう考 えると 浦島に 対する 女と老
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図版一

岩崎本絵巻・第二図

図版二 某寺蔵絵巻断巻

図版三 浮木庵蔵絵巻・第三図
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夫婦 の位置 関係 も納得 できな くはな い︒そ れが的 外れで ないな らば︑ その挿 絵を理 解でき なかっ た岩崎 本はそ の構

図を 裏返し て︑門 を省 き人物 の位置 関係も 描き直 したの である ︒そし て︑お そらく は最小 限の変 更とし て﹁舟 に乗

せ帰 る﹂と したの であ る︒岩 崎本の 増補者 にとっ てはそ れが御 伽草子 ﹁浦島 太郎﹂ が浦島 太郎ら しくな るため の本
文の 補完行 為であ ったの だろう ︒

二

か つて東 大Ａ本 を紹 介した 時には ︑その 本文の 特徴を ﹁南葵 文庫本 と御伽 文庫本 との中 間に位 置する 本文﹂ と述

べ︑ 諸本 との 本文 の関 係を 幾つ か想 定し た︒そ の中 でａ １２ とし ︑
﹁ 御伽 本 ↓ 東 大Ａ 本﹂ とと もに﹁ 御伽 本 ↓
□ ↓ 南葵本 ﹂とい う例も 挙げて おいた が︑具 体的に 展開す ること はでき なかっ た︒

今 回新た に諸本 を読 み返し その関 係を想 定し直 した︒ 具体的 には□ に元禄 本を想 定する ことに よって ︑南葵 本と

東大 Ａ本と の関 係をす っきり と整理 できる のであ る︒こ こでは その三 本の関 係を具 体的に 例示し て教示 を願う こと

にす る︒そ の根本 的違 いは︑ 前稿で は所収 和歌の 観点か ら和歌 の欠落 を考え たが︑ 本稿で は本文 生成の 観点か ら増

補さ れてい くも のと見 る︒そ の方が 諸本を 見通し て考え やすく 本文の 改変の 説明が つきや すいの である ︒本文 がよ
り簡 略なも のほど 原初本 文に近 いと考 えるこ とにな る︒

① ａ︑① ｂは︑ 元禄本 ・南 葵本共 に時代 設定・ 人物を 詳しく 記す同 文であ り︑こ の二本 の先後 関係は 問うこ とは

出来 ない︒ ただし ︑① ｂの親 孝行の 記述に ついて は︑岩 崎本に ﹁孝行 第一の 者なり ﹂とあ り︑こ れを具 体化し たも
のと 見るこ とがで きる︒
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① ｃにな ると 三本共 通して ﹁大き なる﹂ を亀に 修飾語 として 付加し ている ︒さら に東大 Ａ本は 御伽本 ﹁有︵ る︶

日の つれづ れに﹂とし ている 部分を﹁あ る日の ことな るに﹂
︵傍 線部︶と︑また︑元禄 本は﹁ある とき﹂と改変 して

いる ︒これ は共に 漁を 生業と してい る浦島 である から前 後の文 脈に馴 染みに くい御 伽本本 文﹁つ れづれ ﹂の否 定で

ある ︒冒頭 部分は 元禄 本を全 面採用 した南 葵本で あるが ︑この 部分は 元禄本 ではな く東大 Ａ本と 同じで ある︒ 説明

的な 文章と して はこち らの本 文が有 効と判 断した のであ ろう︒ その上 で独自 に﹁父 母を養 ひおく り﹂と 生業の 継続

を付 加し﹁ 釣りを せんと て舟に のり出 にけり ﹂と漁 の方法 を明示 する︒ そして ︑亀を 釣った 時を﹁ 折ふし ﹂とす る︒

ここ から︑ 南葵本 は元 禄本を 土台と しなが ら東大 Ａ本の 本文を 考慮し つつ︑ 独自の 付加を してい ったも のであ ろう

との 想定が でき︑ その逆 の︑南 葵本か ら東大 Ａ本︑ 元禄本 に分岐 したと の想定 は難し いであ ろうと 思われ る︒
さ らに① ｄで具 体的に 見てよ う︒

御 伽本本 文に対 して東 大Ａ本 は﹁ 鶴は千 年﹂を欠落 させ︑御伽 本﹁ 命をた ゝん﹂と﹁とら ん﹂
︵三 本共通 ︶に︑ま

た﹁ 此の恩 を思い 出す べし﹂ と﹁忘 るべか らず﹂ と改変 させて いる︒ どちら もより 積極的 主体的 表現と なった と見

るべ きであ ろう ︒元禄 本は亀 の命を 取るこ とに対 する感 情を﹁ いたは し﹂か ら﹁ふ びん﹂ に変え ︑さら に﹁汝 が命

を助 け元の すみ かに返 すべし ︑万代 の齢を 加へ甲 に三極 を備へ つつ蓬 莱の亀 と呼ば るべし ﹂と恩 を忘れ るなと か思

い出 せとい う部 分を削 り︑蓬 莱の亀 と呼ば れるま で長生 きする ことを 教唆す る︒南 葵本は やはり この元 禄本を 土台

にし て︑そ れに東 大Ａ 本の﹁ 忘るべ からず ﹂を付 加しさ らにそ の上に ﹁必ず ﹂とい う修飾 語を加 え︑さ らにそ の前

にそ の理由 を﹁詳 しく 言い含 め﹂と し︑そ うする 行為を ﹁慈悲 の心あ る者ゆ ゑに﹂ と説明 を加え るので ある︒ こう

一九 九九年 一〇月

して 浦島太 郎は︑ いつ も恩を 思い出 せとい う人間 から忘 れるな と強調 し︑さ らに長 生きを 諭した 上で恩 を強要 する
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東

元

禄

本

南

葵

本

と ていの ち久し きもの なりた ちま

し やうあ るもの ゝ中に かめは 万年

さ しきも のとき くかゝ るたう とき とて いのち 久しき ものと きくか ゝ

る は千年 かめは 万年と ていの ちひ のゝ 中にも つるは 千年か めは万 年

ぢ はしや うある ものゝ なかに もつ 此龜 にいふ やう汝 はしや うある も

う ら嶌し ひの心 あるも のゆゑ に

ち こゝに て命を とらん 事いた はし

も のなれ ばめい をとら んもふ びん るた うとき 物なれ はめい をとら ん

うらし ま此か めにい ふやう なん

け れはた すくる なり此 をんを わす

な りなん ぢがい のちを たすけ もと もふ びんな り汝が 命をた すけも と

太郎こ のかめ にいふ やうな んち

る へから すとて かめを もとの うみ

の すみか にかへ すべし よろづ よの のす みかに かへす べしよ ろつよ の

よ はひを へてか うに三 きよく をそ よは ひをへ てかう に三き よくを そ

に そかへ しける
︹第一 図︺

な へつゝ ほうら いのか めとよ ばる なへ つゝほ うらい の龜と よはる べ

かな らす忘 るへか らすと て龜を も

べ しとて もとの うみに ぞかへ しけ しと てくわ しくゆ いふく め此お ん
る

との うみに そかへ しける

南 葵本は 常に元 禄本 を土台 にして いると は限ら ない︒ 本文を 検討し てみる と②ｂ などは 東大Ａ 本を土 台に元 禄本

の﹁あや しみや すらひ ﹂とい う語句 を付加 して︑独自に﹁たゝ すみゐ ﹂
﹁うか へるを ﹂
﹁ 只ひと り舟に のり﹂
﹁な かれ

てつ きにけ り﹂を 付加 してい る︒こ れによ り具体 的描写 は鮮明 になる ︒こう して土 台とな る本文 はその 場にお いて
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適 宜より よいと 思わ れる方 が選ば れて︑ さらに 必要な 語句が 他本か ら追加 されて いく︒ その語 句を具 体的に 検討す

れ ば︑基 本的に は東 大Ａ本 ・元禄 本の御 伽本に ない独 自語句 を両本 から採 り入れ ている ことが わかる ︒南葵 本は両

本 との統 合が図 られ ている ことに 本文の 特徴が ある︒ それゆ え︑両 本に独 自語句 の少な い部分 は必然 的に南 葵本も

改 変が少 なくな る︒ 具体的 に例を 示せば ︑④の 四季の 庭にお いては 改変は わずか であり ︑さら に③ｃ 以降⑤ ｈまで

東 大Ａ本 の独自 語句 はほと んど採 用さて いない ︒こう した細 かい作 業は︑ 恐らく 筆者の 手元に 両本を 並べて 具体的
に 比較し ながら 行われ ない限 りは不 可能で はなか ったか ︒

ここで ︑もう 少しそ の元 禄本と 南葵本 の付加 の特徴 につい て述べ ておこ う︒元 禄本に は付加 という より増 補とい

う ほどに 付加さ れる 本文が 多い︒ これは 孝行と いう観 点から なされ ている ことは 冒頭部 の増補 のごと くだが ︑その

あ りよう として 注目 すべき は︑③ ｃの女 と夫婦 となる 場面で ある︒ この場 面に関 して︑ 御伽本 の﹁と もかく も仰せ

に 従ふべ し﹂と 浦島 太郎が 答える 本文は ︑あま りにも 素っ気 なく物 足りな さを感 じさせ る︒な ぜか女 のいい なりに

な ってし まう︒そ こで岩 崎本某 寺本で は浦島 に嬉し そうに 答えさ せた︒確か にそれ は一つ の方法 であっ た︒しかし ︑
元

禄 本南葵 本の浦 島は ︑親に 孝行深 く慈悲 の心浅 くなく ︑人を 敬い身 を守る ︑こと に情け 深い男 である ︒それ ゆえ浦

島 が女と 夫婦と なって ︑故郷の 父母を 見捨て ︑龍 宮で三 年の歳 月を送 るとい うこと は︑
﹁仮 初め﹂でも 結果論 として

も あって はなら ない ことで ある︒ だから ﹁とも かくも 仰せに 従ひた くは候 へども それが し古里 に二人 の親を ⁝⁝こ

の 所に住 むなら ば⁝ ⁝この 事にお いては 許して たび候 ﹂と長 々とし た理由 を述べ 女の申 し出を 断る︒ そこで 女もさ

ら にいう ︒
﹁ 女房聞 いて仰 せはさ る事に 候へど も⁝⁝ 御身の 父母に よきに 仕へ参 らせん ﹂と言 葉を尽 くし説 得する ︒

そ うなる と浦島 も﹁ いと頼 もしく 思ひて その儀 にてあ るなら ばとも かくも 御身の 心に従 ふべし ﹂とな るので ある︒
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浦 島が龍 宮に留 まるに は︑この二 つの﹁ ともか くも﹂の 語に挟 まれた 大きく 増補さ れた部 分が必 要であ ったの である ︒
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浦島は 一人子 であ り龍宮 で女と 一緒に は暮ら せない という のに対 して︑ 女は夫 婦とな って少 しだけ ここで 生活し

た 後は︑ 故郷へ 私も 一緒に 帰って 父母に 仕えよ うとい う︒そ れなら と浦島 は納得 する︒ 浦島が 一人子 であっ たこと

は 冒頭に 付加 されて いて︑ ここに 照応す る︒だ が︑女 のいっ た後半 部は相 違して いる︒ 三年後 に帰る 時には ︑女は

故 郷へは 行かな いの である ︒これ は︑浦 島は結 局女の 口車に 乗せら れたこ とにな る︒女 の説得 は手段 を選ば ない場

当 たり的 説得と 取る べきな のであ ろうか ︒こう した形 を取ら ない限 り︑孝 行息子 である 浦島の 龍宮滞 在は不 可能な

の である ︒そし て︑龍 宮を離 れよう と思う 時︑浦 島はこ の滞在 に感謝 の気持 ちを述 べてい る︑
﹁ かかる 尊き宮 の内に

明 かし暮 らすも 只御 身の情 けなり ﹂と︒ しかし ︑それ も故郷 の父母 が死ん でしま っても はや会 うこと もでき ないと

知 ると︑ ⑥ｄで は我 が身が 地獄に 沈んで も父母 は浄土 に迎え させた いと神 仏に祈 るので ある︒ 元禄本 ・南葵 ではど
こ までも 孝行一 途の浦 島なの である ︒

もうひ とつ︑ これと 共に 触れて おかな ければ ならな いのが ︑この 女の素 性につ いてで ある︒ 御伽本 などが ︑龍宮

城 の亀と だけ 記すの に対し て︑元 禄本︵ 南葵本 も︶は 龍宮の 乙姫と してい ること である ︒女は 実は亀 だった ︒それ

が 命を助 けられ た恩 返しと して女 の姿に 身を変 じて夫 婦とな った︒ これは 前述で も触れ た通り である ︒しか し︑女

が 乙姫と なると 話は少 し違う ︒
﹁ 亀の姿 に身を 変じ﹂て 海上に 遊んで いたの である ︒そう なると 乙姫が 恩返し に夫婦

と なった のであ り︑ 亀は仮 りの姿 であっ たはず ︒異類 女房も 亀女房 から龍 宮女房 となる ︒これ に対す る浦島 の反応

は 御伽本 では何 も記 されて いない が︑元 禄本で は﹁呆 れ果て て︑し ばしも のも言 はずし て夢の 覚めた る風情 なり﹂

と してい る︒そ して︑浦島は いう︑
﹁御身 は過ぎ つる日 の亀な るかや ︒よし 人間に あらず ともこ の程の 契りを ばいか

で か忘れ 申すべ し︒ また参 り候は ん﹂と ︒あな たはあ の日の 亀だっ たのか ︑とは 本性が 亀だっ たこと を示す とも︑

あ の時の 亀の姿 だっ たと乙 姫のこ とをい ってい るのか はっき りはし ないが ︑どち らにし ても︑ 浦島は 女のこ とをも
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はや 人間と は見て いない ︒人間 でなく ても夫 婦の契 りは忘 れない からま た参り ましょ う︑と いうの である ︒

と ころで ︑なぜ ︑龍宮 の亀 が乙姫 になっ たのだ ろう︒ 流布本 の中で は元禄 本とそ れを受 けた南 葵本の 二本の みで
︵注 六 ︶

あ り︑所 謂御 伽草 子の なか でも 高安 本ぐ らい し かな く︑古 梓堂 文庫 絵巻 でも ﹁亀の 行 く末﹂﹁龍 女﹂ とあ るの であ

る ︒ゆえ に所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂全般 として もこの 女は亀 であり 乙姫と するの は少数 である ︒では ︑なぜ 亀は

乙姫 になっ たの であろ うか︒ 考えら れるこ とは︑ 亀は付 加増補 の過程 で乙姫 になる ことを 要請さ れたの であろ うと

いう ことで ある︒ 御伽 本の頃 は亀は 龍宮の 亀であ ってよ かった のであ る︒し かし︑ 寛永以 降元禄 までの 間で所 謂御

伽草 子の外 にあ った別 のジャ ンルで の浦島 伝説︑ または それに 類似の 物語で は伝説 の内容 が変化 して浦 島の相 手は

既に 乙姫と して 理解さ れてい たので あろう ︒その 結果︑ 亀は乙 姫とな ること になっ たので ある︒ 逆に︑ そうし た基

盤が あった から こそ所 謂御伽 草子の 本文の 改変が 可能だ ったと 見るべ きであ ろう︒ つまり ︑この 部分に 関して は︑

この 御伽草 子内 部の論 理から の補完 という 概念は 当ては まらな いと思 われる のであ る︒こ れはこ の部分 が付加 され
た時 点にお ける浦 島伝説 の理解 の仕方 でもあ ったは ずであ る︒

最 後に︑ 元禄本 に関 して述 べてお くこと は︑そ の末尾 の⑧ｄ の部分 につい てであ る︒所 謂御伽 草子﹁ 浦島太 郎﹂

の話 は浦島 が玉 手箱を 開けて 白髪の 老人と なって 終わる のでは ない︒ その後 ︑浦島 は鶴に なり︑ さらに 浦島明 神と
︵注 七 ︶

なる 所謂本 地物 のかた ちをと ってい る︒し かし︑ 松本氏 も述べ ている ように ﹁妹背 の道の 守護神 として の資格 を得

るに はそぐ わな い話﹂であ り︑﹁本地 を説く ことを 目的に 創作さ れた諸 篇とは ︑性質 を異に すると いうの が適切 ﹂で

ある ことは その通 りなの である ︒だか らこそ ︑﹁昔 が今に 至るま でこの 明神に 妹背の 事を誓 ひける に叶は ずとい ふ事

なし ︒さる に依つ てこ の草子 を一度 読めば 縁なき 人は縁 を結び 縁ある 人は因 み深く めでた かりけ るため しなり ﹂と

第二号

一九 九九年 一〇月

いう ︑この どの草 子に も見ら れるよ うな本 地物の 読み物 のとし ての結 句が要 請され たので あろう ︒こう して所 謂御
苫 小牧駒 澤大学 紀要

55

林

晃平

所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂再考 ・その 二

び

伽 草子﹁ 浦島太 郎﹂は 多数の 補完作 業に依 って完 備され た本地 物の読 み物と なった のであ る︒

結

こうし て︑流 布本諸 本を 代表的 五本を 中心に 見てき たが︑ では︑ 御伽本 はすべ ての流 布本の 源流で 寛永頃 の本文

の ままか といえ ば︑ 実はそ うでは ない︒ この系 統の本 文には 大きな 異同は ないも ののそ れぞれ にいく つかは 異同を

持 つ︒そ の中で ︑パリ 丹緑 本と天 理図書 館蔵国 籍類書 本とさ らにも う一つ の写本 綿屋文 庫本共 に御伽 本とは 異なる

部 分が一 箇所 存在す る︒⑤ ａの﹁ ゑいぐ わにほ こりあ かしく らし﹂ の部分 の﹁あ かしく らし﹂ が欠落 してい るので

あ る︒そ して︑こ の﹁ あかし くらし ﹂は 対照さ せた他 の四本 にも共 通して 欠落し ている ︒とい うこと は︑
﹁あ かしく

ら し﹂は 御伽文 庫本 におい て付加 された 可能性 がある ︒そう 考える 時︑こ の四本 ︵正確 には南 葵文庫 本は除 外でき

る ので三 本︶は 御伽 本の本 文以前 を基に して改 変され たこと になる ︒これ が︑改 変の時 期まで を示唆 するも のかど

う か今は 留保し ておく ︒ただ ︑種々 の条件 を勘案 すると 四本の 本文の 成立は 江戸前 期と考 えても よいの ではな いか︒

以上の ことか ら︑こ の五本 の関係 を系統 に位置 づける ならば ︑左の 図のよ うにな るであ ろう︒

なお︑ 流布本 系統 として は︑こ れ以外 に平成 七年古 典会新 出の絵 巻︵﹃浦嶌 壹代記 巻﹄︶につ いても ︑所収 和歌の

観 点から は流布 本の 系統と 見なさ れるべ きもの であろ う︒こ の絵巻 につい ては︑ 究明さ れるべ きこと も多い が︑今

日 所蔵者 が公に され ておら ず︑種 々の事 情から 前稿の 和歌一 覧にそ の和歌 を掲載 するだ けにと どめあ えて言 及はし
な かった ︒
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注一

松本隆信氏は﹃中世における本地物の研究﹄の中でこの浦島太郎の諸本について﹁どれが古い形態の本文を伝えるのかは断定し難

るのは古梓堂文庫旧蔵本のことで︑大東急記念文庫には現存しない︒

のごとき簡素な本文をもつ伝本が

あり︑一方には の大東急本のように非常に叙述の委細な伝本が存在する︒
﹂
︵四三七頁︶とされている︒なお︑
﹁大東急本﹂とあ

いが︑通観すると の禿氏本系統が最も標準的な本文といえるであろう︒そして︑一方に

（一）
（二）
（三）

祝言御伽文庫の刊行は今日知られる限り︑その書物に掲載の巻末目録から三十九冊本で享保十四年︵一七二九︶
︑渋川清右衛門の

古典文庫第五八二冊﹃奈良絵本集パリ本﹄︵平成七年五月二五日︶に翻刻解題がある︒

注二

注三

信多純一氏の教示による︒

二十三冊本では明和九年︵一七七二︶が最も古いと思われる︒

注四

一九 九九年 一〇月

これは小林健二氏から提供をうけたもので︑二十年近く前の撮影で詳細は不明とのこと︒

第二号

注五
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（四）
（五）

林

晃平

注六

所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂再考 ・その 二

森正人﹁龍宮乙姫考﹂︵国語国文学研究・ 第二九号︶では亀と龍女と乙姫は同じとする︒
松本氏前掲書四三七頁︒

本 稿は先 学及 び知人 からの 教示に よって 成った もので ある︒ これら の方々 にお礼 感謝申 し上げ ると共 に︑末

注七

付記

筆な がら貴 重な蔵 書の翻 刻なら びに図 版の掲 載の許 可をい ただい た財団 法人東 洋文庫 に感謝 申し上 げる︒
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五

本

対

照

表

○この対照表は︑流布本諸本のありようを一目で知るために︑各本同じ字数の段組として作成したものである︒

○各本文は基本的に原文のままであるが︑振り仮名と句読点は省き︑誤脱等及び絵のあるものその位置を︹ ︺で注記した︒

うに配置した︒

く

く
く

岩 崎

文 庫

く

く

東

大 Ａ 本

く

く

く

明暮うみのうろくつをとりて
ちゝはゝをやしなひけるかある
日のことなるにつりをせんとて
出にけりうら
入江
いた
らぬところもなく魚をつりかい
をひろひみるめをかりなとしけ
る所に大きなるかめをつりあけ
たり

く

元禄四年本

く

ぐ

く

︹第一図︺
うらしま太郎物語
そも
人王二十二代ゆうり
やくてんわうの御ときとかやた
んごのくによざのこほりにうら
しまのせうじといふ人あり一人
の子をもてりうらしま太郎とな
づけはんべりそのころよはひ廿
四五にてぞありける
太郎はおやにかう
ふかく
してじひのこゝろあさからず人
をうやまひみをまもりことにな
さけふかきおのこなり
あけくれうみのうろくづをと
りてちゝはゝをやしなひけるが
あるときつりをせんとていでに
けり うら
しま
い りえ
いたらぬところもなくつり
をたれ
︹第二図︺
かいをひろひみるめをかりなど
してありけるがおほきなるかめ
をひとつつりあげたり

南

く

葵 文 庫

く

く

浦嶋太郎
そも
人皇廿二代ゆうりや
くてんわうの御時とかやたんこ
の國よさのこほりに浦嶌のせう
しといふ人あり一人の子をもて
りうらしま太郎となつけはんべ
りそのころよはひ廿四五にてそ
ありける
太郎はおやにかう
ふかく
してしひの心淺からす人をうや
まひ身を守りことになさけふか
きをのこなり
あけ暮うみのうろくづをとり
て父はゝをやしなひおくりける
かある日のことなるにつりをせ
んとて舟にのり出にけり浦々し
ま
入江
至らぬ所もなく
つりをたれかひをひろひみるめ
をかりなとしてありけるが折ふ
し大きなる龜をひとつつりあけ
たり

く

○全体を大きく八つ場面に区切り番号を付し︑展開に即し適宜改行を設けアルファベットを付し︑それぞれが同じ位置関係になるよ

伽 文 庫

○御伽文庫本との異同をゴシック体で示した︒
御

く

く

一九 九九年 一〇月

明暮はうみのうろくつをとり
てちゝはゝをやしなひかう
第一のもの成けるかある日のつ
れ
に釣をせんとていてにけ
りう らし まうら
嶋々 入江
いたらぬところもなくかひ
をとりみるめをかりなとしける
ところに江しまか磯といふとこ
ろにてかめをひとつつりあけゝ
る

︹外題・内題ナシ︺
① ａ
むかしたんごの國にうらしま
むかし丹後のくにゝ浦嶋とい
むかし丹後の国にうらしまと
といふもの侍しにその子にうら ふもの侍りその子にうらしまの いふもの侍りけるその子にうら
しま太郎と申てとしのよはひ二 太郎と申てとしのよはひ二十四 しま太郎と申て廿四五のおとこ
十四五のおのこ有けり
五のおのこあり
有けり

ｂ

く

第二号

ｃ
あけくれうみのうろくづをと
りてちゝはゝをやしなひけるが
有日のつれ
につりをせんと
て出にけりうら
しま
入
江
いたらぬ所もなくつりを
しかいをひろひみるめをかりな
どしける所にゑしまがいそとい
ふ所にてかめをひとつつり上け
る
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く

又つ きの 日う らの かたへ い
てゝつりをせんとおもひてたゝ
すみけれははるかなる海上にせ
うせん一そううかへりあやしく
おもひて見るに女はう一人のり
なみにゆられてしたい
に太
郎かたちたる所へつきにけり

浦嶌申けるは御身はいかなる
人やらんしかも女しやうの御身
としてかゝるおそろしき海上に
只ひとり舟にのりてわたらせ玉
ふ事いかさまふしきさよとそ申
けれは
女ほう申けるは御ふしんはも
つともにそんしまいらせ候さる
かたへひんせん申て候へは折ふ
しかいしやう波風あらくしてわ
かふねにかきらすその外の舟と
も人あまた海の中へはねいれら
れしをなさけある人ありてみつ
からをは此はしふねにのせては

く

又つきの日にうらのかたへい
てゝつりをせんと思ひてたゝす
みゐけれははるかなる海上にせ
うせん一そううかへるをあやし
みやすらひ見れはうつくしき女
ほう只ひとり舟にのり波にゆら
れてしたひ
に太郎か立たる
所になかれてつきにけり

ｄ
うらしま太郎此かめにいふや
うらしま太郎このかめを見て
太郎このかめにいふやうなん
うらしま此かめにいふやうな
うら嶌しひの心あるものゆゑ
うなんぢしやう有ものゝ中にも いふやうなんちはしやうあるも ちしやうあるものゝ中にかめは んぢはしやうあるものゝなかに に此龜にいふやう汝はしやうあ
つるは千ねんかめは万年とてい のゝ中にも鶴は千年龜は万年と 万年とていのち久しきものなり もつるは千年かめは万年とてい るものゝ中にもつるは千年かめ
のちひさしきものなりたちまち ていのち久しきものなりたちま たちまちこゝにて命をとらん事 のちひさしきものときくかゝる は万年とていのち久しきものと
こゝにていのちをたゝん事いた ちこれにて命をたゝん事ふひん いたはしけれはたすくるなり此 たうときものなればめいをとら きくかゝるたうとき物なれはめ
はしければたすくるなりつねに なれはたすくる也つねは此おん をんをわするへからすとてかめ んもふびんなりなんぢがいのち いをとらんもふびんなり汝が命
は此おんを思ひいだすべしとて をは思出すへしとてこのかめを をもとのうみにそかへしける
をたすけもとのすみかにかへす をたすけもとのすみかにかへす
此かめをもとのうみにかへしけ もとのうみへそ入にける
︹第一図︺
べしよろづよのよはひをへてか べしよろつよのよはひをへてか
る
︹第一図︺
うに三きよくをそなへつゝほう うに三きよくをそなへつゝほう
︹第一図︺
らいのかめとよばるべしとても らいの龜とよはるべしとてくわ
とのうみにぞかへしける
しくゆいふくめ此おんかならす
忘るへからすとて龜をもとのう
みにそかへしける
かくてうらしま太郎其日はく
かくて浦嶋太郎その日はくれ
かくてうら嶋太郎その日はく
かくてうらしま太郎その日は
かくて浦嶌太郎其日はくれて
れて歸りぬ
てかへりぬ
れてかへりぬ
くれてかへりぬ
かへりぬ

林

②

又つ きの 日う らの かたへ い
てゝてつりをせんとおもひて立
出て見けれははるかのかいしや
うにせうせん一そううかへりあ
やしみやすらひてみれはうつく
しき女房たゝひとり浪にゆられ
てしたいに太郎かふねのあたり
へよりにけり

又つぎの日にうらべにいでゝ
つりをせんとおもひ見ければは
るかのかいしやうにせうせん一
そううかべりあやしみやすらひ
見ればうつくしき女ぼうたゞひ
とりなみにゆられてしだい
︹第三図︺
に太郎がたちたるところにつき
にけり
うらしま申けるは御身いかな
る人にてましませばかゝるおそ
ろしきかいしやうにたゞ一にん
のりて御いり候やらんふしぎさ
よと申さるゝ

ａ
又つぐの日うらのかたへ出て
つりをせんと思ひみければはる
かのかいしやうに小舩一そうう
かへりあやしみやすらひみれば
うつくしき女ばう只ひとりなみ
にゆられてしだひに太郎がたち
たる所へつきにけり

ｂ
うらしま太郎が申けるは御身
うらしま太郎申けるは御身は
太郎申けるは御身いかなる人
いかなる人にてましませはかゝ いかなる人にてましませはかゝ やらんしかもによしやうの御身
るおそろしき海上にたゞ一人の るおそろしきかいしやうにたゝ としてかゝるおそろしきかいし
りて御入り候やらんと申ければ 一人のりて御いり候と申けれは やうにたゝひとり舟にのりてわ
たらせ給ふそと申けれは

女ぼういひけるはさればさる
かたへびんせん申て候へば折ふ
しなみ風あらくして人あまたう
みの中へはねいれられしをなさ
けある人ありてみづからをば此
はしふねにのせてはなされ候な
りかなしくおもひおにのしまへ
やゆかんとゆきがたしらぬ折ふ

女房こたへていひけるはされ
はさるかたへひんせんして侍し
におりふしなみ風あらくして人
あまたうみの中へはせこまれし
にこゝろある人よりて身つから
を引あけこのはしふねにのせて
はなたれにけりあまりのかなし
さにもしおにのしまへやゆかん

女はういひけるはこれはさる
かたへひんせん申て候へは折ふ
しなみ風あらくして人あまたう
みへはね入られしをなさけ有人
のみつからをは此はしふねにの
せてはなされしかなしさよゆく
ゑもしらすたゝよひぬれはおに
の嶋へやゆかんすらんとおほつ

ｃ
女ばういひけるはさればさる
かたへひんせん申て候へばおり
ふしなみかぜあらくして人あま
たうみの中へはね入られしを心
ある人有て身づからをばはし舟
にのせてはなされけりかなしく
おもひおにのしまへやゆかんと
ゆきかたしらぬおりふしたゞい
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ま人にあひまいらせさふらふ此
世ならぬ御縁にてこそ候へされ
ばとらおほかめも人をえんとこ
そしさふらへとてさめざめとな
きにけり

く

く

と行かたしらぬおりふしたゝ今
人あひまいらせつる事この世な
らぬ御えんにてこそ候へされは
とらおほかみも人をたよりとこ
そしさふらへとてさめ
とな
きたまふ

く

く

かなき所にうれしくも人にあひ
まいらせさふらふなりこれも此
世ならぬ御ゑんにてこそ候へと
てさめ
となきにけり

く

女はう申けるは人をたすけた
まふはほさつのきやうとうけ給
り候あはれみつからをふるさと
へおくりとゝけ給はり候へかし
こゝにて又すてられ參せはなに
となり行候へしかいしやうにて
のものおもひもおなし事にて候
とかきくときてまたさめ
と
なきけれはうらしま太郎ものゝ
あはれをしるものなれはおなし
舟にのりうつりさらはふるさと
へおくりまいらせんとて沖のか
たへこき出す
︹第二図︺

ぐ

したゞいま御みにあひまいらせ
さふらふ事このよならぬ御ゑん
にてこそ候へさればとらおほか
めも人をゑんとこそしさふらへ
とてさめ
となきにけり

ぐ

さて女ぼう申けるはあはれみ
づからをほんごくへをくりてた
び候へかしこれにてすてられま
いらせばわらはゝいづくへなに
となりさふらふべきもし見すて
給ひ候はゝかいしやうにての物
おもひもおなじ事にてこそ候は
めとかきくどきまたさめ
と
なきければうらしま太郎はもと
よりなさけふかきものなればあ
はれとおもひさらばをくりてま
い
︹第四図︺
らせんとおなじふねにのりおき
のかたへこぎいだす

ｄ
うらしま太郎もさすかいは木
うらしま太郎もさすかいは木
うらしま太郎もさすかに岩木
うらしま太郎もさすがいは木
にあらざればあはれとおもひつ にあらされはあはれとおもひ手 ならねはあはれなる事とおもひ にあらざればあはれとおもひつ
なをとりてひきよせにけり
を引よせわかふねにのせかへり てつなてをとりてひきよせにけ なをとりてひきよせにけり
︹第二図︺
てとかくかたらひける心のうち る
こそあさからね
さて女はうのいひけるはあは
れわらはかほんこくへをくらせ
玉ひてたひ玉へかしこゝにて捨
られまいらせなはいつくへ行な
にとなりさふらふへきすて給さ
ふらはゝかいしやうにてのもの
おもひもおなしことにてこそま
しませとかきくときさめ
と
なきけれはうらしま太郎もあは
れとおもひておなしふねにのり
おきのかたへこきいたす
ｅ
さて女ばう申けるはあはれわ
れらをほんごくへをくらせ給ひ
てたび候へかしこれにてすてら
れまいらせばわらははいづくへ
何となりさふらふべきすて給ひ
候ゝかいしやうにてのもの思ひ
もおなじ事にてこそ候はめとか
きくときさめ
となきければ
うらしま太郎もあはれと思ひお
なじふねにのりおきのかたへこ
ぎ出す

第二号
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く

く

く

く

なされ候なりうれしさまたはか
なしくゆくゑもしらすたゝよひ
なかれゆきていかさまおにの嶌
へやなかれゆかんすらんとおぼ
つかなくもなかれ行かたしらぬ
折ふしうれしくも御身にあひま
ゐらせさふらふ事さて
これ
と申もまことに此世ならぬ御ゑ
んにてこそ候へされはとらおほ
かめも人をえんこそしさふらへ
とてさめ
とそなきにけり
うらしま太郎もさすがいは木
にあらされはあはれと思ひつな
をとりてひきよせてくかにあか
りくわしくやうすを聞にける
︿エノ／トコロ﹀
扨女房申けるは人をたすけ玉
ふはによらいほさつのきやうと
うけたまはり候とてもの御じひ
にあはれみつからをふるさとへ
せひ
おくりとゝけたまはり
候へとたもとにすがりつきてた
のみまゐらせ候こゝにて又すて
られまゐらせさふらはゝなにと
わか身は成行候へしもし見すて
玉ひ候はゝ海上にてのもの思ひ
もおなし事にて候はめとかきく
ときて又さめ
となきけれは
浦嶌太郎はもとよりなさけふか
きものなれはあはれと思ひ又も
との舟にのりうつりいかにも御
とも いたし ふるさ とへ おくり
とゝけまゐらせんと沖のかたへ
そこきいたす

③ ａ
かの女ばうのをしへにしたが
かの女房のをしへにしたかひ
かの女はうのをしへにまかせ
かの女ぼうのをしへにしたが
扨かの女房のおしへにしたか
ひてはるか十日あまりのふなぢ はるか十日あまりのふなちをを てはるかの舟ちをへてこき行ほ ひてはるかのふなぢををくりけ ひてはるかの海上をへて舟をこ
を送りふるさとへぞつきにける くりふる郷へそつきにける
とに五日と申にはふる里へそつ ればいくほどもなく女ぼうのふ き行ほとに日かずつもりて五日
きにける
るさとへぞつきにける
と申にはかの女房のふる里と見
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く

さてふねよりあかりいかなる
ところやらんとおもへは白かね
のつゐちをつきてこかねのいら
かをならへもんをたていかなら
ん天上の住居もこれにはいかて
まいるへきこの女房のすみとこ
ろ をみ れは心 もを よはれ す中
申もをろか︹なり誤脱︺

く

さて女はうの申けるは一しゆ
のかけにやとり一河のなかれを
くむ事もみなこれたしやうのえ
んそかしましてやはるかのなみ
ちをはる
とをくらせ玉ふ事
ひとへにたしやうのえんなれは
なにかはくるしかるへきわらは
と夫婦のちきりなし玉へおなし
所にてあかしくらし給へやとこ
ま
とかたりける浦嶋太郎申
けるはともかくも仰せにしたか
ふへしとさもうれしけにこたへ
けり
︹第二図︺

く
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く

ｂ
さてふねよりあがりいか成所
やらんと思へばしろかねのつい
ぢをつきてこがねのいらかをな
らべ門をたていかならんてんじ
やうのすまゐもこれにはいかで
まさるべき此女ばうのすみ所こ
とばにもおよばれず中
申も
をろかなり

く

ｃ
さて女ばうの申けるは一じゆ
のかげにやどり一がのながれを
くむこともみなこれたしやうの
えんぞかしましてやはるかのな
みちをはる
とをくらせ給ふ
事ひとへにたしやうのえんなれ
ば何かはくるしかるべきわらは
とふうふのちぎりをもなし給ひ
ておなし所にあかしくらし候は
んやとこまごまとかたりける
︹第三図︺
うらしま太郎申けるはともかく
も仰せにしたがふべしとぞ申け
る

く

く

く

く

さて舟よりあかりて見るにし
ろかねの門をたてこかねのいら
かをならへいかなるきん中のす
まひもこれにはいかてまさるへ
き此女はうのすみ所こゝろこと
はもおよはれす申も中
おろ
かなり

く

さてふねよりあがりいかなる
ところやらんとおもへばしろか
ねのついぢをつきてこがねのい
らかをならべもんをたていかな
らんてんじやうのすまゐもこれ
にはいかでまさるべきこの女ぼ
うのすみどころことばにもをよ
ばれずなか
申もおろか也う
らしまこれを見てたゞばうぜん
とあきれはてゝぞゐたりける

く

さて女はう太郎に申やう一し
ゆのかけにやとり一かのなかれ
をくむ事もみなこれたしやうの
えんそかしましてやはる
の
なみちをこれまておくり給ふ事
この世ならぬきゑんなれは何か
はくるしく候へきみつからとふ
うふのちきりをむすひ給へとこ
ま
とかたりけれは太郎申や
うともかくもおほせにしたかふ
へしとそ申ける
︹第三図︺

く

さて女ぼうの申けるは一じゆ
のかげにやどり一がのながれを
くむ事もみなこれたしやうのゑ
んぞかしましてやものうきなみ
ぢをはる
をくらせ給ふ事ひ
とへにふかきゑんなればなにか
くるしう候べきわらはとふうふ
のちぎりをもなし給ひておなじ
ところにてあかしくらさせ給へ
かしとしほ
とかたりけるう
らしま太郎申けるはともかくも
おほせにしたがひまいらせたく
は候へどもそれがしはふるさと
にふたりのおやをのこしをきさ
ふらふなりましてきやうだいと
て もあ らざれ は月 とも日 とも
ちゝはゝはわれひとりをこそた
のみましますなり御身とともに
此ところにすむならばおやのな
げきのいかならんこの事におい
てはゆるしてたび候へと申され
ける女ぼうきいておほせはさる
ことに候へともたとへかたらひ
をなし給ふともしばらくこれに
まし
てまたふるさとにかへ
り給ふべしそのときはみづから

く

く

く

く

へし所へそつきにけり
さて舟よりあかりかの女房の
すみかとおぼしき所はいかなる
所やらんとおもへはまつしろか
ねの門を立それにおとらぬつい
ちをつきこかねのいらかをなら
へたていかならんてん上のすま
ひもこれにはいかてまさるへき
かの女ほうのすみし所は心もこ
とはもおよはれす申もなか
おろかなり浦しま是をみてたゝ
ぼうぜんとあきれはてゝそゐた
りける
さて女房申けるは一じゆのか
けにやとりて一がのながれをく
む事も皆これたしやうのゑんそ
かしましてやも︹遙ノ誤写カ︺
のなみちをはる
是まておく
らせ玉ふ事是と申すもひとへに
ふかきゑんなれは何かはくるし
う候へきわらはと夫婦の契をも
なし玉ておなし所にてあかしく
らさせ玉へかしとしほ
とか
たりける浦嶌申けるはともかく
もおほせにしたかひたくは候へ
ともそれかしふる里にふたりの
おやをのこしおきさふらふなり
まして兄弟とてもあらされは月
とも日ともちゝはゝはわれ一人
をこそたのみましますなり御身
とゝもにすむならはおやのなげ
きのいかならん此事におひては
ゆるしてたひ候へと申されける
女房きゝておほせはさる事に候
へともたとへかたらひをなし玉
ふともしはらくこれにまし
て又ふるさとにかへり玉ふべし
其時はみつからもともにいさな
ひまいらせて御身の父はゝによ
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④

ｄ
さてかいらうとうけつのかた
らひもあさからずてんにあらば
ひよくのとり地にあらばれんり
のえだとならんとたがひにゑん
わうのちぎりあさからずしてあ
かしくらさせ給ふ

さてかいらうとうけつのかた
らひもあさからすてんにあらは
ひよくの鳥地にあらはれんりの
枝とならんとたかひにえんわう
のちきりあさからすしてあかし
くらさせ玉ふに

扨それよりかいらうのちきり
あさからすてんにあらはひよく
のとりちに又すまはれんりのえ
たとならんとかりそめなからい
もせの中と成にけり

そのゝち女はう申けるはこれ
はたつのみやこと申ところなり
すなはち四方に四きのさうもく
をあらはせりいらせたまへ見せ
申さんとて太郎をひきくしてこ
そ出にけれ

まつひかしの戸をあけて見れ
は春のけしきとおほしくてのき
はの梅にうくひすの聲めつらし
くあをやきのいともしつかに春
風のなひく霞のひまよりもいつ
れのこすゑもはななれや

女房申されけるは是はりう宮
しやうと申ところなりこのとこ
ろに四方に四季のさうもくをあ
らはせりいらせ給へみせ申さん
とて引くしていり玉ふ

まつひかしの戸をあけてみせ
たまへは春のけしきとおほして
むめやさくらの咲きみたれ柳の
いとの春風もなひくかすみのう
ちよりもほのめきいつるうくひ
すの音ものき端にちかくなきに
けりいつれのこすゑも花なれや

ａ
さて女ばう申しけるはこれは
りうぐうじやうと申所なり此と
ころに四方に四きの草木をあら
はせりいらせ給へみせ申さんと
てひきぐして出にけり

ｂ
まづひがしのとをあけてみれ
ば春のけしきと覚てむめやさく
らのさきみだれやなぎのいとも
春かぜになびくかすみのうちよ
りもうぐひすのねものきちかく
いづれの木ずゑも花なれや

みなみおもてのすたれをあく
れは夏のけしきと見えにけり春
をへたつるかきほにはうの花や
まつ咲ぬらん池のはちすの露う
けてみきはすゝしきさゝなみに
水鳥あまたあそひける木々のこ

一九 九九年 一〇月

みなみおもてをなかむれは夏
のけしきと打みえて春をへたつ
るかきほには卯のはなやまつさ
きぬらんいけのはちすは露かけ
てみきはすゝしきさゝ浪に水鳥
あまたあそひけり木々のこすゑ

第二号

ｃ
南みおもてをみてあればなつ
のけしきとうちみえて春をへだ
つるかきほには卯花やまづさき
ぬらん池のはちすは露かけてみ
ぎはすゞしきさゞなみに水とり
あまたあそびけり木々のこずゑ
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ともに下ひもうちとけてかい
らうとうけつのかたらひもあさ
からすとこそこえけれてんにあ
らはひよくのとり地にあらは連
理のゑたとならんとたかひにゑ
んわうの契淺からすしてあかし
くらさせ玉ひける

きにつかへまいらせんとことは
をつくし申されけれは浦嶌いと
たのもしく思ひてそのぎにてあ
るならはともかくも御身の心に
したかふへしと

もともにいざなひまいらせて御
身のちゝはゝに
︹第五図︺
よきにつかへまいらせんとこと
ばをつくし申されければうらし
まいとたのもしくおもひてその
ぎにてあるならばともかくも御
身のこゝろにしたがふべしと
ともにしたひもうちとけてか
いらうとうけつのかたらひもあ
さからずとこそきこへけれてん
にあらばひよくのとりちにあら
ばれんりのゑだとならんとたが
いにゑんわうのちぎりあさから
ずしてあかしくらさせ給ひける

く

南おもてを見てあれは夏のけ
しきとみへわたり春をへたつる
かきのには卯のはなやまつ咲ぬ
らん池のはちすは露かけてみき
はすゝしきさゝ波に水とりあま
たあそひけり木々の梢もしけり

まつひかしおもてをみてあれ
ははるのけしきとうち見へて梅
や桜の咲みたれ柳のいとのたを
やかにはる風に打なひき霞の内
より鶯の聲もさなからのとかに
ていつれのこずゑも花なれや

さて浦嶌いふやうは此所はい
つくいかなるところにてかほと
めてたくましますやいふかしさ
よと申ける女房これはたつのみ
やことてたのしみふかき所なり
四方に四季のさうもくをあらは
せり見せ申さんとてひきぐして
いてにけり

さてうらしまいふやうはこの
ところはいづくいか成ところに
てかほとめでたくましますやい
ぶかしさよとぞ申されける女ほ
うきいてそも
これはりうぐ
うじやうとてたのしみふかきと
ころなり四ほうに四きのさうも
くをあらはせり見せ申さんとて
ひきぐしていでにけり
まづひがしおもてを見てあれ
ばはるのけしきとうち見えてむ
めやさくらのさきみだれやなぎ
のいとのたをやかにはるかぜに
うちなびきかすみのうちよりう
ぐひすのこゑもさながらのどか
にていづれのこずゑもはななれ
や
みなみおもてを見てあればな
つのけしきと見へわたりはるを
へだつるかきほに
︹第六図︺
はうのはなやまづさきぬらむい
けのはちすばつゆかけてみぎは
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さて又北をなかむれは冬のけ
しきと打みへてよもの梢も冬か
れてかれ葉における初霜や山々
はたゞ白たへの雪にうもるゝ谷
の戸に心ほそくも炭かまのけふ
りにしるき賎かわさ冬としらす
るけしきかな
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つゝ空になきしは蝉の聲夕たち
すくる雲間より聲たてとほるほ
とゝぎすなきてなつをやしらせ
けん

く

にしは秋と打みへて四方の梢
も紅葉してませの内なるしら菊
や霧立こ︹の
︺こむる野へ
の末ま萩か露をわけ
て聲も
のすこき鹿の音に秋とのみこそ
しられけり

く

もしげりつゝそらになきぬるせ もしけりつゝ空になきぬるせみ すゑもしけりそひゆふたちすく すゞしきさゞなみにみづとりあ
みのこゑ夕だち過るくもまより の声ゆふたちすくる雲間よりこ る雲まより聲かすかなる時鳥な またあそびけり木ゞのこすゑも
こゑたてとをるほとゝぎすなき ゑたてとをるほとゝきすなきて きて夏とそしらせける
しげりつゝそらになきしはせみ
て夏とやしらせけり
なつとやしらせけり
のこゑゆふだちすぐるくもまよ
りこゑたてとをるほとゝぎすな
きてなつをやしらせけん
にしはあきとうち見えてよも
のこずゑももみぢしてませのう
ちなるしらぎくやきりたちこむ
るのべのすゑまはぎがつゆをわ
け
てこゑものすごきしかの
ねにあきとのみこそしられけり

く

西のみきりは秋なれや四方の
木末も紅葉してませのうちなる
しら菊や霧たちこむる野をちか
みまはきか露をわけ
て聲も
わひしきさをしかのなきて秋と
そしられける

く

にしは秋とうちみえて四方の
こすゑももみちしてませのうち
なる白きくやきり立こむる野へ
のすゑまはきか露をわけ
て
すゑものすこき鹿の音に秋との
みこそしられけれ

く

さて又北は冬なれや庭の草木
も霜かれのいつしか山はしろた
への雪にうつもる苔の戸に心ほ
そくもすみかまのけふりにしる
きしつかわさも冬としらするけ
しきかな

是やまことにちやうせいのゑ
には春秋をはとめりふろうもん
のまへには日月のゆく事おそし
といひしもこゝならんしやつく
はうのみやこと申ともこれには
いかてまさるへき

く

さて又きたをなかむれは冬の
けしきとうちみえて四方の木す
ゑも冬かれてのこる木の葉にを
くしもの山々はたゝ白たへの雪
にむもるゝ谷の戸にこゝろほそ
くもすみかまのけふりにしるき
しつかわさ冬としらするけしき
かな

さてまたきたをながむればふ
ゆのけしきとうち見えてよもの
こずゑもふゆがれてかればにを
けるはつしもや山
はたゞし
ろたへのゆきにむもるゝたにの
とにこゝろぼそくもすみがまの
けふりにしるきしづがわざふゆ
としらするけしきかな
これやまことにちやうせいの
いゑにははるあきをとめりふろ
うもんのまへには月日のゆく事
おそしといひしもこゝならんじ
やつくわうのみやこと申ともこ
れにはいかでまさるべき

かくておもしろきことともに
心なくさみゑいくわにほこり年
月をふるほとに三とせになるは
ほともなし
浦嶌申けるはわれおもはすも
此ところにきたりかゝるたうと
き宮の内にあかしくらすも只御
身のなさけ也さりなからわかふ
るさとたんこの國に父母をのこ
しおきたれはわれやおそしとさ
そや待かねおはすらんと思へは

く

ｆ

かく てお もし ろき 事ども に
こゝろなぐさみゑいぐはにほこ
りとしつきをふるほどに三とせ
になるはほどもなし
うらしま太郎申けるはわれお
もはずも此ところにきたりかゝ
るたうときみやのうちにあかし
くらすもたゞ御みのなさけなり
さりながらわがふるさとたんご
のくにゝちゝはゝをのこしをき
たればわれやおそしとさぞやま

ｄ
にしはあきとうちみえて四方
のこずゑももみぢしてませのう
ちなるしらぎくやきりたちこむ
るのべのすゑまはぎが露をわけ
てこゑものすごきしかのね
にあきとのみこそしられけれさ
て
ｅ
又きたをながむれば冬のけし
きとうちみえてよもの木ずゑも
冬がれてかればにをけるはつし
もや山
やたゞ白たえの雪に
むもるゝ谷のとに心ぼそくも炭
がまの煙にしるきしづかわざ冬
としらする氣色哉
︹第四図︺

林
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かくておもしろき事ともに心
をなくさみてゑいくわにほこり
つゝとし月をふるほとに三とせ
になるは程もなし
さてうら嶋太郎申やう我にし
はしのいとまをたひ候へかしふ
るさとのちゝはゝを見すてゝか
りそめに出てはや三とせになり
候へは心もとなく候ほとに見奉
りて心やすく參り候はんと申け
れは

ａ
かくておもしろき事共にこゝ
かくておもしろきことゝもに
ろをなぐさみゑいぐはにほこり 心をなくさみ栄華にほこりとし
あかしくらしとし月をふるほど 月をふるほとに三年に成はほと
に三年になるはほどもなし
もなし
︹第三図︺
浦嶋太郎申けるはわれに三十
日のいとまをたひ玉へかしふる
さとのちゝはゝを見すててかり
そめにいてゝ三とせをゝくりさ
ふらへはちゝはゝの御事をこゝ
ろもとなく候へはあひたてまつ
ｂ
うらしま太郎申けるはわれに
三十日のいとまをたび候へかし
ふるさとのちゝはゝをみすてか
りそめに出て三年を送り候へば
ちゝはゝの御ことを心もとなく
候ばあひ奉りて心やすくまいり

ケミ
チセ

候はんと申ければ

ｃ
女房おほせけるは三とせがほ
どはゑんわうのふすまのしたに
ひよくのちぎりをなしかたとき
みえさせ給はぬさへとやあらん
かくやあらんと心をつくし申せ
しにいまわかれなばまたいつの
世にかあひまいらせ候はんや二
世のえんと申せばたとひこの世
にてこそゆめまぼろしのちぎり
にてさふらふともかならずらい
せにてはひとつはちすのえんと
むまれさせおはしませとてさめ
となき給ひけり

く

ｄ

第二号

ｅ
又女ばう申けるはいまは何を
かつゝみさふらふべきみづから
はこのりうぐうじやうのかめに
て候がゑしまがいそにて御身に
いのちをたすけられまいらせて
候その御おんほうじ申さんとて
かくふうふとはなりまいらして
候

苫 小牧駒 澤大学 紀要

りてこゝろやすく参り侍らんと
申けれは

く

く

女はう申されけるは三とせか
ほとはえんあふのふすまのうへ
にひよくのちきりをなしかたと
きみえさせ給はぬさへとやせん
かくやあるらんいかにわたらせ
玉ふにやと心をつくし申せしに
今わかれなはいつの世にあひた
てまつり侍らんゆめまほろしの
契りにてさふらふともかならす
来世にてはひとつはちすのえん
とむまれさせおはしませとさめ
となき玉ひけれはうらしま
もうちきひてさめ
となみた
をなかしけり

く

又女房申けるは今はなにをか
つゝみさふらふへきみつからは
このりうくうしや︹う脱カ︺の
かめにてまし
候かいつそや
江嶋かいそにて御身にいのちを
たすけられまいらせて候その御
おんほうを︹せノ誤写カ︺申さ
んためにかやうのところまてい
さなひたてまつり侍りてふう婦
のかたらひ参らする
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く

ぐ

く

やゝありて女房申けるははつ
かしなから身のうへをいはんと
すれはあちきなく又申さねはう
つゝなや今は何をかつゝみ候へ
きみつからはこのりうくうのお
とひめにて候か龜のすかたに身
をへんし海上にあそひしにゑし
まか磯にて御身にいのちをたす
けられまゐらせて候その御をん
ほうし申さんとてかくふうふと
はなりまゐらせて候そや

女ほう申やう三とせかほとは
ゑんわうのふすまの下にひよく
のちきりをなしかたとき見へさ
せ玉はぬさへとやあらんかくや
あらんと心をつくし申せしに今
わかれなは又いつのよにかあひ
まゐらせ候はんや夫婦は二世の
ゑんと申せはたとひ此よにてこ
そはゆめまほろしの契にてさふ
らふともかならすらいせにては
一つはちすのゑんとむまれさせ
おはしまし候とてさめざめとな
き玉ひけり
︿エノ所﹀
浦嶌申けるはそれかしも御身
となかく別れていかてなからへ
申へき此ほとのなさけをいつの
世にわすれ候はんやちゝはゝに
かくと申てまたこそまゐり候へ
しその時いまのことのはをかな
らす忘れ玉ふなといへは

ち かね おはす らん とおも へば
かなしさよわれにすこしの
かなしさよわれにすこしの あひたいとまたひ候へかしちゝ
あいだいとまをたび候へかしふ はゝにあひ奉り心やすくまゐり
るさとのちゝはゝにあひたてま 候はんと申けれは
つりこゝろやすくまいり候はん
と申ければ
女ぼう申やう三とせがほどは
ゑんわうのふすまのしたにひよ
くのちぎりをなしかたとき見え
させ給はぬさへとやあらんかく
やあらんとこゝろをつくし申せ
しにいまわかれなば又いつのよ
にかあひまいらせ候はんや二せ
のゑんと申せはたとひ此よにて
こそはゆめまぼろしのちぎりに
てさふらふともかならずらいせ
にてはひとつはちすのゑんとむ
まれさせおはしまし候へとてさ
め
となき給ひけり

く

女はうなみたをなかし申ける
は此三とせかほとはゑんわうの
ふすまのしたにひよくのかたら
ひをなしてかた時見えさせ給は
ぬたにもとせんかくやあらんと
心をつくし申せしかいまわかれ
なは又いつの世にかはあひまい
らすへきふうふは二世のちきり
と申せは此世にてこそゆめまほ
ろしのちきりにておはしまし候
ともかならすらいせにてはひと
つはちすのゑんとむまれさせお
はしませとてさめ
となきた
まふか

しはしありて女はう申けるは
今は何をかつゝみさふらふへき
みつからは此りうくうしやうの
かめにて候かゑしまかいそにて
御身にいのちをたすけられ參ら
せてかゝるをんをほうし申さん
かためにかくふうふとは成參ら
せて候

うらしま申けるはそれがしも
御身とながくわかれてはいかて
ながらへ申べし此ほどのなさけ
をばいつのよにわすれ候はんや
ちゝはゝにかくと申てまたこそ
まいり候べしそのときいまのこ
とのはをかならずわすれ給ふな
といへば
やゝありて女ばう申けるはは
づかしながらみのうへをいはん
︹第七図︺
とすれはあぢきなくまた申さね
ば うつ ゝなや いま はなに をか
つゝみさふらふべきみつからは
此りうぐうのおとのひめにて候
がかめのすがたにみをへんじか
いしやうにあそびしにゑじまが
いそにて御みにいのちをたすけ
られまいらせて候その御おんほ
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く

又これはかたみに御らん候へ
とてひたりのわきより手はこを
ひとつとりいたして申やうあひ
かまへて
此はこをあけたま
ふなとてわたしけり

うじ申さんとてかくふうふとは
なりまいらせて候ぞや
又これはみつからがかたみに
御らんじ給へとてひだりのわき
よりうつくしきはこをひとつと
りいだしあひかまへてこのはこ
をあけさせ給ふなとてわたしけ
り

さてもゑしやちやうりのなら
ゑしやちやうりのことはりあ
ひとてあふものにはかならすわ ふものはかならすわかるゝとは
かるゝとは今身のうへにしられ しりなからかくなん
たりとてかくなん
日かすへてかさねし夜はの
日數經てかさねし夜半のた
旅ころもたちわかれつゝい
ひ衣たちわかれつゝいつか
つかきて見む
来てみむ
うらしまかへし
浦嶋太郎返哥に
から衣うらかなしくもたち
わかれ行うはの空なるから
わかれまたきて見んもしら
ころも契りふかくは又もき
ぬ行すゑ
てみん

ゑしやぢやうりのならひとて
あふものにはかならずわかるゝ
といふなればとゞめがたくて一
しゆ
日かずへてかさねしよはの
から衣たちわかれつゝいつ
かきてみん
とてたもとをかほにおしあてゝ
なきゐたるこそあはれなれうら
しまきいてあきれはてしばしは
ものもいはずしてゆめのさめた
るふぜいなりやゝありて申やう
さては御みはすぎつる日のかめ
なるかやよしにんげんにあらず
とも此ほどのちぎりをばいかで
かわすれ申べしまたこそまいり
候はんとてうらしまかへし
わかれゆくうはのそらなる
から衣ちぎりふかくはまた
もきてみん

く

さてうらしま太郎はたがいに
なごりをおしみつゝかくてある
べき事ならねはかたみのはこを
とりもちてふるさとへこそかへ
りけれ
わすれもやらぬこしかたゆく
すゑの事どもおもひつゞけては
るかのなみぢをかへるとて一し
ゆかくなん

さてうら嶋太郎はたかひの名
残をおしみつゝなみたをなかし
けるかさてあるへきにあらされ
はかたみのはこをとりもちてふ
るさとへこそかへりけれ
わすれもやらぬこしかた行す
ゑのことゝもおもひつゝけては
るかの波路をかへるとてあまり
こゝろほそくてうらしまかくよ

とゑいしてたかひになこりをお
しみつゝかたみのものをとりも
ちてなく
古さとへこそかへ
りけれ
︹第四図︺
はるかのなみちを行舟のかい
のしつくもなみたもなかしそへ
たる袖のうへをいかゝせん又う
らしまかくなん

これはみつからか形見に御ら
んしませとてひたりのわきより
いつくしきはこをひとつとりい
たしあひかまへて此はこをあけ
させ玉ふなとてわたしける
︹第四図︺

所謂 御伽草 子﹁浦 島太郎 ﹂再考 ・その 二

ｆ
また是はみづからがかたみに
御らんじ候へとてひだりのわき
よりいつくしきはこをひとつと
りいだしあひかまへてこのはこ
をあけさせたまふなとてわたし
けり
︹第五図︺
ｇ
ゑしやちやうりのならひとて
あふものにはかならずわかるゝ
とはしりながらとゝめかたくて
かくなん
日かすへてかさねしよはの
たびころもたちわかれつゝ
いつかきてみん
うらしま返哥
わかれゆくうはのそらなる
からころもちきりふかくは
またもきてみん

ｈ
さてうらしま太郎はたがひに
なごりをおしみつゝかくて有べ
きことならねばかたみのはこを
取もちてふるさとへこそかへり
けれ
ｉ
わすれもやらぬこしかた行す
ゑのこと共思ひつゞけてはるか
のなみぢをかへるとてうらしま
太郎かくなん

又これはみつからかたみに御
らんし玉へとてひたりのわきり
よりうつくしきはこをひとつと
りいたしあひかまへて此はこを
あけさせ玉ふなとてわたしけり

く

ゑしやぢやうりのならひとて
あふものにはかならすわかるゝ
といふなれはとゝめかたくて一
首かくなん
日數へてかさねしよはのか
ら衣たち別れつゝいつかき
てみん
とてたもとをかほにおしあてゝ
なきゐたるこそあはれなれ浦嶌
きていあきれはてしはしはもの
もいはつしてゆめのさめたるふ
せいなりさては御身はすきつる
日の龜なるかやよし人けんにあ
らすともこのほとの契りをはい
かてかわすれ申へし又こそまゐ
り候はんとてうらしま太郎かへ
し
わかれゆくうはの空なるか
ら衣ちきりふかくは又もき
てみん
とゑいし
うらしま太郎はたかひになご
りをゝしみつゝかくて有へきこ
とならねはかたみの箱をとりも
ちてなく
ふる里へこそかへ
りけれ
わすれもやらぬこしかたゆく
すゑの事とも思ひつゝけてはる
かのなみ路をかへるとてかくな
ん
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かりそめにちぎりし人のお めり
もかげをわすれもやらぬ身
かきりなくちきりし人のお
をいかゞせん
もかけをわすれもやらぬ身
をいかゝせむ

さてうらしまはやう
ふる
さとへかへりみれは人のかよふ
あともなくあれはてゝとらふす
野邊となりにけりうらしまむね
うちさはきこはいかなる事やら
んとおもひて

かりそめにわかれし人のお
もかけをわすれもやらぬ身
こそかなしき

かりそめにちぎりし人のお
もかげをわすれもやらぬ身
をいかゞせん

く

こはいかなる事やらんとて大
におとろきなく
そのいはれ
をかたりけれはおきなもふしき
のおもひをなしなみたをなかし
申けるはあれに見えて候草たか
き中のふるきつかこそその人の
塚と申つたへてこそ候へとてゆ
ひをさしてをしへける

かたはらを見れはしはのいほ
りの有けるに立よりて物いはん
といひけれは内より八十あまり
のおきなたちいてゝ此あたりに
ては見なれぬ御すかたかないか
なる人にてわたらせ給ふそと申
けれはこのところのうらしまは
いつかたにゐ給そととひけれは
おきな申やう御身はいかなる人
なれはうらしまの行ゑをたつね
給ふそやそのうらしまとやらん
申︹し︺ははや七百年さきの事
と申つたへて候と申けれは

く

さるほとにうらしまふるさと
へかへりいにしへすみしあたり
を見てあれは人せきたえはてゝ
とらふす野へと成にけりさても
うら嶋このありさまを見てこは
いかなることやらんとおもひ

⑥ ａ
さてうらしまはふるさとへ歸
り みて あれば じん せきた えは
てゝとらふす野へとなりにけり
うらしまこれをみてこはいかな
ることやらんと思ひ

ｂ
有かたはらをみればしはのい
ほりのありけるにたち物いはん
といひければ内より八十ばかり
のおきないであひたれにてわた
り候ぞと申せはうらしま申ける
は此所にうらしまのゆくゑは候
はぬかといひければおきな申や
ういか成人にて候へばうらしま
のゆくゑをば御たづね候やらん
ふしぎにこそ候へそのうら嶋と
やらんははや七百年いせんのこ
とゝ申つたへ候と申ければ
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かたはらを見るにしはのいほ
りのいとかりそめなるありける
にたちよりものとはんといひけ
れはうちより八十はかりのおき
ないてゝたれ人にて渡らせ玉ふ
そと申せは浦嶋申けるはこのと
ころにうらしまのゆかりはさふ
らはぬかととひけれはおきな聞
て申やういかなる人にてましま
せはうらしまの行ゑをは御たつ
ねさふらふやらんふしきにこそ
候へそのうらしまとやらんはは
や七百年いせんのことゝ申つた
へて候と申けれは
太郎おほきにおとろきてこは
いかなる事そとよとてむかしの
ありさま身のうへをありのまゝ
にかたりけれはおきなもふしき
のおもひをなしなみたをなかし
申けるはさてもあはれなる御事
かなあれに見えて候ふるきつか
ふるきせきたうこそその人のひ
ようしよと申つたへては候へく

それよりふるさとたんごのく
ににかへり見てあればいにしへ
のけしきはかはりはて山はくづ
れてふちとなり川はいさごをつ
みあげてくももほどなきやまと
なりじんりんたへてあともなく
とらふすのべとなりにけりうら
しまこれをみてこゝはまさしく
わがふるさとにてありけるがこ
はいかなる事やらんとおもひあ
きれはてたるばかりなり
あるかたはらを見てあればし
ばのいほりのありけるにたちよ
りものいはんといひければうち
よりももゝとせばかりのおきな
いでてたれにてわたり候と申せ
ば太郎申けるは此ところにうら
しませうじといふ人のゆくゑは
候はぬかといひければおきな申
やういかなる人にてましませば
うらしまのゆくゑをば御たつね
候やらんふしぎにこそ候へその
うらしまとやらんは七百年いぜ
んの事と申つたへ候なりそも御
身はいかなる人にてましますぞ
太郎おほきにおどろきこはい
かなる事やらんわがみ
︹第八図︺
︹第九図︺
ながらもふしぎなりとてはじめ
おはりをありのまゝにかたりけ
ればおきなもふしぎのおもひを
なしなみだをながし申けるはあ
れに見へたるふるきせきたうこ

第二号

ｃ
太郎大きにおどろきこはいか
なることぞとてそのいはれをあ
りのまゝにかたりければおきな
もふしぎのおもひをなしなみだ
をながし申けるはあれにみえて
候ふるきつかふるきせきたうこ
そその人のびやうしよと申つた
へてこそ候へとてゆひをさして
をしへける
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かりそめに契りし人の面か
けを忘れもやらぬ身をいか
にせん

あるかたはらを見てあれは柴
のいほりの有けるに立よりて物
いはんといひけれは八十あまり
の翁いてゝ誰にてわたり候と申
は浦嶌太郎申けるは此所にうら
しませうじといふ人の家は候は
ぬかといひけれはおきな申やう
御身はいかなる人にてましませ
は浦嶌のゆくへを御たづね玉ふ
ぞやふしきにこそ候へそのうら
しまとやらんは七百年いぜんの
事と申つたへ候也そも御身はい
かなる人にてましますそ

それよりやう
ふるさと丹
後の國にかへり見れはいにしへ
のけしきかはりはて山はくすれ
て淵となり川はいさごにつみあ
けて雲もほとなき山となり人か
よふあともなくとらふす野へと
成にけり浦嶌太郎これを見てあ
きれはてたるはかりなり

く

太郎おほきにおとろきこはい
かなる事やらんわか身なからも
ふしきなりとてはしめおはりを
有のまゝにかたりそれはおきな
もふしきの思ひをなし泪をなか
し申けるはあれに見へたるこた
かき所にすゝきなとはへしけり
申ふるき石とうこそ其うらしま
の跡のしるしと申つたへ候とゆ
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く

く

さてうらしま太郎は一もとの
松の木かけにたちよりあきれは
てゝそ居たりける
太郎おもふやうかめかあたへ
しかたみのはこをあひかまへて
あくなといひけれ共今はせんな
しあけて見はやとおもひけるこ
そくやしけれ

く

さてうらしまは一もとの松の
かけにやすらひてあきれはてゝ
そゐたりける
さるほとにうらしまおもふや
うりうくうにてかめかあたへし
かたみのはこあくる事なかれと
いひけれともいまはなにゝかせ
んあけて見はやとおもふこそよ
しなけれ

く

く

そそのうらしまのあとのしるし
と申つたへ候とゆびをさしてぞ
をしへける
太郎はなく
つゆふかきく
さむらをわけてふるつかのまへ
にかしこまりなみだをながし申
やうわれはこれいにしへのうら
しま太郎にてさふらふなり此こ
けのしたにわがちゝはゝのまし
ますかやわれおもはずもりうぐ
うじやうにおもむきわつか三と
せをふるとおもひしに七百ねん
のはるあきをすぐるとよこはそ
もいかなる事やらんさぞやそれ
がしをうらみ給はんもつたいな
やわれひごろはすいぶんとかう
をつくしまいらせしにこゝ
ろならずもふかうのつみにしづ
む事かみもほとけもゆるしおは
しませよしみづからはいかなる
ぢごくにしづむともむなしくす
ぎしちゝはゝをじやうどにむか
へてたび給へとてなく
一し
ゆつらねつゝとほうにくれてい
たりけり
かりそめにいでにしあとを
きて見ればとらふすのべと
なるぞかなしき

さてうらしまおもふやうはか
めがあたへしかたみのはこあい
かまひてあけさせ給ふなといひ
けれどいまはなにかせんあけて
見ばやとおもひ見るこそくやし
かりけれ

く

はしき事をいひつたへもなけれ
はしりたる人もなしとなく
をしへけるを
きゝて浦嶋はなみたとゝもに
其時うら嶋は草ふかく露しけ
立いてゝみれはくさたかひおひ き野邊をわけ入てふるきつかに
しけり露しけき野へひよう
まいりなく
かくなん
したるをわけいりふるきつかせ
たらちねにあはんと思ひき
きたうにむかひなみたをなかし
てみれはこけむすつかとな
まもりゐ てとかく 思ひにき
りにけるかな
︹け？れ？︺たることもなくむ
かりそめに出にしあとを今
かしこひし心ほそくて詠しけり
みれはとらふす野へとなる
かりそめにいてにしあとを
そかなしき
きてみれはとらふす野へと
︹第五図︺
成そかなしき
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︹第六図︺

く

ｄ
太郎はなく
草ふかく露し
げきのべをわけふるきつかにま
いりなみだをながしかくなん
かりそめに出にしあとをき
てみればとらふすのべとな
るそかなしき

⑦ ａ
さてうらしま太郎は一もとの
まつのこかげにたちよりあきれ
はてゝぞゐたりける
ｂ
太郎おもふやうかめがあたへ
しかたみの箱あひかまへてあけ
させたまふなといひけれ共いま
は何かせんあけてみばやとおも
ひみるこそくやしかりけれ

く

ひをさしてそをしへける

く

く

太郎はなく
露ふかき草村
をわけてふるつかのまへにかし
こまりなみたをなかし申やうわ
れはこれいにしへのうら嶌太郎
にてさふらふ也此こけの下にわ
か父はゝのましますかやわれお
もはすもりうくうしやうにおも
むきわつか三とせをふると思ひ
しに七百年のはる秋を過るとよ
こはそもいかなる事やらんさそ
やそれがしをうらみ玉はんもつ
たいなやわれ日ころはすいぶん
とかう
をつくしまゐらせし
に心ならすも不孝のつみにしつ
む事神も仏もゆるしおはしませ
よしみつからはいかなるちこく
にし つむと もむな しく すきし
ちゝはゝをしやうとにむかへて
たひ玉へとてなく
一首つら
ねてかくなん
たらちねにあはんと思ひき
てみれは苔むすつかと成に
けるかな
かりそめに出にし跡を今見
れはとらふすのへとなるそ
かなしき

さてうらしま太郎はしるしの
松の 木かけ に立よ りあ きれは
てゝそゐたりける
太郎思ふやうりうくうにて龜
かあたへしかたみの箱をあひか
まへてあけさせ玉ふなといひけ
れと今は何かせんあけてみはや
と思ひけるこそくやしけれ
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一九 九九年 一〇月

さて浦嶋は鶴になりてこくう
にとひのほりけるそも
この
うらしまかとしをかめかはから
ひとしてかのはこの中にたゝこ
めて置にけるにあけて見るゆへ
に七百年のよはひをおもひてか
ならす
あけさせ玉ふなとい
ひしをあけて見るこそよしなけ
れ
君にあふよはうらしまか玉
手はこあけてくやしきわか
よはひかな
と哥にもよまれてこそ候へ
しやうあるものいつれもなさ
けをしらぬといふことなしいは
んや人けんの身としておんを見
ておんをしらぬはほくせきにた
とへたり
なさけふかき夫婦は二世のち
きりと申侍るかまことにありか
たき事ともかなうらしま太郎は
鶴になりてほうらいの山にあひ
をなす龜は三石のいはゐをそな
へよろつ世を經しとなりさてこ
そめてたきためしにもつるかめ
をこそ申候へたゝ人にはなさけ
あれ情は人のためならすわか身
行すゑめてたきよし申つたへた

く

しやうあるものいつれもなさ
けをしらぬといふ事なしまして
やにんけんのしやうをうけてを
んを見てそのをんをおもひしら
さるはほくせきにたとへたり
ちきりふかきふうふは二世の
ゑんそかしうら嶋太郎はつるに
成てほうらいにあいをなすかめ
は又こうに三せきのいはゐをそ
なへてよろすよをへぬるとなり
さてこそめてたきためしにも鶴
と龜とを本とするなり人をあは
れみなさけのあるものはゆくす
ゑまてもめてたきよし申つたへ
たり

さてうらしまは鶴になりてこ
くうにとひあかりけりそも
このうらしまかよはひをかめか
はかり事として七百年のおひの
なみをはこの中にたゝみ入ぬる
ゆへに久しくよはひをたもちけ
りふるきうたにも
君にあふ夜はうらしまかた
まてはこあけてくやしきわ
かなみたかな

ｃ
此はこをあけてみれば中より
このはこをあけてみれは中よ
此はこあけてみるに内よりむ
むらさきの雲三すぢのぼりけり りむらさきの雲三すち立のほり らさきの雲三すちたちのほりけ
是をみれは二十四五のよはひも けり浦嶋か廿四五のよはひもた りうらしま太郎廿四五はかりの
たちまちにかはりはてにける
ちまちにかはりけり
よ はひも たち まちに かは りは
︹第七図︺
︹第五図︺
て ゝひた いに 四かい のな みを
たゝみかみにはゆきをいたゝき
まゆには八しゆの霜をたれせつ
なのほとにみるもいふせきおき
なのすかたとなりにけるこそく
やしけれ

く

ａ
扨うらしまはつるになりてこ
くうにとびのぼりけるそも
此うらしまが年をかめがはから
ひとしてはこの中にたゝみ入に
けりさてこそ七百年のよはひを
たもちけるあけてみるなと有し
をあけにけるこそよしなけれ
きみにあふよはうらしまが
玉手はこあけてくやしきわ
かなみたかな
と哥にもよまれてこそ候へ
ｂ
しやう有物いつれもなさけを
しらぬといふことなしいはんや
人けんの身としておんをみてお
んを知ぬは木石にたとへたり

第二号

ｃ
情ふかきふうふは二世のちき
りと申が寔有がたき事共かなう
らしまは鶴になりほうらいのや
まにあひをなす
︹第八図︺
かめはこうに三せきのいわゐを
そなへ万代をへしと也扨こそめ
てたき様にもつるかめをこそ申
候へ只人には情あれ情の有人は
行末めて度由申傳たり
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さてうらしまはつるになりて
こくうにあがりける此うらしま
がとしをばかめがはからひにて
はこの中にたゝみいれにけりさ
てこそ七百ねんのよはひをたも
ちけるあけて見るなといひしも
のをあけにけるこそよしなけれ
君にあふよはうらしまがた
まてばこあけてくやしきわ
がなみだかな
とうたにもよまれたり

此はこをあけて見れば中より
むらさきのくも三すぢのぼりけ
りこれをみれば廿四五のよはひ
かはりはてゝたちまちにはくは
つのおきなとなるこそあはれな
れ

夫婦は二世のちきりと申事ま
ことなるかな浦嶌は鶴となりほ
うらいにあそひけれは龜はかう
に三きよくをそなへともによろ
つよをふるといへりさて目出度
ためしにはつるかめをいはふと
かや

扨うらしまは鶴になりてこく
うに飛あかりけりそも
この
浦 嶌かよ はひ を龜か はか りこ
とゝして七百年のおひのなみよ
はひをはこのうちにたゝみ入ぬ
るゆゑに久しくよはひをたもち
けり古き哥に
君にあふ夜はうらしまか玉
手箱あけてくやしきわかな
みたかな
と哥にもよまれたり

此箱あけてみれは中よりむら
さきの雲三すし︹ち傍記︺のほ
りけり是を見るとひとしく廿四
五のよはひもたちまちにかはり
はてひたひに四かいの波をたた
み髪には雪をいたゝきまゆには
八しゆの霜をたれせつなのほと
に見るもいふせき翁のすかたと
成にけるこそふしきなれ

く

ふうふは二せのちぎりと申事
まことなるかなうらしまはつる
となりほうらいにあそびければ
かめはかうに三きよくをそなへ
ともによろづよをふるといへり
さてこそめてたきためしにはつ
るかめをいはふとかや
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り
其後浦嶋太郎は丹後の國にう
ら嶋の明神とあらはれしゆしや
うさいとし給へり龜もおなし所
に神とあらはれふうふの明神と
成にけりめてたかりけるためし
なり
︹第六図︺
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其のちうら嶋太郎は丹後のく
ににうら嶋の明神と顯れ衆生さ
いどし給へりかめもおなし所に
神とあらはれふうふの明神とな
り給ふめてたかりけるためしな
り

そのゝちうら嶋太郎はたんこ
の國にうらしまの明神とあらは
れしゆしやうさいとし給へりか
めもおなし所に神とあらはれて
今の代まてもふうふの神とそ申
けるかゝるめてたき事世にあり
かたきためしとそ

そのゝちたんごのくにみづゑ
のせうに大みやうじんとあらは
れしゆじやうさいどの神となり
たま ふかめ もおな じく げんじ
つゝ ふうふ のみや うじ んとい
はゝれていまにたへせぬ御ちか
ひありがたかりけるしだいなり
むかしがいまにいたるまで此
みやうじんにいもせの事をちか
ひけるにかなはずといふことな
しさるによつてこの
︹第十図︺
さうしを一たびよめばゑんなき
人はえんをむすびえんある人は
ちなみふかくめでたかりけるた
めしなり
元禄四年 正月吉日
大坂かうらい橋
藤屋弥兵衛 田中庄兵衛

こうへい・本学助教授︶

其後たんこの國にみつゑのせ
うに浦嶌大明神とあらはれしゆ
じやうさいどの神と成玉ふ龜も
おなしくげんしつゝふうふのめ
う神といははれて今に絶せぬ御
ちかひ有かたかりけるしたひな
り
昔か今にいたるまて此明神に
いもせの事をちかひけるにかな
はずといふ事なしさるによつて
このそうしを一たひよめはゑん
なき人はえんをむすひえんある
人はちなみふかくめてたかりけ
るためし也

︵はやし
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学校教育改革の視点に立つ学社融合のとらえ方
The Role of Collaboration between the Educational Community and Social
Services in Educational Reform

加 藤 登喜男
Tokio KATO

キーワード：ゆとり、心の教育、環境学習、体験学習、地域社会

要旨
完全学校週５日制と学校教育を取り巻く諸問題の解決をめざし、
２０
０
２年度から実施され
る新学習要領は「生きる力」の育成が目的である。
学社連携では消極的であった学校教育が、学社融合にきわめて積極的であるといえる。
これは、「開かれた学校づくり」「生きる力の育成」という教育課題の解決を迫られる学校
教育の切実さを物語っている。
２１世紀に向けた新しい教育は学校教育、社会教育の両者がどこまでその領域を越えられ
るかにかかっている。
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１．学社連携から学社融合へ
(１)

学社融合の定義

生涯学習審議会の平成４年７月答申において、
「人々が、生涯のいつで
も、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価
されるような社会」を『生涯学習社会』と定義し、文部省はその実現に
向けた諸施策を講じるとともに、
「学社連携」の視点から既存の教育シス
テムの改革を行ってきた。
この定義に基づくならば、めざすべき社会とは、
「人が学習を通じて自
己の能力と可能性を最大限に伸ばし、それぞれに自己実現を図っていく
社会」であり、学校教育も生涯学習の一環として「学社連携」を推し進
めていくことが求められた。
「学社連携」の動きは社会教育が積極的に取り組んできた。人々のニー
ズに合った多様な学習機会の充実を図ろうとする社会教育にとって、学
校教育施設と教育機能を活用することは、大きなメリットがあったと言
える。例を挙げると、プールや体育館、運動場、調理室など学校施設を
一般に開放することは、社会教育施設の不足を補い市民ニーズに応える
有効な手段であった。現実に、生涯体育や市民の文化活動の高まりにと
もなう社会教育施設の不足を補うため、放課後や休日の学校施設の開放
が進められた。しかし、学校教育にとってはあまりメリットはなく、拒
否的感情が強かった。特に中・高等学校では、部活動の実施に制限が加
えられることや、施設管理上の問題が発生する等の理由から消極的で
あった。
一方、社会教育において学んだ人々にとって、学習活動の成果を学校
の授業に参加して生かせることは非常に魅力的なことである。しかし、
よく言えば教員の強い使命感・責任感の現れであり、悪く言えば、子ど

（3）

加藤登喜男
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もの教育は学校で行うべきであり、学校外の人間に口を出されたくない
という閉鎖的な雰囲気のため、なかなか学校は外部の人材を受け入れよ
うとはしない。このため、学社連携はごく一部の連携にとどまる傾向が
あった。
平成８年４月の生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充
実方策について」において、
「学社融合」という概念が示された。これま
での「学社連携」を一層推進する立場から、
「学校教育と社会教育がそれ
ぞれの役割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、学習の場や活
動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら、一体となって子どもた
ちの教育に取り組んでいこうとする考え方」と定義した。これは、社会
教育も学校教育も、それぞれが独自の領域において、独自の理念で展開
される教育ではあるが、生涯学習社会構築という共通の視点で行動して
いる以上、両者が緊密に連携・融合することの必要性を強調したもので
ある。
栃木県鹿沼市では、学社融合を、
「子どもを育てる方向の共有化と活動
の協働化作業」ととらえ、学校教育と社会教育の双方を主体とした両者
の結びつきを深めることで、学社連携から学社融合への転換をめざして
いる。[１]

さらに、これまでの学社連携では、学校教育か社会教育のい

ずれか一方に主体があり、もう一方は受動的な立場となってしまうため、
主体となった側にのみ連携により達成したい目標が発生し、その成果も
主体となった側にのみ生じていたとしている。たしかに、学校施設の開
放・活用のケースに見られるように、主体は社会教育であり成果も社会
教育にのみ生じていた。
学社融合では、両者が独自になすべき領域と共有する活動領域を明確
に意識し、融合することにより新たな教育が創造されるものでなければ
ならない。
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学社融合の現状

学社連携では消極的であった学校教育が、近年、学社融合にきわめて
積極的であることが指摘される。これは、
「開かれた学校づくり」
「生き
る力の育成」という教育課題の解決を迫られる学校教育の切実さの現れ
と言える。
社会環境の急激な変化の中で、いじめ、不登校、少年犯罪の凶悪化な
ど学校だけでは子どもの教育が完結できないとの認識が広まるにともな
い、学校教育と社会教育の連携協力関係を実質化することが大きな課題
となってきた。
平成８年７月、第 15 期中央教育審議会の「21 世紀を展望した我が国
の教育の在り方について」と題する第一次答申は、変化の激しい先行き
不透明な厳しい時代においては、子どもたちに「生きる力」を育むこと
が必要であると述べている。
「生きる力」とは、「自分で課題を見つけ、
自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決す
る能力」、「自らを律しつつ、他人と協調し他人を思いやる心や感動する
心など豊かな人間性とたくましく生きるための健康や体力」といった総
合的な能力である。この「生きる力」は、生涯学習社会において最も必
要とされる基礎的な能力と言える。
本来、子どもは学校だけで生活しているのではなく、社会的風潮の影
響を強く受けながら日常の経験や活動を通して成長するものであり、子
どもの適切な教育は子どもの生活全体を通して総合的に計画され、社会
全体の教育力を結集して行うべきものである。こうした視点から、
「 生き
る力」の育成を、学校と家庭・地域社会の連携から生まれる生活体験や
自然体験などの機会を通して図っていくことが求められた。
こうした教育の方向は、これまでの学校教育システムの転換を求める
ものであり、学校は自らの質的転換を図るとともに、積極的に社会教育
資源を活用していくことが不可欠となってきた。
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これにより、消極的であった学社融合に、学校教育は積極的にならざ
るを得なくなってきたと言える。こうした状況は、学校教育が一方的に
めざすべき成果を求めた働きかけであり、真の学社融合とは言えない。
しかし、学校教育の学社融合への積極性は、自ずと社会教育の活性化を
もたらし、その目標である「学習コミュニティの形成」を促進すること
に成りうるとも考えられる。

２．学校教育の質的転換
(１)

学習指導要領の改定 ( 平成８年１２月 )

完全学校週５日制と学校教育を取り巻く諸問題の解決をめざした中央
教育審議会第一次答申 ( 平成６年７月 ) を受け、2002 年度から実施され
る学習指導要領が平成８年 12 月に公示された。この学習指導要領では、
ゆとりの中で、
「自ら学び、考える力を育成する」ことを柱に、教科内容
を基礎・基本に厳選し、前回のおよそ３割を削減している。また、創意
工夫を生かした教育のための「総合的な学習の時間」を新設するなど、
２
１世紀の学習内容が提起された。
改定された内容で注目されるのは次の３点であろう。
煙

生きる力を育むことをめざし、児童生徒が自ら学び考える力を育
成する。（生きる力の育成）

煙

ボランティア活動や自然体験活動などを通じて道徳性を育成する。
（心の教育）

煙

創意工夫を生かした教育のため「総合的な学習の時間」を新設す
る。
（横断的・総合的学習）

これらは教育内容や授業時間の運用について学校裁量の範囲を大幅に
広げている。明治以来、文部省の定めた内容を基本に教育を行ってきた
学校教育にとっては、地域の実態と子どもの興味・関心に応じて教育課
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程を編成しなければ成らず、学校や教師の責任が大きくなったと言える。
中でも「総合的な学習の時間」は、学校教育にとって未知の世界と言
える。
「総合的な学習の時間」は中央教育審議会第一次答申 ( 平成６年７月 )
で提起され、教育課程審議会答申 ( 平成８年７月 ) でねらいや教育課程
上の位置づけ等が示された。その趣旨は、「生きる力」の育成をめざし、
国際理解、情報、環境、福祉・健康のような各教科等にまたがる課題に
ついて、各学校の実態に応じた創意工夫を生かした横断的・総合的な指
導を行うとしている。また、時間割、一単位時間や授業時数など運用の
弾力化により、学校の創意工夫をより可能にするとともに、地域・学校
の実態に応じて、
横断的・総合的な課題から構想することも、生徒の興味・関心を基に課
題を設定することもできるとしている。さらに、
「総合的な学習の時間」に
おいては、
「自ら学び、自ら考える力」
「学び方やものの考え方」
「問題解
決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度」を身につけるとともに、
「自己の生き方を考えること」をねらいとしている。ここには、これま
での知育偏重・記憶中心の学習、教師主導・結果重視の学習活動への反
省が込められている。そして、
「総合的な学習の時間」では、学習プロセ
スを子どもに委ね、子ども自らの経験知に基づいて課題を見つけ自らの
やり方で解決していく授業をめざしている。
さらに、実施にあたっては「自然体験やボランティア活動などの社会
体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動な
ど体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れる」としており、
様々な体験活動の機会と場所を意識的に提供していくことが不可欠とな
る。このためには、学校教育や教師のみでできることには限界があり、
社会教育をはじめ様々な教育・行政機関、さらには家庭・地域社会との
密接な連携・融合が必要となる。ここに、学校教育が学社融合に積極的
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にならざるを得ない理由が存在する。
また、児童生徒の興味・関心を最大限尊重した学習活動を行う「総合
的な学習の時間」を充実させていくことは、子どもたちにとって学校を
「楽しい場所」へと変貌させる可能性を持っていると考えられる。いじ
め、登校拒否、学級崩壊と様々な子どもを取り巻く問題の解決が迫られ、
瀕死の状態と評される学校教育にとって、
「総合学習の時間」は起死回生
の手段ととらえることもできる。
今後、
「総合的な学習の時間」をどのように作り上げていくのかを学社
融合の視点に立ち考えていく必要がある。

(２)

学校教育がめざす教育の方向

「生きる力」の育成をめざした新しい教育の在り方は、学校教育の質的
転換を求めるものである。このことは、教育内容のみならず教師の役割
や学校外の教育機関との連携の在り方を大きく変化させる。
煙

学びの質的転換
これまで学校教育は、多くの知識や技能をいかにして効率的に教え込

むかということに重点が置かれてきた。こうした教育では，子どもが知
識の習得だけに追われ、
「生きる力」を必ずしも身につけることはできな
かった。
そこで、
「教え込む教育」を「自ら学び、考える教育」へと転換し、必
要が生じたときに必要な事柄を学習していくという生涯学習の基礎的資
質である「生きる力」の育成をめざすことになる。同時に、多くの知識
を身につける「受ける学び」から、自分なりの学習方法を一人ひとりが
身につける「自ら作る学び」へと学びの質を転換していくことが重要で
ある。
煙

児童生徒の教育内容

「生きる力」を身につけさせるためには，授業の中で豊かな発想をめぐ

（8）

苫小牧駒澤大学紀要

第２号 1999 年 10 月

らすことのできる「ゆとり」
、失敗してもやり直せる「ゆとり」、じっく
りと考える「ゆとり」など、心の「ゆとり」や主体的に学んでいるとい
う精神的な充足感を満たしていくことが重要である。
まず、教育内容を厳選し、基礎・基本を中心とした最小限の学習を提
供するにとどめ、各教科で生み出された「ゆとり」を、体験活動を重視
した「自ら作る学び」の時間としていくことが求められる。
煙

教師の役割
教師の役割は、知識の教授・伝達者としての役割が軽減され、学習の

支援者・アドバイザーとしての役割が重視される。体験を重視した学習
は、学習内容や学習空間を学校から社会へと広げていく。こうなると学
校は社会と隔絶された空間ではいられないし、教師もまた学校にだけ身
を置いているわけにはいかなくなる。子どもの学習テーマや求める体験
活動に合わせた支援を可能にするため、社会教育はもとより、地域社会
と密接に連携していく必要がでてくる。これにより、外部の幅広い社会
教育資源を学校教育に取り入れていくこと、子どもが学校外の施設や企
業に出向き、体験的学習を深めることが可能となる。

３．学社融合の形態と現状
(１)

学社融合の形態

活動内容や方法を異にする学校教育と社会教育とが有機的に連携・融
合して、両者の良い点を発揮して教育活動を進めていくことは、生涯学
習の理念を具体化することに他ならない。
現在の学校教育の視点から考える学社融合は、
「主体的で豊かな人間性
に富む生き生きとした子どもを育むために、社会教育の持つ人材や施設、
学習プログラムなど多様な教育資源を活用し、ダイナミックな体験活動
を授業に導入すること」と言える。単に学校と社会教育機関とが結びつ
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くだけではなく、具体的な教育や学習の内容において両者の機能を融合
することで学校教育の効果を高めようとするものである。
こうした学社融合による活動は、次の二形態に類型化できる。[２]
ひとつは、
「活動が学校教育の活動であると同時に、社会教育の活動で
もある形態」である。これは学社融合の本質的な形態であると言える。
例えば、青少年活動施設を利用した自然体験活動などがこれにあたる。
単に、施設を利用するだけでなく、施設の持つ多彩な学習プログラムや
教育機能を活用することで、学校単独ではできない充実した活動が実現
できる。また、博物館や歴史資料館の学芸員などが、授業に参画しその
一部を担当するといった活動も多く見られる。
もうひとつは、「地域社会と学校が積極的に連携・融合して学校教育活
動を充実させる形態」である。例えば、地域の人材が学校教育活動に参
画し、充実した授業内容や体験活動を実施する活動が考えられる。具体
的には、医師会や薬剤師会等の参画・協力を得て実施する健康教育や学
校保健委員会、専門的知識や能力を持つ地域の人材（市民団体・行政職
員、公民館サークル）を活用した福祉教育や環境教育などがある。また、
地
域の企業や施設等との連携による体験活動を取り入れた進路指導などが
考えられる。

(２)

学校が進める学社融合の現状

学校教育にとって、子どもたちに生活体験や自然体験など豊かな体験
活動の場を提供していくために、学社融合は不可欠となってくる。しか
し、学校の学社融合に向けた動きは、まだまだ十分とは言えない。多く
の学校において見られる動きは、学校行事を主体としてＰＴＡや地域と
の連携を図ることが学社融合であり、
「開かれた学校づくり」につながる
と考える傾向がある。具体的には、運動会や文化活動発表会等における
地域住民との交流、授業への外部講師の招聘、部活動の外部コーチの招

（10）

苫小牧駒澤大学紀要

第２号 1999 年 10 月

聘、プール、運動場、空き教室などの地域社会への開放、地域教材作成
への地域の協力要請などの取り組みが多い。
こうした学校施設の地域社会への開放や学校行事での交流といった取
り組みは、学校にとって比較的容易なものである。また、学校が望む分
野において地域の人材を活用することも抵抗は少ない。言うならば、学
校にとって都合の良い部分での連携・融合であり、地域社会の人々が教
育活動計画の作成に参画するという例はまだまだ少ない。その大きな理
由は、常に学校教育や教師に向けられる批判的視線を恐れるあまり、学
校教育に地域の人々を呼び込むことに否定的な雰囲気が教師に強く存在
することである。また、学校と地域との連携・融合が密になることによ
り、
「地域住民がボランティアで参加しているのだから、教師も参加すべ
き」との声が必ず出てくる。これにより、教師の労働負担が増大するこ
とを恐れ、
積極的な連携・融合に踏み切れないと言う状況がある。もし、一
歩進めて、教育計画作成段階にも地域の参画を受け入れるならば、地域
の持つノウハウを生かした学習活動が可能になるばかりでなく、教師の
負担は軽減されると考えられる。まず、教師の意識変革に全力を挙げる
必要がある。

４．北海道の小学校における学校教育の学社融合事業の試み
(１)

苫小牧市立糸井小学校の「自然学校」

社会教育施設と学校がそれぞれの教育機能を生かし、新たな教育を作
り出す取り組みの事例を紹介する。
苫小牧市立糸井小学校では「たくましい心と体を育てる」を進める事
業として、人間としての基本を教える自然とのかかわりや直接体験の機
会を創出するために「自然学校」を実施している。1988 年から実施して
いるこの事業は、小学校５年生全員を対象に、５泊６日の期間、学習の
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場を教室から豊かな自然の中に移し、国立公園にある洞爺湖という恵ま
れた自然環境とゆとりある時間の中で様々な体験活動を行い、協力性や
連帯感などの仲間意識を育み、深める機会を実現しようとするものであ
る。
中央教育審議会答申が「具体的な体験や事物とのかかわりをよりどこ
ろとして、感動したり驚いたりしながら「なぜ、どうして」と考えを深
め、実際の生活や社会、自然の在り方を学んでいく。そして、そこで得
た知識や考え方を基に、実生活の様々な課題に取り組むことを通じて、
自らを高め、よりよい生活を創り出していくことができるのである」と
しているように、豊かな実体験は子どもの成長の糧であり「生きる力」
を育む基盤となる。
この取り組みでは、道内に点在する社会教育施設を活用するだけでな
く、社会教育の持つ教育機能や学習プログラムを活用することにより、
新たな自然・社会体験活動を作り出している。また、社会教育施設の側
も施設の提供とともに、新しいプログラムの開発や教職員を対象とした
指導者研修講座の開催、自然学校に関する情報の提供など積極的な関わ
りを持っている。
そして、社会教育の持つ「学習者の主体性を尊重した指導の在り方」
や「独自の学習プログラム」に教師が接することで、教師自身の意識変
革や新たな指導方法の開拓につながることを期待している。

(２)

苫小牧市学社連携実践委嘱校

①地域の施設や環境を活用した実践活動
明野小学校〜・とび出せまつりだ

ワッショイ

・地球を大切に
糸井小学校〜・洞爺少年自然の家教室
・鮭稚魚放流体験
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勇払小学校〜・とび出せ探検隊Ⅱ
・工場見学…日本製紙
弥生中学校〜・ライオンズ合同見学旅行
・４組 職場実習
②地域の人材を活用した実践活動
明野小学校〜・あけのランドこどもまつり
・ロケットを飛ばそう
糸井小学校〜・糸井小フェスティバル
・地域の人材から学ぶ・・・社会科
勇払小学校〜・音楽鑑賞会「ル・プランタン」コンサート
・親子で楽しむ野鳥の話
弥生中学校〜・４組ＰＴＡスポーツ
・第２学年高校調べ・・・進路発表会
③ボランティア活動の実践
明野小学校〜・お母さんの読み聞かせ
・手品クラブの発表
糸井小学校〜・ベルマーク回収運動
・リサイクル運動
勇払小学校〜・地域清掃活動
・身障者との交流
弥生中学校〜・牛乳パック回収
・全校奉仕活動
④社会教育事業や地域行事への参加
明野小学校〜・なかよしさわやかＤＡＹ「楽しいコンサート」
・ニコニコ道り「あいさつ運動」
糸井小学校〜・おはなしの会
・教育講演会
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勇払小学校〜・勇払筏下り祭り
・長生大学との交流
弥生中学校〜・紙フェスティバル ９６参加
・山なみ祭

(３) 平成１０年度白老町立学校における学社融合の取組
Ａ小学校〜・児童の縦割り班活動による駅舎の清掃（身近な公共施設へ
の奉仕活動）
・地域の特色でもある牧場を活用した乗馬クラブの実施
・漁業共同組合と連携したサケの稚魚放流
Ｂ小学校〜・漁業共同組合と連携したサケの稚魚放流
・地域の高齢者との交流活動（昔の遊び・敬老の日近くの手
紙の交流
・国際交流活動（ケネル市）、国内交流活動（仙台市）
Ｃ小学校〜・ふれあい広場（家庭・地域との連携）
《活動例》大型紙芝居、人形劇、アイヌの文化と歴史を学ぶ
（ムックリづくり、アイヌ料理の体験実習と試食等）地域
の達人に学ぶ（紙飛行機、気球、Ｔシャツ、押し染め）他
・ボランティア活動（福祉施設の訪問）
・国際交流活動（ケネル市）
Ｄ小学校

・「森に学ぶ学校」＝地域の環境を教育課程に位置づけ
・国際交流活動（ケネル市）

Ｅ小学校

・ボランティア活動（福祉施設の訪問）
・環境教育の一環としての地域清掃
・地域の高齢者や幼児との交流活動

Ｆ小学校〜・地域文化の伝承活動（越後盆踊り）
・サケに関する学習（放流、採卵、地引き網）
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・環境教育としての海浜清掃
Ｇ小中学校・地域の環境を取り入れた体験学習（全校キャンプ）
・環境教育としての野鳥観察
Ｈ中学校

・国際交流活動（ケネル市）
・特殊学級の近隣学級、施設との交流（白老小、愛泉園等）

Ｉ中学校

・国際交流活動（ケネル市）、国内交流活動（仙台市）
・親子ボランティアスクールの開催

Ｊ中学校

・環境教育の一環としての地域清掃（駅舎、前浜）
・福祉施設の運動会・文化祭の手伝い
・ちいきの高齢者との交流活動（手紙の交換）

Ｋ中学校

・生産体験学習（学校菜園、シイタケ栽培）
・地域との連携活動（海浜清掃、リサイクル）
・国際交流活動（ケネル市）

５．生涯学習社会と Collaboration（終わりにかえて）
学校教育改革と再生という視点から学社融合の必要性を述べてきた。
なぜ、学校教育はひずみを拡大し、家庭・地域社会の教育力が低下して
いったのか。
現在の社会においては、生活の基盤が世代により分化されるとともに、
学習基盤ともなっている。幼年期における生活・学習の場は家庭である。
子どもは成長とともに生活の中心を学校へと移し、学習の場も学校へと
移っていく。以前は、たとえ子どもたちの生活・学習の場が学校に移ろ
うとも、強い地縁的人間関係の存在を基盤として、生活・学習の場とし
ての地域社会の存在は大きな意味を持っていた。
高度経済成長時代以降、労働の集約化にともなって、学校教育を終え
た多くの人々は、企業戦士として企業社会にのみ込まれていった。その
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ため、地域住民として、また家庭人としての生活基盤を地域社会からも
家庭からも失っていった。そして、一線を退いた老年期の人々と家事専
業の女性が地域社会に生活と学習の基盤を置くことになる。社会教育は
こうした地域社会を主な活動領域としてきたのが現状である。こうした
状況の変化は、地域社会を子どもたちの学習の場から切り離し、生活の
場としての比重も小さくしていった。子どもにとって家庭や地域社会で
の学習機会は減少し、子どもは家庭・地域社会から孤立し、家庭教育の
自信喪失と地域社会の教育力の低下を招いたと言える。そして、学校教
育のみが子どもの教育を担う
ことになった。（図１）
しかし、学校教育への期待は
エリート養成としての期待 の
みが高まり、学校の絶対的価
値と競争原理を肥大化させ、
子どもの心を歪めていった。これは、学校が望んだ変質ではなく、社会
が学校に変質を迫った結果でもある。
次に紹介する、ある学生の予備校での経験が、社会の求めた教育への
期待を端的に表している。

・・・・・・（前略）・・・・・・
予備校に初めて行った時の感想は、
「 世の中にはこんなにも多く受験
生がいたのか。
」という事だった。そして、知っていたとはいえども、あ
まりにも厳しすぎる寮則にも驚いた。その寮則は「他室侵入厳禁」や
「外出可能時間以外は自室で勉強」といったものであった。私にとって
最もつらかったのは、テストでも予復習でもなく、一人で部屋にいるこ
とだった。平日は、予備校で授業があるので、友達ともよく会ったり話
したりすることができたが、休日は朝から晩まで一人っきりだった。勉
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強したくないという気持ちと、勉強しなければというあせり、そして皆
においていかれそうな不安が入り乱れた気持が頭の中をかけ巡り、机に
向かっていてもあまり集中できなかった。予備校の先生方は、
「孤独に打
ち勝ち、他人のことにかまわず、自分のことのみを考えて進むことが大
切だ。」とおっしゃっていた。そして、はじめの内は、その言葉を信じて
疑わなかった。
私がその言葉を最初に疑ったのは、数学の問題を夜遅く友達に聞いて
いた時だった。他人の部屋に入ることは禁じられていたので、共同で利
用する洗濯場で教えてもらっていた。ちょうどその時、寮監に見つかっ
てしまった。その時、私は寮監に、
「あなたには、他人の時間を奪う権利
があるのか。」と聞かれた。私は驚いて何も言えなかった。勉強のできる
人ができない人に教えてあげることは、ごく当たり前のことだと思って
いたからである。しかし寮官にとって、私は勉強ができる子の学習時間
を奪った悪者であったのだ。私はくやしくて涙が止まらなかった。その
涙を、反省の涙と思ったのか、今後は気をつけるようにしなさい。」
と言っ
て、寮監は行ってしまった。
ばがばかしい考え方だと思った。もし自分が、親に多くの金を払わせ
てこの予備校に入った受験生でなかったならば、こんな所は一日たりと
もいたくないと思った。他人に迷惑をかけずに生きていける人間などい
るはずがないのだ。仮に、他人のことは知らんふりをして、自分のこと
だけしか考えなかった結果、希望の大学に合格できたとしても、きっと
私なら後悔するに違いないと思った。そして、その日から少しずつ、私
は変わっていった。以前は、たとえ眠かろうが疲れていようが、何が何
でも全ての授業に出なければ、と思って出席していた。しかし、その日
以降は、そんな日は保健室で休んで体を楽にした。また、テストの終わっ
た日は、気晴らしに友達とお菓子を食べに行ったり、ショッピングを楽
しむようになった。苦しかった自分を、少しずつ解放してやることにし
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た。でも、とりあえずは受験生なので、
勉強しなくてはならない時には、き
ちんと勉強した。だから、以前より楽になったにもかかわらず、成績は
下がらないどころか、少し上がった。・・・・・（後略）
・・・・・[３]
こうした社会全体の教育力の低下に歯止めをかけ、学校教育の改革と
再生をはかるためには、時代を共有して生きるすべての世代が連携し、
互いに刺激を受け合うことで、新たな学習の機会を広げる必要がある（世
代間の Collaboration）。子どもの教育にすべての世代が関わり、その中か
ら自らの学習も広げていける
ことが必要である。
さ ら に、産 業（企 業）
・学
校・住民（家庭や地域社会）
の連携により、新たな学習の
場を共創する必要がある（産・
学・住の Collaboration ）。教育を学校のみが担うのではなく、地域社会や
企業産業も子どもの教育に関わりながら、子どもだけでなく地域社会に
とっての学習の場を作っていくことが求められる。
（図２） 特に、企業
の果たす役割は重要であり、経済同友会の提言する「合校」に示された
ような教育への参画のみならず、労働時間の短縮や弾力的な労働時間管
理、ボランティア活動の評価など、社会全体の「ゆとり」を創出するこ
とへの期待は大きい。
さらに、高度情報通信社会に向けて人々の生活・学習空間は地球規模
で拡大している。このため、学校教育にもインターネットが導入され、
国内のみならず国際的な交流学習が試みられている。より広い学習空間
を実現し、よりグローバルな学習を展開するためには各地域間の連携（地
域間の Collaboration）が必要である。
このように教育システム再構築に向けた３つの Collaboration （注）を
実現することが、学校教育改革と再生、さらには生涯学習社会の構築を
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推し進めることになる。
学校教育の原点は「子育て」である。我が国においては、子育ての責
任は誰が負うべきなのか。当然、親権の認める範囲において、第一義的
には親であろ。しかし、児童福祉法は「子どもの健やかな成長」は国・
地方公共団体、換言すれば「社会」の責任であると明確に定めている。
社会に課せられた「子育て」の責任を果たし、生涯学習社会における
生存権とも言える「学習機会」の保証を実現するため、学社融合をさら
に推進していく努力が必要である。

〜
( 注 ) 八田昭平の「Collaboration の技術と思想」
（http://www.aichi-gakuin.ac.jp/ hatta/）

の中で、「世代間のコラボレーション」
「人間の社会階層間におけるコラボレーショ
ン」
「地域住民、大学間におけるコラボレーション」について述べている。これを参
考に、筆者なりのコラボレーションの解釈を述べるとともに、図１，図２を改変し
た。
[１] 越田幸洋，
「子どもを育てる方向の共有化と活動の協働化」
，社会

教育 1998 −

３，P.14
[２] 今野雅祐，「全国に広がる学社融合の取り組み」，社会教育 1998 −

３，P.８

[３] 八田昭平 ,「
「教育学」レポート愛知学院大学歯学部 1995 年１年」,
http://www.aichi-gakuin.ac.jp/ 〜 hatta/report-hatta4/d95repo１.html）
，1997

＊
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Japanese Learning Style (s) and Socratic Inquiry:
Compatibilities or Irreconcilable Differences?
日本人の学習方法とソクラテス問答形式の研究：
適合性と非適合性の差違

Michael KINDLER
マイケル・キンドラー

Key words: Japan, Socrates, learning, teaching, heuristic questioning,
dialogue

Abstract
This paper defines seven key characteristics of Japanese and ten characteristics of Western
learning. While certain learning is universal irrespective of cultural differences, this paper explores
some reasons why it is important for Japanese teachers and learners in universities to reframe some
of the interchange that occurs in learning contexts so that the learner is empowered more than is
currently the case. At the heart of this topic is the observation that there is less interrogative
dialogue happening in Japanese learning situations than in the West. This suggests a shift in
learning approaches is required by which learning in Far East Asia can be made compatible with
best Western practice and consistent in an increasingly global tertiary sector.

1

苫小牧駒澤大学紀要

第２号 1999 年 10 月

What we need is an education that encourages people to form and hold their
own opinions... Unless we become people with our own ideas and
philosophies, Japanese are not going to be interesting and exciting people.
Unless we have our own ideas about how life should be lived, we' ll never truly
be able to have dialogues with people from other countries1.

The Unexamined Life Is Not Worth Living2 .

Preface
Humans learn in a variety of ways and it is not the purpose of this paper to
promote ethnic separateness in the way people learn. In a cultural studies
model, however, it is possible to identify particular styles that characterize
success in learning as being influenced by certain values, approaches, or
affective domains.

For the purpose of contrasting a Western with an Eastern approach to learning,
two paradigms have been chosen: a Japanese and a Socratic approach to
learning. By paradigms is meant a community of values3 that dominate the
learning discourse.

At first glance, such could be seen as most unusual subjects for comparison.
After all, one is social and cultural, while the other is philosophical. This can
hardly be a fair comparison, the reader might say.

However, the approach taken is to compare the praxis of Japanese education
with the theory of what is known about Socratic inquiry. After all, the
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pedagogical dialectic4 has been variously defined as the intersection of theory
and praxis, and one should be able to coalesce in the other, if either is to have
merit on its own.

The intention of this paper has been to remain neutral and not take sides either
for or against Japanese learning styles in universities. Yet the force of the
implications of Socratic inquiry on the praxis of the former has been such as to
necessarily have an impact. In examining the praxis of learning in Japanese
universities with Socratic inquiry as practiced in many Western University
environments, it is therefore declared that the contrasting process has yielded
some implications for the need to shift the approach of learning styles in
Japanese universities.

This paper therefore canvasses some differences and similarities that exist
between Japanese learning style(s) and a particular Western approach or
emphasis to learning. In the discussion of these characteristics the focus on
what is successful learning emerges more clearly not by elevating one cultural
form over another, but by focussing on best practice. Such an approach leaves
itself open to one set of values prevailing over another. The superficial reader
will detect cultural imperialism, but then the same reader could be asked how
any inter-cultural comparison can ultimately avoid bias. This focus is
intercultural, rather than ethnocentric, in order to assure success for learners
into the next century and into an increasingly international and global
environment.

This is a scholarly environment that reaps the best of past and present learning
styles and braids these into meeting the needs of a newly emerging era. The
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challenge is to maintain cultural identities yet meet increasingly intercultural
needs and demands. A juggling act at the best of times, but particularly in
demand right now, as the future of Japan is being redefined. So the paper has
a difficult task, to respect Japanese educational heritage and its historically
rightful place, while also needing the courage to be frank.

Position Statement
The supposition is made that there is an orthodoxy that characterizes much
activity in Japanese tertiary learning environments which neglects the learner,
and is too focussed on the complexity of the content or the authority of the
educator. It is promulgated that the quality of learning increases if the nature of
learning is more interactive. The business of developing inquiring minds is
best promoted by developing a curiosity that lightens fires 5. Not by filling
empty vessels 6. The notion that students are passive recipients of knowledge is
an old-fashioned and uneducated view. As is the idea that teachers are the
receptacle of pure unimpeachable truth, or the fountains of all wisdom. Thus
the business of educating today is more about being the guide by the side than
a sage on the stage.

Prevailing Approaches To Japanese Teaching And Learning
The elementary system of Japanese education, through junior high school, has
supported a particular kind of team-based, absorptive and iterative rote
learning that has well supported Japan's economic and especially technological
development and industries this century. In this model, emphasis has been on
skill and specialized knowledge. This emphasis, it is argued, has dominated
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senior high school and undergraduate learning practice at a cost to Japan's
higher education learning styles.

As urgent demands to maintain Japanese economic competitiveness are
merged into a more global and international context of the next century, it is
now incumbent upon Japanese university learners to more closely question the
why, not just the how to, of modern life. Original and imaginative thinking in
Japanese universities is peripheral, rather than central to the kind of initiative
that often characterizes success in Western university environments. To
sharpen this issue, a particular philosophic approach, the Socratic is tendered
as a tool which Japanese university students can thrive on and ultimately profit
their environment and society by.

What Is That Environment?
The learning environment in the tertiary education industry is rarely static, as it
is influenced by shifting public interests, intellectual debates and paradigms.
The joke goes that the economics student discovered that the questions in the
exam paper were the same as those the professor had set 30 years ago. "Yes",
said the professor, "but the answers have changed". Today's environment can
be characterized by three emerging trends which set it apart from orthodox
practice.

The first is the impact of information-based technology. Institutions prepared
to supply its workers and stakeholders with these resources are clearly
winning, while many other institutions either lack the resources or are
culturally resistant to such profoundly far-reaching change. So the environment
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that is being described is twofold: technology enriched, and (relative to the
former) technology deprived. As we move towards 2000, the learning
environment is being nothing less than transformed and redefined, and there
are winners and losers.

Secondly, the greater exchanges of students and teachers from other ethnic
backgrounds to the one the institution is in, is a trend that became fashionable
later this century, and is now virtually an expected standard in the industry,
virtually as a guarantee to its continuing competitiveness. Japanese leave Japan
for short overseas stays at four times the rate that foreigners come to Japan 7.
The imbalance of this exchange is to the detriment of Japan.

Japan, relative to other Oceanic countries like Hong Kong or Australia, is
certainly not pluralistic in orientation, rather mono-cultural by comparison.
Although the Japanese government has recognized this and attempted to
counter this trend with some significant initiatives which have not been
without some success, Japan has a lot further to go in its openness to other
cultures and especially to other ways of thinking. There is a strong tendency to
bask in the glory of past achievement, and for Japanese to think of themselves
as a unique country, based on the economic success of this century's trajectory
of homogeneity8 . The nature and rate of far-reaching and profound
transformational changes today however are necessitating shifts of thinking
that challenge the orthodox, rattle existing comfort zones and require shifts in
paradigmatic thinking. Increased international mobility has ramifications for
universities everywhere because their ability to be responsive to the changing
learning requirements of its clientele is the very litmus test by which profits or
losses are made.
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In this crucible the question of how tertiary institutions can remain loyal to the
needs of its local clientele and simultaneously meet international needs is a
very real one. Success is now measured by the ability to manage and balance
a range of competing demands. This places pressure on academic standards
and on the curriculum in terms of its very nature and diversity.

Thirdly and significantly, a globalization of curriculum in that ideas and
concepts are increasingly accessed on a global scale.

What was seen as

industrial espionage twenty years ago has become benchmarked best practice
open to the scrutiny of any competing corporation or stakeholder.

Any country's educational or training policies are open to immediate
international examination for their potential utility on the body politic and
impact of the labor market of the scrutinizing country and possible applications
to local contexts. International finance, trading and labor regulations are three
areas in which there has been much convergence and globalization of late. In
the business world, quality assurance programs, business administration
courses and merging financial management styles especially in the share
market and the banking sector have contributed to global ways of getting
things done. Multinationals exploit less expensive sources of labor: Hewlett
Packard has shifted its inkjet assembly technology from San Diego to
Singapore, and Sony Corporation assembles in Malaysia and China.

This trend is not confined to economic strategies. It is also found in the
increasing globalization of curriculum in education. Examples are the
environment, social studies, computer education, sport and physical education.
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Basketball, aerobics and mountain bikes are just three examples of how a
leisure pursuit can become internationally and trans-culturally pursued.

In the humanities, the immediacy with which Hollywood can simultaneously
release movies around the Globe illustrates the way in which people can
discuss the same texts irrespective of which city they are in, or in which
language the film has been dubbed9 . Shakespeare has experienced a veritable
global revival since 1997 with world exposures of Hamlet (Brannagh and
Gibson), Richard III, Othello, Romeo and Juliet (Baz Luhrman), Much Ado
About Nothing (Brannagh), Twelfth Night (Helena Bonham Carter) and of
course Shakespeare in Love (1999, Gwyneth Paltrow).

The rise and spread of English has emerged in contrast to its decreasing
colonial economic influence in the imperialist sense of its originating country.
English is increasingly the lingua franca in computing, in communication, in
the travel industry, in tourism, in South East Asia, in education and in
universities both in and out of Japan. This linguistic globalization is also
reflected in the volume of traffic in English on the Internet, in the demand by
Japanese university students while at a Japanese university and overseas, and not to be ignored - in the music industry, where English lyrics dominate a
significant share of the market 10 .

What is successful learning?
A taxonomy of successful learning, categorized into attributes which are
higher and lower order thinking, has been done before11 . A multitude of
learning styles can be pursued in the successful quest for knowledge.
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Successful learning is here defined as having the following additional
attributes:-

煙 Critical Literacy: being able to assess the worth of a text, film, song, picture,
graph, lyric etc against the culture it is set in, against the particular power
paradigm in which it operates, against the way gender is or is not
accommodated. It is a way of recognizing the political subtext in a
meaning. It is about identifying presences and absences, privileging
particular values against others. Such meaning is not a surface or grammar
meaning, it is an ideological or deep meaning which is semantic in nature,
and more closely related to the worth of the ideas that underpin any text.
Critical literacy is about asking questions of purpose: it is a philosophic
approach that critiques, rather than accepts the status quo.

Thus a critical literacy stance interpellates and interrogates. This is an active,
not a passive learning approach. This approach is often addressed by simple
comprehension questions. While such an approach meets the need for
understanding content, questions are rarely framed in ways that elicit deeper
resonances and nuances of textual images.

Contemporary postmodern approaches to textual studies meet this need for
critical literacy by asking three recurrent questions: questions of power, bias or
prejudice, and gender. This is done in a context of refuting traditional Western
notions of logic, or being quite anti-humanist and life denying in the process.
What is forgotten by post-modern teachers is that such questioning ipse facto
relegates itself to an orthodoxy of approach that is intellectually delimited and
accordingly quite narrow.
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煙 Basic Skill Mastery (Reading, Writing, Listening and Speaking) in a
Rhetorical model, that is a model which privileges the efficacy of the oral
and communicative ability of learners, while recognizing as well their need
to be able to read and write and convey their thoughts clearly.

Skill mastery is of course necessary, and is essential if the tools are to be there
for learners to manage information. Yet education is surely more than only
skill mastery. If education is to be successful, it produces people who can
question, show initiative, have drive, experiment, take risks, and work with
diligence and perseverance to achieve particular tasks. Skill mastery is located
in a stimulus/ response context, while the latter characteristics rely on student
initiative. If education is only skill mastery, then it ignores a very important
thing: the persona of the learner.

The challenge here is to distinguish the two domains: skill mastery and its
importance and place, but also valuing the learner's existing knowledge and
understanding. In short, to work in interactive ways that satisfy both learner
and teacher12. Thus it is suggested that skill mastery is at most 50 % of a
successful learning equation.

煙 The ability to think clearly: weighing an idea for its own sake, that is the
philosophic ability to consider a thought and its implications without
necessarily arriving at a utilitarian application of that thought. A quality of
randomness of thinking which can assess and weigh, consider and judge.
Problem solving in a way that is non-linear, but all round, turning the
problem over and viewing it from a range of angles such that entirely
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differing perspectives emerge as ways of approaching the issue.
煙 Risk taking and experimentation. Having the confidence, sufficient belief
and trust in yourself to know that the individual can make a difference.
煙 Team work and consideration of other needs and factors
煙 Technological and mathematical skills.
煙 Sensitivity to other cultures, and tolerance thereof.

What is 'Japanese Learning Style'?
The modern period of educational history identifies a strong nationalism, the
emergence of academic credentials, strong foreign influences, and the
continuing existence of contending schools of thought within educational
establishments13 . One can add that the current educational climate is still
dominated

by

networking

connections

and

perceptions of

urban

14

protobourgeoisie , as well as by a pervasive juku culture, or cram schools that
are geared towards passing of onerous written tests. Japanese are no worse or
better learners than any other nationality: the common human bond nourishes
curiosity irrespective of ethnicity.

Specific studies cited 15 make a range of observations. Some state that
mathematical ability in Japanese high school students is significantly higher
than experienced in other OECD countries. Several lament the state of
university learning in Japan. There is of course no one particular Japanese
learning style, though some dominant features are here identified so that they
can later be better compared against the Socratic style.
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ILLUSTRATION 1. Japanese Classroom, 1999

This photograph of a social science lesson was taken at Ryokuryo in
Tomakomai, Hokkaido. The high school is only two years old and illustrates
modern Japan well. It demonstrates several aspects characteristic of Japanese
learning, such as the heavy text orientation. Text books are up to date and
colorfully illustrated. Japanese people consume more newsprint and books per
head than any other nation. This picture shows the learning environment as
typically silent, one devoid of dialogical exchange except when it occurs in
small groups to arrive at consensus positions. Variant thinking, or answers
outside that of the group, are not known, or seen as rebellious or eccentric or
worse, as uncooperative. "Wa", the group, is everything; "I", the individual
among Far East Asia's millions is inconsequential to the point of immaterial.
Hence the theoretical point that the individual and his or her justified opinion
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are devalued in Japan by comparison to the Western approach.

The notion of individuals being questioned on their opinion or justification in
front of a whole class is just not practiced, as group or team based approaches
to content mastery and problem solving are preferred. The result is a society
shy to speak, and especially shy to voice a view. This impacts significantly on
learning approaches, as they do not emphasize communicative articulateness.
The implication of this is that there is an excessive reliance on instruction, on
content, and the individuality of the learner is correspondingly valued less.
(See illustration 3 below).

Seven propositions are here promulgated as pertaining especially to Japanese
learners:-

1. Japanese are better readers and writers than listeners or speakers. As such,
Japanese university students are better convergent thinkers than divergent
thinkers. They are well initiated into the present way of doings things, rather
than questioning those and considering alternate or different ways of doing.
Examinations are about time management (usually one hour), about volume
(300 characters), and about the ability to iterate material established during
the course.

Japanese life amply illustrates this feature. As a way is negotiated through
necessary officialese, such as a driving licence, income taxation, foreigner
registration, visas and visa renewals, one is struck by how complicated
everything is in Japan, how long it takes, and especially, for the purpose of
making the point here, how much everything is text and rule based. Japanese
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bureaucracy, banking and public administration is enormously painstaking and
exacting, and exhausts many a bystander and especially many participants,
native Japanese included.

2. Japanese ability to work from a base of individual intellectual conviction is
unduly restrained in contrast to especially Western learners. It is not absent,
simply not elicited in the dominant teaching style.

This is apparent when a Western teacher asks a simple question. The first
reaction is to be dumbfounded. Why is he asking me a question? The second
reaction is to consult with colleagues and peers and arrive at a consensus
answer. The third reaction is to actually give a neutral response, one that can be
interpreted either way. "Tabun-Maybe" is the most common answer I received
when I gave my first lessons. It is only by negotiating past these three
significant hurdles that the Japanese student recognizes what is actually
wanted. They point to their nose and say: you actually want to know what I
think? Your insistence is often found to be momentarily embarrassing.

3. This is due to a range of factors, including a general lesser emphasis on
individualism which is a cultural observation. There is a decreased
contextual emphasis, indeed, active cultural discouragement towards the
notion of a Japanese person developing a personal strength and conviction
of purpose which is individual and not collective. Having an opinion,
especially a strong one, is rarely found in discussions. It has to be carefully
elicited, and is only ever volunteered after much hesitation, with many
maybes and then only tentatively. One possible exception is art, though even
there the phenomenon under discussion can be seen in the repetitively
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identical souvenir trade in Japan. Also, there is the factor of an admirably
developed trait of team based decision making, which has its own place and
merit, but which is not always conducive to the emergence or celebration of
individual intellectual position or learning needs.

4. Japanese ability to consider alternative, non-linear ways of doing things is
limited to particular operating frameworks. This feature in one sense is no
different to any other culture in which the dominant paradigm prevents
many from thinking or working divergently or outside or across a particular
work context. There is however a pervasive quality in Japanese learning that
is adverse to risk taking or wild experimentation. Where is original thought,
where is the imagination in moving outside comfort zones of established
patterns and ways of doing?

5. Japanese ability to work in teams and consider circumstantial issues is
superlative and accounts for much of the success of Japanese manufacturing
especially in the area of technology, transportation and automotive
industries. Indeed, this work feature has allowed the electronic industry of
Japan to embrace new technologies with a fervor and intensity second to
none. Examples are abundant, and include here refinement of luxury cars,
electronic and audio equipment. Even bicycle technology has been
significantly boosted, through lightweight alloy mountain bike frames with
shock absorption, gear shift technology and shaft driven locomotion.

6. Technological and mathematical skills are another area of their cultural and
technical excellence that has successfully translated into economic success
in a range of contexts, in which the financial sector easily stands out. Suffice
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it to say that there is a tendency to precision, accuracy and detail which
obviously has its merit. But this comes at a cost, especially when applied to
learning environments.

7. Japanese people are very polite and courteous. The extent to which this
extends to tolerance of cultural difference from within a predominantly
mono-cultural context could be argued is, however, limited to commercial
success, rather than ideological tolerance

of different cultures or

appreciation of variant values. There is an absence of openness to Western
learning not categorically, but in respect of certain ways of posing questions
and weighing issues that are under discussion here.

The paper now moves to an identification of Socratic methods of inquiry and
then discusses these in the light of the above identification of Japanese learning
characteristics within the question of compatibilities or irreconcilable
differences.

ILLUSTRATION 2: Socrates16
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What is Socratic inquiry?
Socrates was a Greek philosopher and teacher who lived in Athens, Greece,
(470?-399? BC). One of his best known axioms is 'Know thyself', or cogito te
ipsum in Latin. In the West since Socrates it has been regarded as a given that
we can know "thyself". Rene Descartes proffered the famous "I think therefore
I am" (Cogito ergo sum) extension to that Socratic expectation as central
definition of the individual.

The Eastern or Buddhist notion is the reverse. It is imposssible to know
thyself, don't even try. This also accords with Heraclites, who said: 'You cannot
step into the same river twice'. Circumstances including the self differ between
occasions, and are therefore illusory, and their very existence is questionable.
At the heart of Socratic inquiry is the notion that the self is knowable, that
individualism is central to an understanding of one's world. This is why
individual opinion is sought, justifications given, and individualism valued.

This contrasts with the Eastern idea that the self is negligible, that it is
unimportant, that it is irrelevant. This is why the self is emphasized much less,
individual values subordinated to the benefit of the larger group's welfare and
benefit, aided as such considerations are by sheer population numbers. This
juxtaposition between Western and Eastern approaches to learning is nowhere
more fundamentally different than in this key respect. "Wa", the group, is
everything; "I", the individual is subsumed within the collective imperative at
the expense of individual will manifestation. The group is far stronger and
more present while the individual's relationship to the group is seen as far more
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subsidiary or less pertinent.

For Japanese learning to benefit from Socratic inquiry, this fundamental
philosophic orientation needs to be reconsidered if individual thoughts are to
be given the respect that they earn in the West. This key point alone deserves
a paper that is more expansive than this passing reference. However, the ambit
of this investigation was to survey the extent of compatibility or difference,
and so it is appropriate to make this remark. Below are two semiotics which
illustrate this contrast.

Socrates profoundly influenced Western philosophical thought as described by
his most famous pupil, Plato, who passed on Socrates' teachings in his writings
known as dialogues. Socrates taught that every person has full knowledge of
ultimate truth contained within the soul and needs only to be spurred to
conscious reflection in order to become aware of it. His criticism of injustice in
Athenian society led to his prosecution and a death sentence for allegedly
corrupting the youth of Athens.

Socrates was the oldest of the famous three philosophers who contributed to
the intellectual golden age of Ancient Athens. Socrates, Plato and Aristotle
form the Academy 17. The Academy, it can be stipulated, provided a founding
milestone to the Western model of learning. The three philosophers each
represent strong themes in the Athenian School, themes which at times have
pursued separate areas of knowledge, at others have competed and collided as
in any contested public discourse.

Plato was interested in the usefulness of education to the public good, a
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question well explored in Japan in terms of vocational and economic/utilitarian
implications. Aristotle examined the scientific basis of knowledge, and asked
questions of epistomology in terms of authenticity, reliability and accuracy.
Here, the value of Socratic learning and teaching is restated in a contemporary
way.

Socrates was a gadfly, constantly questioning the dominant state discourse. If
he were alive today, Socrates would have seen himself at home in the
rhetorical model of English teaching, particularly in a critical literacy mode
and cultural studies approach that dominates the cutting edge of the
pedagogical Academy today. His teaching approach was oral, dialogical,
interrogative, communicative, clarifying thinking, values, logical adherence to
identifying ideology and bias, prejudice, definition and working inference and
deduction.

At the same time, he would identify the strengths of a literary heritage in ways
that recognized the worth of culture, literature, poetry, and other universal
constants such as truth, justice, beauty etc. He therefore can best be
summarized as being open to any idea or proposition, though simultaneously
prepared to test the veracity and justification of such.

Nor would Socrates have been at the whim of educational fashion's ebb and
flow, valuing as he did the constant of critical assessment and inquiry. Socrates
himself would deny having a hard and fast method. Why is his legacy, during
his lifetime and especially since so large? What was his approach to inquiry
and why should that approach be important today?
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Among the iconic architecture that has become known as the academy, as
particularly Western ways of learning, is the Athaneum, the painting by Raffael
which is in the antechamber to the Sistine Chapel in Rome. Here you see the
great thinkers of classical Greece, Aristotle, Socrates and Plato standing in the
Parthenon. They are standing in a group, weighing the interests of Greeks and
of the Greek city state, surrounded by men and women of Athens in heated
discussion. This image is at the heart of what western dialogical learning is
about.

ILLUSTRATION 3: Raffael, Athaneum, The School of Athens, Rome,
Entrance to Sistine Chapel
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From this icon, this paper selects Socratic inquiry as a focus against which to
evaluate Japanese learning. What is Socratic inquiry? Ten qualities are here
identified. They were selected from an array of styles that is greater in number
than the ones listed. The selection occurred with an eye on what Japanese
learning styles as described above are conspicuously less well developed at:-

1. Questioning the dominant state discourse
2. Questioning absolute truths such as truth, beauty, justice etc.
3. Valuing the individually arrived at justification of an opinion. He trained
people to think for themselves, not as sheep. He sought to obtain statements
of value, truth or otherwise, from the mouth of the person interrogated,
never to state himself. This brought about a Know Thyself approach to
inquiry.
4. Interrogating a proposition until the ideas and values basis for that
proposition becomes clearly recognised.
5. Dialogical method of intellectual interrogation and analysis.
6. Becoming clearer on definitions and inductions as engines of discussion.
7. Disavowal of (Specialized) knowledge.
8. Socratic Irony
9. Socratic Dialectic
10. Socratic Eros

Discussion Of the Implications of Socratic on Japanese
Learning Styles.
Japanese questions are oriented towards a content mastery and group solutions
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to generically framed problems to which there are etsbalished

1. The first mentioned quality of Socratic learning, identified as the ability to
challenge the orthodoxy of bureaucracy and government against the wishes of
its people, is one that stands strangely absent in the Japanese, if the media
handling and printed press and public discussion can be any guide. Japanese
loyalty to firm and nation, Japanese patriotism unquestioningly endorses the
Japanese way, (that is dominant policy) and as long as taxes remain low, then
why should anything change, especially if nothing is broken18. So committees
are established to deal with a crisis, and often the crisis passes without actually
anything being undertaken. A good example is the recent arrival in Japanese
waters of a Korean ship. After top level crisis meetings in Tokyo, it was
resolved to try and intercept the boat in question. It had already left long ago.

The fallacy of such an approach of unquestioning acceptance of the dominant
discourse is that it assumes that no discussion and a silent endorsement of the
dominant body politic is the safest and best way to support government. Now
the risk of such an approach is that the unquestioned, the unexamined, may
quickly become unworthy. In the words of Socrates, the unexamined life is not
worth living. Questions absent from such a discourse in Japan are questions
like:-

煙 Is Japan's current form of government the best and fairest? Does it serve all
sectors of society equally well, is it democratically representative of all
interests?
煙 What are the government's priorities and what progress is being made in
respect of these?
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煙 What is Japan's medium and long-term planning in respect of economic
management and future foreign policy directions, especially in respect of
its role in respect to its nearest neighbors in South East Asia?

The absence of such questions has allowed a Japan to develop which, in the
opinion of this writer, has brought about a confusion in respect of foreign
policy concerning nearest neighbors such as Korea, China and Russia. It has
brought about a government unable and/or unwilling to do much about
reinvigorating Japan's financial sector and economy, employment or selfgovernment. The relevance and utility of the Emperor, shaken after the war, is
still unscrutinized by the majority of the public. Cultural identity is highly
valued, but the value is one on conservative adherence, rather than reflected
analysis.

2. Questions of truth, beauty and justice are ones that appear at first glance
unfairly leveled at a country like Japan. After all, is this not the country that
has defined beauty in most unique ways, that has an understanding of justice
and truth in terms of personal accountability and fairness which is
extraordinarily well developed, arguably higher than many a Western country.
The Japanese aesthetic is the essence of classicism, far more than European
classicism itself ever was.

The reason for including these important notions of cultural self-definition is
because the aesthetic often ignores the deeper causal motivation behind why
something is pursued. Examples of where Japanese progress is flawed include;-

The singular pursuit of technology has brought about a pursuit for its own
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sake, rather than for any benefits that may or may not be for the consumer. So
there are technological advances that are not necessarily so; this has been
ridiculed by lists such as least useful Japanese inventions, and the like.

The point being that social implications, cultural ramifications, are rarely
examined or questioned in the haste to claim that narrow economic edge in a
product. This kind of thinking is, it is contested, arrested in a Keynesian
understanding of economics that is devoid of the wider philosophic
deliberation that could inform the debate but does not because the debate has
been stifled.

Because of this unquestioning endorsement of public and business ethos, there
is a collective anonymity, or an absence of individual voices by which human
differences are recognised, heard or accommodated.

3. Socratic learning seeks justified opinion. Anyone can have an opinion. But it
is an expectation of a person who thinks (and in that sense is educated to
consider) that he/she can justify their position. Indeed it is the process of
reasoning that supports any opinion that is of real interest to a Socratic way of
learning. Justification supports an inquiry process. An inquiry process is
derived from seeking a justified position. "Why" is the most common question
in such a learning environment. There can hardly be a more profound question.
It is heuristic, and that is attributable to the Greek tradition of philosophic
engagement that Socrates belonged to.

On the surface it could be promulgated that Japan has a most conforming
society, with the least social injustice, as everything is reasonably lucrative in
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the economic, legal and financial markets of the country. A more searching
analysis of the climate of public acceptance of itself shows trends in social
behavior which signal more than changes in consumer behavior. Conformity
and silence have their price.

These include a weakening of a society that is fed on indigestibly large
portions of Hello Kitty, baseball and rather inane television soapies. Alduous
Huxley in his work Brave New World called these nerve relaxing mind
numbing panacea Soma, or universal anti-depressants. The ancient presence of
Yakuza, of divorce rates especially in Northern Japan, the world's largest
numbers of unwanted pregnancies proportional to society, all illustrate that
something is not quite rosy in the garden of post-war economic success that
spells modern Japan. Thus Japan needs to ask questions of itself.

The unexamined self stands out as particularly unexamined in modern Japan,
and this may be hidden by the continuing strong economic role Japan is
playing. The price for this failure to ask some hard questions is high. Serial
consumption does not lead to unqualified Buddhist nirvana, yet living in Japan
today one could believe that fashion accessories is what life truly is all about.
Knowing what your purchasing power is does not equal knowing thyself.

4. There is in Japanese learning an antithesis between teacher and learner
which has all but disappeared in the West. In Japan the sensei-teacher is still
respected from an industrial perspective which respects the teacher for (usually
his) age and knowledge. So the teacher is still widely seen as a gatekeeper. It is
suggested that such an approach is obsolete in the information age where the
abundance of information means that teachers are only small time players in
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the way information is accessed, retrieved and managed.

The paradigm shift needed here is away from the teacher as gatekeeper and
towards places of learning becoming questioning communities. That is, to
encourage heterodox rather than conformist thinking. The value at issue is
Western individualism versus Asian communal anonymity.

It is recognised that to ask such questions is to challenge the establishment. But
is that not the test of any establishment, namely its ability to respond to any
such challenge? Socrates had a reputation of being a gadfly, of asking
penetrating and indelicate questions. His approach has been repeated by many
a thinker since his day, including Voltaire, John Stuart Mill, Sartre, and many
others.

The veneer of capitalist consumption is never questioned in a world in which
questions are not encouraged, are discouraged, are not asked. So the values
base of capitalism, consumerism, managerialism, goes unquestioned. A society
that lacks the ability to take a critical look at itself is at risk in many ways that
history has shown on several occasions.

5. Have you ever listened to Japanese conversations? Have you noticed the
way the interlocutor hastens to agree with the speaker by the way they add
joiners such as "so-desne" to the end of an utterance, or just lay it there as a
way of signaling agreement. Sometimes not even agreement, just "Hai"
meaning "I have heard you". What is pleasant about such dialogue is that it is
very respectful, it is very eager to show acceptance of utterance.
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But such habit of politeness discourages divergent views being formed, and
encourages iterative mental behavior in listeners who are anxious to show
themselves as agreeable and agreeing. This is not the basis on which a
mutually interrogative relationship is formed.

6. Becoming clearer on definitions and inductions as engines of discussion.
Critics of Socrates sometimes say that his principle contribution to learning is
that he asked the interlocutor to be exact in what he/she means. Asking people
to be precise in their meanings is indeed a most valuable way of clarifying
meaning when learning. And if that only were the major contribution of
Socrates, that achievement in itself would be enormous.

This aspect of Greek scholarship, to be clear on what the terms are before a
dialogue is even begun, has become standard scholastic practice. It is not only
Socrates who was concerned about definitions. Fellow philosophers were so
also, but they inquired in different ways, eg Aristotle, what is matter? The
success of any inquiry depends on a clear understanding of terms and concepts.
A clear appreciation of terms like culture, democracy, equality, freedom, truth
and justice are central to Socratic dialectic.

Teachers anywhere may know their subject, but sometimes neglect to engage
in the process of clarifying definitions so that there is a communal
understanding. A Socratic dialogical approach to learning assists this important
learning dimension.

7. Disavowal of (Specialized) knowledge19. As any academic working in any
university anywhere knows, there is a delicate balance between the power of

（48）

苫小牧駒澤大学紀要

第２号 1999 年 10 月

administration and the power of the academic to shape the programs of the
institution by course, by number, by timetable etc. In my short life I have
worked in a range of institutions. One thing I have always found most
refreshing is being the ignorant one starting in a new place. That position
allows the formulation of the most basic question: why do we do this? How
so? Excuse my ignorance, but could you please explain...

Professing to know nothing himself, Socrates constantly challenged others as
to what they professed to know. He put his questions to each person with
whom he conversed, very much as the skilful cross examining lawyer these
days does, so as to lead to the affirmative or negative of a particular hypothesis
the truth of which was being investigated.

Having obtained an answer, he proceeds analytically, to found on that another
question, studiously directed, in like manner, to elicit the answer which might
serve for further inquiry. And so on, until at length the collection of the whole
in the result discloses some great error and contradiction to the original
assumption. Dialogue provides clues by which analysis can be carried out: a
mid-wifery of the mind.

It was Socrates' purpose to obtain the truth (or as close an approximation as
was possible) from the mouth of the person interrogated, never to state it
himself. Socrates disclaimed the ability to teach. He was only an inquirer,
himself knowing nothing. He presents that which is desirable to be known as
the end to be attained by the whole discussion. His disavowal suggests a
position of ignorance, or of naivety. Nothing can be as cleansing, as clear a
starting point than the declaration that precedes a question.

（49）

Micha el Kindler

Japanese Learning Style(s) and Socratic Inquiry:Compatibilities or Irreconcilable Differences?

Please excuse my ignorance, but could you tell me...

The power in such a question calls upon the addressed to justify their answer,
and leaves the questioner ready to identify weaknesses in the interlocutor's use
of terms, assumptions etc and thus can prepare an elenctic (refutation).

8. Socratic irony is the skilful use of the above position of ignorance. Where
Socrates was called upon to state his position, he would endeavour to do so
most qualifiedly. He would differentiate opinion from whether he really
thought so, or adopted the judgement of his questioner. An ironic statement
answers this purpose. It conceals the teacher; and enables him to judge,
according to how the listener wishes, what the state of the listener's mind is;
and to argue the point in question, not on premises laid down by himself, but
on admissions of the other. The listener is taken by surprise.

The air of seriousness which this ironic manner sets out with, and the absurdity
involved, on second thought, on carrying out the supposition of a serious
intent, in their united effect, provoke a smile of surprise, and wins attention.

Socrates was also engaged in presenting unacceptable conclusions - bringing
home to the self-conceited evidences of their real ignorance- it was necessary
for him to disguise, as much as possible, the conclusion to which he was
tending.

In the process, he assumed his interlocutors to be guided by the principles of
reasoning and acting. His purpose was to reduce these to absurdity, by first
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applying them as true to some evident case of ordinary experience.

The skilful use made by Socrates of this form of irony was a powerful
inducement and enforcement, in itself, of the convictions which he desired to
leave on the minds of his hearers. He thus brought the aid of a delicate ridicule
to the support of an argument, and thus showed the desired outcome under a
form which, whilst superficially pleasing the listener, shamed into an
acknowledgment of the position's inadequacy.

In so applying irony, Socrates set an admirable example of the perseverance
and energy with which the end should be pursued, over the search for a perfect
model of the method of pursuing it.

9. Dialogical And Interactive: The Socratic Dialectic20. Conversation is
conversation. It is an informal interchange of thoughts by spoken words, a
colloquy. There does not have to be a structure to a conversation, nor a line of
inquiry followed, nor a point to it. Often, conversation is made for the sake of
social propriety, such as being caught in a lift, or to while away the time while
eating, waiting for an aircraft, etc.

Dialogue, on the other hand, has an assumption underpinning its exchange, and
that is that it serves some purpose, usually taken to be some understanding that
results from a dialogue that was not there before, that is, from the exchange. A
dialogue differs from a conversation in that it has a focus, usually an issue that
needs clarification or resolution. There is an assumption in dialogue that there
is an end goal, which is absent in mere conversation. A dialogue generates its
own Gestalt, shapes a mutual platonic relationship.

（51）

Micha el Kindler

Japanese Learning Style(s) and Socratic Inquiry:Compatibilities or Irreconcilable Differences?

Dialectic goes further still, in that it assumes a logo-centric progression. This
follows a line of argument which in turn declares a value position in its
disclosure. Thus dialectic is often embedded in a theoretical position, a
particular understanding of the world, a perspective on life, a specific
interpretation. A dialectic is stronger than an opinion because it has a logic
(watertight or not) to it.

Socratic dialectic then becomes that line of argument which interrogates in a
dialogue with a view to clarifying, declaring, identifying. Its purpose is to air
the justification for a particular position. Its purpose is in its attempt to
persuade, by means of a co-operative search for truth and understanding.

The form this takes is dialogical, not rhetorical or through debating. The
dialogue is of a debating nature, but does not follow the rules of debate in
terms of time allocated, speakers on sides which do not, actually, identify the
speaker's position. Nor is the dialogical intent of Socratic dialectic to adopt a
rhetorical position, which, in summary of its emotive and persuasive appeal,
wins or loses.

In Socratic dialectic, there are no winners or losers, simply stronger and
weaker arguments. The rhetorical model really came after Socrates, with the
Roman position of fostering the rhetorical method being largely to persuade in
public speaking. Cicero is its finest exemplar. Socratic dialectic was not for a
public audience. Others may be listening, but it is an essentially verbal combat
according to logical dissembly that occurs between two people.
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10. Socratic Eros: Theory Of Pleasure21. Discussion, by its very nature, can
satisfy curiosity, and is arguably one of the most central ways by which we
learn. Using language in oral contexts to interrogate, interpellate, respond and
articulate our ideas is central to how we broaden our horizons, understand
others, appreciate other points of view, see the politic in our lives. So Socratic
eros denotes that aspect of the conversational exchange that accompanies oral
expression of ideas. Asking questions, watching the answer is a process that
satisfies. But is it erotic? It is a desire (Roland Barthes) that may have erotic
implication.

A spirit of eager curiosity towards the self and the other is a sharper way of
defining the adrenalin that a good dialogue can evoke. By good dialogue is
meant a spirited conversation, in which the position of each interlocutor is
explored,

meanings delineated, values

defined, inferences

examined.

Postmodernists say that this desire for text is what stimulates an inquisitive
frame of mind. An idea well framed can have a seductive quality about it.

Such stimulation can indeed be erotic. Freud called the process one of
transference, that is where the intellectual position articulated by one person
becomes attractive to another, and assumes a seductive power. Wisdom has sex
appeal!

Conclusion
This paper is highly respectful of Japanese culture, of Japanese people and of
the often elusive quality and complexity called "the Japanese way". It also
recognizes that Japanese make a big investment in time and money in
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education, research and development. There is an energy and an eagerness to
pursue knowledge that is palpable. Thus this paper values and respects the
goodwill and positiveness that inclines to learning in Japan. Indeed, it can be
said that it is a more strongly developed disposition than, say, is currently the
case in Australia, the author's previous country of residence.

Against that force there is a strongly developed Japanese dynamic in higher
education which is change resistant, which throws up reasons why something
cannot be done. This is nowhere more easily visible than when a Westerner
comes to and tries to adjust to Japan.

It therefore follows, that given the opening factors dictating change, there
exists the possibility for Japanese higher education to rejuvenate itself. It needs
to. Factors of internationalization, globalization and shifts in higher education
around the world including Japan mean that there has to be a learner-centred
mixture of learning styles in order to ensure the successful education of a
society.

This paper has asked one central question: what does it mean to be educated?
What is the process? It has shown a choice: one can take educated to mean
inducted into societal orthodoxies. Or one can take it to mean to participate in
a great conversation of humankind (Oakshott), to engage in a process of
interrogation in the process of which clarity ensues. The choice is entirely that
of the reader.

The subtitle asks about the ability of Socratic learning to be compatible with
Japanese learning culture, and vice versa. There is a widespread belief that
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Japan does not take tertiary education seriously22. It has been the experience
that students are eager to embrace learning styles that vary from the described
ones prevalent in universities.

On first impression irreconcilable differences look to be many. Significant
examples that remain and which separate Western from Japanese approaches to
higher education include attendance, assessment and accreditation.

Thinking Japanese are open to Socratic learning and students have found the
experience to be empowering, as their voices are heard, their feelings and ideas
are considered by others, their individuality acknowledged in ways which the
Japanese system had actively discouraged. A common view expressed by my
students is that University is like Kindergarten. Well, Socratic learning
certainly removes that power imbalance and restores the purpose of the
academy: to debate through dialogue, to venture into a process of discovery
and understanding which the forum of tertiary learning ideally has as its
rudimentary purpose. The power of the heuristic question is therefore a
valuable and entirely compatible addition to Japanese tertiary learning, and can
potentially be a significant boost to its perception of itself and reputation. It
can also qualitatively add to the learning environment of all thinking Japanese
people in ways that enrich their lives.
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フィジー諸島共和国憲法（1997 年）における人権と原住民の権利
Human Rights and the Rights of Indigenous People in Constitution 1997 of
the Republic of the Fiji Islands
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要旨
フィジー諸島共和国憲法（1997 年）は、複合民族国家フィジーにおける、国民統合の実
現を目指し、さまざまな制度的試みを行っている。その中で、本稿では国民の権利の側面
を取り上げ、どのような試みが行われているかを考察するものである。この憲法では、
「権
利章典」の章で「普遍的な人権」を規定する一方、「コンパクト」
（協定）の章では、フィ
ジー原住民の権利の至高性が保護されるべき原則、とされている。人権と原住民の権利を
どのように調和させ、国民統合を図ろうとしているのか。憲法規定と憲法草案を作成した
「フィジー憲法再検討委員会」報告をもとに、この問題を概観するものである。

1
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はじめに
フィジー諸島共和国憲法（1997 年）は、それまでの「人種差別憲法」
として内外から批判を浴びたフィジー共和国憲法（1990 年）の改正憲法
として成立した。実質的には新憲法であるこの憲法の成立によって、フィ
ジーにおける人種問題が解決に向け大きく前進し、国民統合への最初の
茨

一歩が踏み出された 。
最大の課題であった下院の人種別議席制が大幅に改正され、下院にお
けるフィジアン（＝フィジー原住民のフィジー人）の絶対多数の保障が
なくなった。フィジー国内のすべての人種の人口比に比例した人種別議
席（46 議席）を依然として維持しながらも、残り 25 議席をオープン・
シート（＝人種区分のない議席）とすることで人種間の平等を推し進め、
同時にそれぞれの民族的（人種的）利益を実現するための議席の確保を
保障した。また、前憲法ではフィジアンに限定されていた首相の人種要
件を廃止したことにより、この憲法のもとではじめて実施された 1999 年
５月の総選挙の結果、インド系の首相が誕生するという、この国はじまっ
て以来の「事件」が起きた。
こうして、フィジー諸島共和国は、国内の二つの大きな人種グループ
であるフィジアンとインディアン（＝インド系フィジー人）が、いつか
「フィジー諸島国民」という単一名称で把握されることになる日を目指
して、国民統合に向け新たな出発をすることになったのである。いうま
でもなく、これは、1997 年憲法がもたらした結果であったが、それは人
種別議席制・選挙制度・首相の人種要件、といういわば統治機構の規定
が変わったことによるものであった。
こうして両人種間の政治的平等が実現されたのであるが、今後それが
両人種間の実質的な権利の保障に結びついていくかどうか、特に人種間
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の平等をはかりつつフィジアンの権利がどう保護されていくのか、焦点
は「人権」の面へと移っていくことになろう。
芋

そこで、本稿ではフィジー諸島共和国憲法（1997 年） における人権関
連規定を紹介し、それがいわゆる普遍的な人権に配慮しつつ、フィジー
の現状を十分考慮したものであること、言い換えれば、人権の普遍性に
異議申し立てを行ったものともいえるのではない、という問題提起を行
うものである。

Ⅰ．権利章典
第４章に 23 条（第 21 条〜第 43 条）
からなる「権利章典」
（Bill of Rights）
の章が置かれた。この中で、人身の自由に関する諸権利、表現の自由、
信教の自由、投票の秘密、プライバシーの権利、法の下の平等、裁判を
受ける権利、教育を受ける権利など、各種の自由権・参政権・社会権・
国務請求権に関する諸権利が保障されている。
こうした規定は、およそ現代国家の憲法に一般的であるが、フィジー
の場合、
「人権を保障した権利章典が公権力を制限する」という近代立憲
主義憲法の基本的な考え方を明記している点が、特徴的である。
すなわち、「この章は、苑中央及び地方のすべての政府における立法、
行政、及び司法部門、並びに薗あらゆる公職にあってその権限を行使す
るすべての人々を拘束する。
」（第 21 条）と規定する。
こうして、権利章典の機能を憲法で明らかにし、権利章典による国民
統合への試みが、憲法に具体化されることになった。次にその規定と立
法趣旨を紹介する。
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Ａ．憲法規定
敢 人権原則
人権規定の適用・実施・解釈等に関する次の３つの基本原則が、規定
されている。そこには、憲法典に定められた権利章典、すなわち人権規
定が、すべての公権力及び公権力の行使にあたるものを拘束する、とい
う近代憲法の基本原則、人権侵害の裁判所による救済、裁判所における
人権規定解釈の基本原則など、今日の先進国の憲法や憲法理論を幅広く
受容した規定が見られる。
①適用（Application ）：権利章典による権力制限。
権利章典の章（第４章）の冒頭に置かれるこの条項では、権利章典
の章が、国から地方に至るすべての段階の政府の立法部・行政部・司
法部と、あらゆる公職にあって権限を行使する人々を拘束することな
どが定められている（21 条）。
②実施（Enforcement）：裁判所（High Court）による救済。
自らに関し、第４章に規定される条項の違反があったか、又はその
おそれがある人は何人も、その除去（是正）を高等裁判所に訴えるこ
とができる（41 条）
。
③解釈（Interpretation ）
本章に定められた権利・自由はコモン・ロー、慣習法もしくは国会
制定法によって認められ、または与えられたその他の権利・自由が本
章に反しない限り、それらの権利・自由を否定し、もしくは制限する
ものとして解釈されてはならない（43 条１項）
。
本章の規定の解釈にあたって、裁判所は自由と平等に基礎を置く民主
社会の基礎にある諸価値を促進させ、かつ関連性が認められるときは、
本章に定められた諸権利の保護に役立つ国際公法を考慮しなければなら
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ない（同条２項）。
本章に定められた権利または自由を制限する法律は、その法律の文言
が、それらの制限を越えない、より限定的な解釈が合理的に可能な場合、
ただ本章によって課された制限を越えるというだけで無効とはならない。
このような場合、当該法律は、より制限的な解釈と一致するよう解釈さ
れねばならない（同条３項）
。
柑個別的人権
個別の人権規定として、次の 19 か条（第 22 条〜第 40 条）の条文が置
かれている。
①身体の自由（生命の権利）（Life）：すべての人々は生命の権利を有
し、恣意的にその生命を奪われてはならない。
（22 条）
②個人の自由（Personal liberty ）
：人は、本条に定める場合を除き、個
人の自由を奪われず、刑の執行等による場合の他、個人の自由は保障
されるべきである。
（ 23 条）
③ 苦 役 と 強 制 労 働 か ら の 自 由（Freedom from servitude and forced
labour）：人は、奴隷的拘束又は苦役を課せられたり、強制労働を要求
されず、刑の執行や通常の合理的な民族的・市民的義務の履行等によ
る場合を除き、その意に反する苦役等を課せられない。（24 条）
④ 残 虐・不 当 な 扱 い か ら の 自 由（Freedom from cruel or degrading
treatment)：何人もあらゆる種類の肉体的、精神的、情緒的拷問からの
自由の権利、及び残酷で、非人間的で、不当に厳しい刑罰からの自由
の権利を有する。（25 条）
⑤不当な捜索・押収からの自由（Freedom from unreasoable searches and
seizure）
：何人も自己の身体又は財産に対する不当な捜索から保護され
る権利及び、自己の財産の不当な押収から保護される権利を有し（26
条１項）、捜索又は押収は法律によらなければならない（同条２項）。
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⑥容疑者・留置人（Arrested or detained persons）：容疑者・留置人が理
解できる言語で速やかにその犯罪容疑について告知されること、不起
訴の場合には速やかに釈放されること、弁護人の依頼権、接見交通権、
人間らしい取扱をされる権利、などを有する。（27 条１項〜５項）
⑦被告人の権利（Rights of charged persons）：有罪とされるまでは無罪
と推定される権利、犯罪容疑の種類とその理由について理解できる言
語で詳細を知らされる権利、防御のための十分な時間と手段を与えら
れる権利、などその他多くの被告人の権利が認められる。
（28 条１項
〜３項）
⑧裁判を受ける権利（Access to courts or tribunals）：犯罪容疑で告発さ
れた人は誰でも法廷で公正な裁判を受ける権利を有し、軍法会議を除
き、対審は公開の法廷で行われなければならないとするなど、裁判上
の諸権利が認められる。（29 条１項〜９項）
⑨表現の自由（Freedom of expression ）
：何人も言論・表現の自由を有
し、そのなかには、公平な情報や思想を求めそして受け取る権利、並
びに出版その他のメディアの自由が含まれる。ただし、一定の理由に
ついて法律による制限の可能性が認められている。（30 条１〜３項）
⑩集会の自由（Freedom of assembly ）：何人も、他人とともに平穏に集
会し、デモを行う権利を有する。ただし、一定の理由について法律に
よる制限の可能性が認められている。（31 条１項〜２項）
⑪結社の自由（Freedom of association）：何人も、結社の自由の権利を
有する。ただし、一定の理由について法律による制限の可能性が認め
られている。（32 条１項〜２項）
⑫労働関係（Labour relations）：労働者は、労働組合を結成し加入する
権利を有し、使用者は、使用者の組織を結成し加入する権利を有する、
など労働者及び使用者の権利が認められている。
ただし、一定の理由に
ついて法律による制限の可能性が認められている。
（33 条１項〜４項）
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⑬移転の自由（ Freedom of movement）：どの市民もフィジーに入国し
滞在する権利を有し、フィジー国内を自由に移動し出国する権利を有
する、などの移転の自由に関する市民の権利が認められている。ただ
し、一定の理由について法律による制限の可能性が認められている。
（34 条）
⑭宗教と信条（Religion and belief ）
：何人も良心、宗教、及び信条の自
由の権利を有する、として内心の自由が認められている。ただし、一
定の理由について法律による制限の可能性が認められている。
（35 条
１項〜６項）
⑮投票の秘密（Secret ballot）：下院議員の選挙権を有する者は、何人
も秘密のうちに投票する権利を有する。
（36 条）
⑯プライバシー（Privacy ）：何人も、個人の通信の秘密を含む個人の
プライバシーの権利を有するが、法律によって定められた、自由で民
主的な社会において合理的かつ正当とされる制限に服する。
（37 条１項
〜２項）
⑰平等（Equality ）
：何人も法の前に平等な権利を有し、個人は、人種・
民族・皮膚の色・門地・性別・性的傾向・第一言語・経済的地位・年齢・障害、
及び意見や信条などを理由に、直接又は間接に不当に差別されてはな
らないとし、
その他詳細な規定が置かれる。
（38 条１項〜 10 項）
⑱教育（Education ）：何人も基礎教育を受ける権利を有し、かつ教育
制度に平等にアクセスする権利を有し、宗教団体等が教育施設を設立
し、運営する権利が認められている。（39 条１項〜４項）
⑲財産権の保障（Protection against compulsory acquisition of property ）
：何
人も、法律によらなければ国家によって財産を奪われない権利を有す
るとし、公用収用の場合の要件を定める。（40 条１項〜３項）
。

桓人権規定の特色
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以上のように、日本国憲法にもみられるような「普遍的な人権」規定
が、多様かつ詳細に掲げられる。
特徴として、法律による制限の可能性が、いくつかの人権規定に明記
されている点が指摘できる。表現の自由（30 条）
・集会の自由（31 条）
・
結社の自由（32 条）・労働関係（33 条）・移転の自由（34 条）などがそ
の例である。
制限理 由と して、「国 家の 安全」（national security ）
・「公 共の 安 全」
（ public safety ）
・「公 共 の 秩 序」（public order）・「公 共 の 道 徳」（public
morality ）
・「公衆衛生」
（ public health）といったいわゆる「公共の利益」、
「国家もしくは地方自治体の秩序だった選挙のため」、そして「他者の権
利自由を守るため」といった理由が挙げられる。ただし、その制限は、
「自由で民主的な社会において合理的で正当（reasonable and justifiable）
とされる範囲」に限られている。

Ｂ．立法趣旨：ＣＲＣ報告鰯より
この憲法で「権利章典」の章が置かれた趣旨については、事実上この
憲法の草案を準備した「ＣＲＣ（憲法再検討委員会）報告」に詳しい。
この報告をもとに、権利章典の章の立法趣旨を明らかにしたい。なお、
文中の括弧内の数字は、この報告書のなかで付されている番号を表す。

敢 権利章典の起源と意義
この権利章典の起源と意義については、イギリスの『権利章典』に倣っ
たものであることがＣＲＣ報告の中で明記されている。ただ、
「人種差別
憲法」との批判を受けた 1990 年憲法においても、その第２章に「権利章
允

典」の章を置き、基本的権利・自由の保障を図っていたこと が付言され
る。それだけではない。すでに独立の際の１
９７０年憲法においても、権利
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章典があったことが強調されている（７.２）。
ところが、1997 年憲法の作成にあたってこのことを知らず、フィジー
には権利章典が必要だとする声があったことが紹介される。この事実は、
「人々が政府の制度の構成に鋭い関心を抱いているにもかかわらず、憲
印
法が広く読まれてはいないことを物語っている」
（７.３）と指摘される 。

1990 年憲法の制定以来、人種別選挙制を初めとするいくつかの憲法制
度が問題になってきたが、その議論が憲法典の規定条項を十分に踏まえ
ずに行われていたのではないのか、という疑問が呈せられる。
その一方で、フィジー憲法（1990 年）は、一般に思われているほどの
人種差別憲法ではなく、フィジーには 1970 年憲法以来の権利章典の歴史
があり、そのことは 1987 年のクーデタから 1990 年の憲法成立に至る時
代の中にあっても変わらなかったとして、次のように指摘される。

「個人の人権・自由がフィジー憲法で保障されてこなかったという印象をもつのは間
違いであろう。すでに長く議論されてきたいくつかの政治的な点を除いては、国際的
な標準で認められた個人の権利・自由はフィジーにおいて効力を持ってきた。そのこ
とは、1987 年と 1990 年の間においてすら同様であった。このことは、見逃されるべ
きではない咽」
（７.８）。

そして、このようにすでに人権規定が９７年憲法以前から存在したのに
もかかわらず、そのことが人々の意識に上らなかった理由を次のように
とらえる。

「権利章典が大きなインパクトを与えないのは別のいくつかの理由がある。多くの人
は、権利保障のために必要な司法過程に容易にはアクセスしない。裁判官や弁護士は、
そのほとんどが権利章典が司法的に実効性を持たない国々で教育を受けてきた人々で
ある。人々の基本的権利・自由という憲法上の表現は輸入されたものであり、わが国
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で育ったものではない。それはまた、その内容と形式の両面に影響を与える矛盾した
影響の産物で、そのことが憲法を読むのを難しくし、一般的に否定的な印象を生み出
している員」
（７.４）。

このように、フィジーでは、1970 年憲法以来権利章典を持ち、権利・
自由が保障されていたが、国民はそれを自由・人権を守るために裁判の
場で権利を主張するという行動に容易にでることはなく、英法系の法曹
教育を受けた裁判官や弁護士も、それを裁判の場で主張し、国民の権利・
自由の擁護のために利用するという発想をそもそも持ち合わせていな
かったといわれる。
加えて、何よりも権利・自由がフィジー固有のものではなく輸入品で
あったことが、人々の「人権意識」を希薄なものにしてきた、と指摘さ
れる。これが、そもそも権利章典の意味を国民に十分意識させることが
なかった理由であり、この人権意識の希薄さが、権利章典が独立以来憲
法に規定されていたのに、そのことに国民が気づかなかった理由にあげ
られる。
柑 フィジー国民の人権意識
フィジー国民の人権意識の希薄さが、インディアンとフィジアンが共
にフィジー国民として政府権力を共有することを妨げてきた。権利章典
があったのに、人権意識が向上しなかったのは、その規定の理解が国民
には容易ではなかったからであった。憲法に規定された権利章典が、裁
判規範として人権保障に奉仕することの重要性が指摘される。

「欠けていたのは、フィジーの人々の間における権利章典が与えた保障についての明
確な理解である。もし、人々がもっとこの保障について知っていたら、政府はすべて
の民族コミュニティーによって共有されるべきだという考えを、国民はもっと容易に
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受け入れていたであろう。今日、すべての国民の権利・自由を保護するために、憲法
は司法的に実効性を持つ権利章典を含むべきである。しかし、その目的・効果・及び
内容については、もっと容易に人々に理解されるものであるべきだ因」
（７.９）
。

こうした考え方が、
「人権委員会」を設置して国民の人権教育を推進す
るという発想につながるのである。ただし、外来思想である「人権」を
急速に受け入れることは、人権意識の向上という好ましい結果だけでは
なく、一面的で極端な人権の主張をも招くことが懸念される。そのよう
な事態を予測し、次のように、人権の「内在的制約」の存在と「公共の
利益」による制限の可能性に言及する。

「現在の権利章典は、人の権利・自由は絶対的なものでない、という事実を際立たせ
ている。他人の権利・自由及び公共の利益（public interest）を尊重するために、それ
らの制限を強調する姻」
（７.７）
。

桓権利章典の目的と効果
憲法における権利章典はいかなる目的のためにあり、それが国民の権
利保護に対しどのような効果をもたらすものであるのか。このような疑
問に答えるべく、
「権利章典の目的と効果」について、ＣＲＣ報告は次の
ように説明を加える。

「権利章典は、政府の権限は憲法によって制限されるべきだという考え方に基礎を置
いている。権利章典の目的は、個人の（ときには集団の）権利・自由を国家による不
当な干渉から保護することである。憲法は、行政部及び立法部が、その政策・行政行
為・及び立法をはかる規準を設定する。司法部は、行政部・立法部がその規準に合致
した行為を行っているかどうかを決定する責任を持っている。このことは、法律及び
行政行為の有効性が裁判所において検証されることを意味する引」（７.10）
。
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「権利章典は、政府（＝中央と地方のすべてのレベル）の立法部・行政部・司法部、
特別の民族コミュニティーに関係する現存の立法・行政・司法部門；公職又は公的機
関の職務の執行に従事するすべての人を拘束するということをあきらかにすべきであ
る飲」
（７.11）
。

憲法を権力制限規範としてとらえ、なかでも権利章典が国家権力によ
る国民の権利・自由の不当な侵害から、国民を守るために存在すること
を以上のように説明する。具体的には、権利章典をその中に含む憲法は、
行政部・立法部の行為準則となり、憲法に従った行政・立法を行うべき
こと、そして司法権は行政部・立法部の行為が憲法に違反していないか
どうかを検証すること、すなわち違憲審査制による国民の権利・自由の
確保が考えられている。
（しかし、憲法では違憲審査制の導入は見送られ
ている。）

Ｃ．人権委員会の設置
1997 年憲法ではじめて導入された制度の一つが、人権委員会（Human
Rights Commission ）である。

「多くの国々に、人権の保護と向上の責任を担った人権委員会がある。1970 年憲法
と 1990 年憲法の権利章典についての国民の認識が限られたものであったこと、
並びに
人権の向上に努めている国際連合の仕事についての深い理解が欠けていたことに鑑み、
フィジー諸島において人権委員会は有益な働きをすると考える。それゆえ、憲法は人
権委員会を設置すべきである淫」
（７.45）
。

ＣＲＣ報告はこう述べて、権利章典や国連の人権擁護活動への理解を
深めるための国民教育を行い、人権関連事項について政府に助言する機
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能を持つ「人権委員会」の設置を答申した。
これを受けて、1997 年憲法は、人権委員会を設置し（第 42 条１項）
、
委員会の機能として、次の３つを定めた（同条２項）。
①国民に対し権利章典の本質と内容について教育すること。
②人権に関し影響を及ぼす事柄について政府に勧告すること。
③国会が制定する法律によって付与されたその他の諸機能を実行する
こと。
このように、人権委員会は、国民の人権教育、人権問題についての政
府への勧告、及びその他法律によって与えられた諸機能を行う。
なお、人権委員会の構成は、議長を務めるオンブズマン、裁判官資格
を有する者、およびその他の１名の３人のメンバーで構成される（同条
３項）。このうち、裁判官の資格を有するものとその他１名の委員につい
ては、首相が野党代表及び人権問題に責任を有する下院の常任委員会に
諮問した後、首相の助言に基づき大統領によって任命される（同条４項）。

Ⅱ．「コンパクト」
（compact ／協定）の導入
Ａ．憲法規定
敢コンパクトの趣旨
胤

「フィジ ー憲法 再検討 委員会 報告に 関する 両院合 同特別 委員会 」
（JOINT PARLIAMENTARY SELECT COMMITTEE ON THE REPORT
OF THE FIJI CONSTITUTION REVIEW COMMISSION ：ＪＰＳＣ）は、
「フィジアン とロトゥマンの利益」を規定した 90 年憲法第３章の削除
と、こ の 章 に か わ る「理 解 の た め の コ ン パ ク ト」（Compact of
Understanding ）の作成を国会に勧告した。これは、フィジアンの権利を
一部制限し、フィジーのすべての個人・コミュニティー・集団の個々の
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権利を保障することで、平等主義のいっそうの推進による民族間の融和
の促進を意図したものである。
ＪＰＳＣは、ＣＲＣ報告を検討し、同報告で答申された 694 項目のう
ち、577 項目を採用し、40 項目を修正の上採用、77 項目を拒否したが、
蔭

この「コンパクト」は、40 項目の修正条項の一つであった 。
こうして、97 年憲法では第２章に「コンパクト（Compact）
」（協定）
として、２か条の条文（第６条・第７条）が置かれた。その内容は政府
の行為準則に関わるもので、個人・共同体及び集団の権利の尊重、フィ
ジアンの慣習に基づく土地所有権の維持、信教の自由、言語・文化・伝
統を保持する権利、政党結成・政治参加の権利、すべてのコミュニティー
の利益への配慮、すべてのコミュニティー間での政治権力及び経済的・
商業的権力の公正な共有、フィジアンの利益の至高性などの諸原則が政
府の遵守すべき原則として規定されている（第６条）。
ただし、以上の諸原則は、他の憲法規定またはこの憲法のもとで作ら
れた法律の対象となっている範囲を除いては、裁判においては適用され
ないが、解釈上関連性が認められる場合には、この諸原則が考慮されな
ければならない（第７条）、とされる。
このようにコンパクトは、各コミュニティーの権利保護を政府の行為
準則としながら、一方でフィジアンの利益を他のコミュニティーの利益
に優位する至高のものとするという矛盾をも含んだものである。最終的
に、フィジアンの利益と他のコミュニティーの利益が対立した場合にど
う調整されるのかは、関係政党の「合意形成に向けた誠実な交渉努力」
にゆだねられることになる（第６条 甥項）。

柑 コンパクトの規定
第６条［協定：コンパクト］フィジー諸島の国民は、この憲法と他の
国法の枠組みの中で、政府の行為が次の諸原則に基づくものであること
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を確認する。
苑 すべての個人・共同体・集団の権利の十分な尊重。
薗 フィジアンの慣習に基づくフィジアンの土地所有権・自由所有地
の所有権、並びに農地の賃貸のもとでの地主及び小作人の権利の
維持。
遠 すべての人々の、宗教信仰の自由、言語・文化・伝統を保持する
権利の保障。
鉛 フィジアン・ロトゥマンが、分離された行政システムを通して統
治する権利。
鴛 市民として、すべてのコミュニティーのメンバーが平等の権利を
享有すること。その権利には、フィジー諸島に恒久的な住居を作
る権利を含む。
塩 市民としての権利には、政党結成・参加の権利、政治活動参加の
権利、及び平等の選挙権を基礎とし、秘密投票による下院議員の
自由で公平な選挙において投票し、候補者となる権利を含む。
於 下院の多数の支持を得た政府の形成は、諸政党・選挙民の支持に
依存し、かつ、連立政府の形成が必要とされるとき又は望まれる
ときは、政府の形成のため又は政府支持のために連合する諸政党
の意思に依存する。
汚 政府形成、立法の推進又は行政政策の実施を通して政府が国家行
為を行うとき、すべてのコミュニティーの利益について十分な考
慮を払うこと。
甥 異なったコミュニティー間の利益が対立するとき、すべての関係
政党は、合意形成にむけて努力し、誠実に交渉を行うこと。
凹 前項の交渉にあたっては、フィジアンのコミュニティーの諸利益
が他のコミュニティーの諸利益に従属するものではないという原
則を確保するため、フィジアンの利益の至高性は保護されるべき
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原則として引き続き適用される。
央フィジアン及びロトゥマンが、諸種の機会・諸便宜・諸サービス
へアクセスする実質的な平等を確保するためのアファーマティ
ブ・アクション及び社会正義プログラムは、他の諸コミュニティー、
女性並びに男性、及びすべての不利な状態にある市民または集団
に対するものと同様に、すべてのコミュニティーに広く受け入れ
られる資源配分に基礎を置かなければならない。
奥フィジーのすべてのコミュニティー間における政治権力の公正な
共有は、すべてのコミュニティーが国家の経済的発展からの利益
を十分に享受するため、公正な経済的・商業的権力の共有と適合
される。
第７条［コンパクトの適用］茨第６条で言及された諸原則は裁判にお
いては適用されない。ただし、この憲法の他の規定またはこの憲法のも
とで作られた法律の対象となる範囲は除く。
芋この憲法、またはこの憲法のもとで作られた法律の解釈にあたって、
関連性が認められる場合、前条の諸原則が考慮されなければならない。

鰯 コンパクト規定の特徴
ここでの特徴として、以下の４点が指摘できる。
①苑〜 鉛：ここでは、「すべての個人」、「すべての人々」という表現が
使われているが、それぞれが、共同体・集団の権利、並びに宗教信仰
の自由、言語・文化・伝統を保持する権利、と併記されているところ
から明らかなように、各民族集団の中での個人の権利を意味している
と考えられ、共同体・集団を離れたいわゆる西洋的な原子的個人を指
しているものではないと考えられる。
②鴛〜 塩：ここでは、市民の権利として、政治的権利の平等が定めら
れている。この権利については、民族集団による区別はなく、すべて
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の国民が平等な「市民」として、各種の政治的権利を持つことが明ら
かにされている。
③於 〜奥：複合政党内閣、国家行為におけるすべてのコミュニティー
の利益の考慮、コミュニティーの利害調整における合意形成にむけて
の政党間協議とフィジアンの利益の至高性、原住民であるフィジアン・
ロトゥマン（＝ロトゥマ島出身の少数民族）へのアファーマティブ・
アクションの実施、不利な地位にあるすべての個人集団への社会正義
プログラムの実施、すべてのコミュニティー間における政治権力の公
正な共有と経済的権力との適合など、政治面でのコミュニティーの利
益の確保とその調整について規定されている。
④コンパクトの適用については、この規定はプログラム規定であり、
直接裁判規範となるものではなく、コンパクトに基づく法律の制定を
まってはじめて具体的な権利として裁判上適用されるのが原則である
ことが定められている。

Ｂ．立法趣旨：ＣＲＣ報告より
敢フィジー諸島の人々の間でのコンパクト（協定）
「これまでのフィジー憲法は、
『複合民族政府』のための健全な基礎を
提供してこなかった。その主要な理由は選挙制度にあった。この答申の
目的は、フィジーの人々が人種別の代表システムから解き放たれ、複合
民族政府すなわち連立政府を促進することにある。すべての民族コミュ
ニティーがその権利及び利益を十分に保護されるために、すべての民族
院
コミュニティーの必要を考慮するのが我々の提案 」
（５. 42）であり、
「こ
陰

の報告の主眼は、複合民族政府又は連立の出現を促進することにある 」
（５.49）。
このように、複合民族政府を形成することを最終目的とし、またその
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成立を前提とした各民族コミュニティー、なかんづく原住民であるフィ
ジアンの利益の確保をはかるために、コンパクトが導入されたことがこ
こに示されている。

柑 コンパクトの適用
「国家政府の行為は、コンパクトに規定される諸原則に基づくことが
フィジー諸島の人々によって承認され、この承認は、法的効力とは区別
される道徳的な効力をもつ隠」（５.44）として、コンパクトに規定された
条項は、政府の行為を道徳的に縛るものであって、法的拘束力をもつも
のではないことが示されている。
政府の行為が、この憲法と共和国の諸法の枠組みのなかで行われるこ
とについて、国民の間に広いコンセンサスがあるが、コンパクトによっ
て規定された諸原則は、それ自身法的権利や法的目的を課すものではな
韻

い、ということを示している （５. 45）。では、コンパクトを憲法に規定
した目的はといえば、それがすべてのコミュニティーに対する「安心」
（ reassuarance）として機能すること、そして政治指導者と政党に対して
吋

は指針を提供することにある （５. 64）。
このように、コンパクトを規定した目的は、すべてのコミュニティー
の利益が保護されることを憲法で確認することによって、国民が安心し
て生活できるようにすることであり、そして政府・政党の指導者に対し
ては、それが法的義務ではないが憲法上要請される道徳義務として各民
族的利益の保護を考えるべきことを定めたものであることが示されている。

Ｃ．社会正義・積極的格差是正措置・集団の権利
敢 社会正義と積極的格差是正措置
憲法第５章は、
「社会正義」の表題の下に 10 項からなる「社会正義と
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積極的格差是正措置」(social justice and affirmative action ）の１条（第 44
条）を置く。
同条は、国会が、不利な地位に置かれているすべての集団に属する人々
が、苑 教育と訓練、 薗土地と住宅、遠商業活動および国家サービスに、
実効的にアクセスできるようにするためのプログラムを定めた法律を制
定することを義務付けている（１項）
。
これによって、主として非インディアンの生活向上のための国家によ
る積極的格差是正措置の実施が約束された。一層の平等化がはかられた
1997 年憲法においても、依然としてフィジアンの利益が重視されている
ことを、ここでも示している。そうすることによって、経済的に劣位に
あるとされるフィジアンが、この憲法を受け入れるための条件がここで
もまたひとつ挿入されたもの、といえる。これもまた、国民統合への前
提条件整備の一環であることはいうまでもない。
柑集団の権利
第 13 章に、２か条からなる「集団の権利」
（Group Rights）の章が設け
られた。これは、インディアン以外の民族集団の土地所有権を中心とす
る権利の保護に関するもので、フィジアン、並びに少数民族であるロトゥ
マンとバナバン（＝バナバ島民の少数民族）の権利・土地所有などに関
する８つの法律については、通常の法律改正よりも厳重な改正要件が必
要とされ、これら３つの民族集団の権利が憲法で強く保障されることに
なった（第 185 条１項）。
また、慣習法・慣習上の権利に関わる立法を国会が行う際には、国会
はフィジアンとロトゥマンの慣習・伝統・慣行・価値・及び希望を考慮
することが義務づけられている（第 186 条）
。土地所有に関係する農地借
地法（ＡＬＴＡ）についても、その改正要件が加重されている（同条芋
項）。
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こうして、とりわけフィジアン・ロトゥマンの原住民としての土地に
関する権利を中心とした法律上・慣習法上の諸権利が、あつく保護され
ることを憲法が保障しているのである。

むすび
以上、フィジー諸島共和国憲法（1997 年）の人権規定と、原住民の権
利に関する規定を概観した。この憲法は、権利章典に近代憲法原理の流
れをくむ「普遍的」人権を規定し、現代世界のいわば人権のグローバル・
スタンダードに配慮し、これまでの「人種差別憲法をもつフィジー」と
いうイメージの払拭に努めている。
本稿ではとりあげなかったが、1990 年憲法にあった人種別選挙制の大
幅な修正と首相就任要件からの人種要件の削除が、最大の憲法改革で
あったことは確かである。しかし、権利章典の諸規定、特に権利章典は
公権力を行使するものを拘束するということを明示し、そして国民及び
政府の人権教育のために人権委員会の設置を規定した点が、人権重視の
憲法というイメージを高める上で、大いに貢献しているといえよう。
ところが、その一方で、フィジーの独自性に配慮したフィジアンを中
心とする原住民の利益保護の規定を置き、これまでに認められてきた伝
統的な慣習上の利益を今後も引き続き保障するとともに、さらに一歩進
めて、アファーマティブ・アクションの実施を政府に義務づけるなど、
普遍的人権の考え方には必ずしも添わないような規定の存在も、この憲
法の大きな特徴である。
このことは、人権の「普遍性」に大きな疑問を投げかけるだけでなく、憲
法によって保障され、実現されるべき利益とは何か、という問いかけで
もあろう。これは、ひいては近代憲法の限界を示唆する問いでもある。
この点については、いずれ稿をあらためて論じてみたい。
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（注）
茨フィジーは、原住民であるフィジアン（Fijian ）とインドからの砂糖きびプランテーショ
ンでの契約労働者移民の子孫であるインディアン（Indian ）が、人口をほぼ二分する社会
構造をもっている。イギリスからの独立時につくられた 1970 年憲法では、下院議席全 52 議
席を両民族平等に 22 議席づつ配分するなど、
憲法上両民族間の政治的利益の調整を行って
きた。
ところが、
1987 年の総選挙後にインド系内閣が誕生するに及んで、インディアンによ
るフィジーの政治的支配に危機を感じたフィジアンの軍人ランブカ中佐（前首相）による
クー・デタが発生した。フィジアンの利益を十分に考慮していないなどの理由により、
1970
年憲法にかえて 1990 年憲法が作られた。
この憲法では、
下院７１議席中の過半数 37 議席を
フィジアン議席とし、
首相はフィジアンに限るとするなど、
フィジアンの政治上の絶対優位
が定められた。
この憲法が改正され、97 年７月に 1997 年憲法が成立した。詳細は、東 裕
「国民国家形成と憲法――― フィジー諸島共和国の場合」
、憲法政治学研究会編 『近代憲
法への問いかけ――― 憲法学の周縁世界』
（成蹊堂）
、1999 年、所収、pp .237‑243、参照。
芋 1997 年憲法の原文については、Constitution （Amendment）Act 1997 of the Republic of
the Fiji Islands, 25 JULY, 1997, Fiji Government Printing Department, 1997、参照。
鰯『ＣＲＣ報告』
とは、1996 年９月に出された
「憲法再検討委員会」
（Fiji Constitution Review
Commission）の報告書である。
『リーブス報告』、
『ＦＣＲＣ報告』とも呼ばれる。825 頁に
及ぶ大冊である。 報告の正式名称は、
『フィジー諸島：統合された未来にむけて―――フィ
ジー憲法再検討委員会報告 1996 年』
（`The Fiji Islands：Towards A United Future'―――Report
of the Fiji Constitution Review Comission, 1996.）
。ポール・リーブス（Sir Paul Reeves）［マオ
リ系ニュージーランド人］
、トマシ・バカトラ（Tomasi Rayalu Vakatora）
［フィジアン］
、ブ
リジ・ラル（Brij Vilash Lal）［イン ディアン］の３人の委員の執筆になる。697 項目につい
て改正案を示すとともに、提案理由を付す。この報告書が、
「両院合同特別委員会」
（Joint
Parliamentary Select Committee）の審議を経て、最終的に 697 項目のうち 577 項目がそのま
ま採択され、新憲法に規定された。残りの項目については、40 項目が修正の上採用され、77
項目が不採用（拒否または削除）となった。
本報告の要点については、東 裕「フィジーの
憲法改正動向について ―――『憲法再検討委員会報告』を中心に」
、
『ミクロネシア』通巻
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第 102 号、花日本ミクロネシア協会、1997 年、34 − 35 頁、参照。
允 `The Fiji Islands：Towards A United Future' ――― Report of the Fiji Constitution Review
Comission, 1996, p.115 .

例えば、
「人種差別憲法」
と非難された 1990 年憲法も、
第２章に
「個

人の基本権と自由の保護」
（PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS
OF THE INDIVIDUAL）として、第４条から第 20 条にかけて自由権を中心 とした人権保
障規定をおいていた。なかでも、第 16 条は、法律や公権力の行使にあたる者が、人種・性
別・宗教・門地・政治的意見・肌の色・宗教などによって、人を差別的に取り扱うことを
禁じていた。
印 Ibid., p.115.
咽 Ibid., p.116. 権利章典が効力を持っていたとしても、インディ アンの人権保障が、実
際に、フィジアンと同程度に行われていたかは疑問である。筆者が現地で見聞した例では、
政府機関内における公務員の昇進や学生の奨学金の獲得などについて、インド系国民は平
等な扱いを受けていなかったといわれる。もっとも、1990 年憲法においても、「アファー
マティブ・アクション」が規定されていたため（第 18 条）
、こうした状況もその措置の一
つであったとみることもできる。しかし、こうした事例がインディアンに被差別感を与え
てきたことを考えると、今後もこうした「不平等な扱い」が、「アファーマティブ・アク
ション」として実施された場合、憲法が認めるこうした積極的格差是正措置に対する国民
（特にインディアン）の十分な理解がないと、1997 年憲法においても依然として「差別的
な」状況が改善されていない、との誤解を生むおそれもある。
員 Ibid., p.115.
因 Ibid., p.116.
姻 Ibid., p.116.
引 Ibid., pp.116- 117.
飲 Ibid., p.117.
淫 Ibid., p.125.
胤この委員会は、
「憲法再検討委員会」
の作業を援助するために 1994 年につくられたもの
で、
当初は17 名の下院議員と３名の上院議員の 20 名で組織されが、のちに 25 名に増員され
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た。1994 年９月 30 日に初めての会議を開き、「憲法再検討委員会」の組織を決めた。２年
後の 1996 年９月 10 日に、
「憲法再検討委員会」の報告書がこの両院合同特別委員会（ＪＰ
ＳＣ）に提出され、10 月から翌年３月にかけて審議が行われた。その結果が、次の報告書
となって公刊された。
Parliament of Fiji House of Representatives, Report of the Joint Parliamentary Select Committee
on the Report of the Fiji Constitution Review Commission, Parliament of Fiji, Parliamentary Paper
No.17 of 1997, pp.１-１
１.
蔭 Ibid., p.１
２, Annex V.
院 `The Fiji Islands：Towards A United Future' ――― Report of the Fiji Constitution Review
Comission, 1996, p.76.
陰 Ibid., p.29. これが、1999 年５月の下院議員選挙後に現実化することになった。はじ
めてインド系の首相が誕生し、憲法規定（99 条）に従って連立政権が組織された。首相を
含む 18 人の閣僚のうち、12 人がフィジアン、
６人がインディアンの複合民族政府が形成さ
れた。
（The Review, June 1999, pp.32‑33. 参照）
隠 Ibid., p.78. （裁判規範とならないという意味で）法的拘束力をもたざるがゆえに、拘
束力が弱い、と結論づけることは必ずしも適切ではない。コンパクトもまた憲法規範であ
り、それが道徳的規範であるからこそ、それに従う、ということもありうる。最小限度の
道徳たる法（法律）に従うよりも、道徳規範に従う方がより高い倫理的価値が与えられる
からである。要は、政府の運営にあたる者のモラルによる。
韻 Ibid., p.78.
吋 Ibid., p.82.
（ひがし ゆたか・本学助教授）
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南部バプテスト会議 宣教師 T.W・ホエリー：
神の召命と葛藤
Southern Baptist Convention Missionary Thomas W. Whaley:
God's Calling and the Missionary Efforts in Hokkaido, Japan

村 井 泰

廣

Yasuhiro MURAI

キーワード：キリスト教、バイブル・ベルト、南部バプテスト会議、
ファンダメンタリズム

要旨
本稿は、アメリカのプロテスタント系宗派のなかで最大信徒・教会数を有する米国南部
バプテスト会議の外国伝道局・海外宣教団から派遣されたひとりの宣教師Ｔ．Ｗ・ホエリー
のケース・スタディである。同師の在日１
５年間の伝道の足跡と辞任を決断するまでの背景
を考察し、南部バプテスト会議の海外宣教のキリスト教伝道政策を含め、日本社会下にお
ける宣教師の姿を考究する。
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はじめに
古くから宗教は文化を形成する重要な要素であることから、
「宗教は文
化の魂であり、文化が宗教の形である」と神学者 P ・ティリッチが述べ
ているように、宗教は社会文化に深く浸透し、個人や社会に大きな影響
を与えてきたことは否定しがたいところである。（１）
特に近年、既成宗教の衰退が目立つ先進国の中にあって米国は特異な
存在である。アメリカ人は、宗教的でありたいと願い、神の下で一つの
国（
「 One Nation Under God」）として自分たちを捉えたいと願っている事
実が、様々な世論調査の結果から伺い知ることができる。また、アメリ
カ人は宗教を個人のみならず、国家の性格と社会文化にとっても有用な
ものであると見なしている事実も同様の世論調査の結果からも知ること
（２）
（３）
ができる。

このような社会的・宗教的要請を背景にもつ米国宗教界キリスト教の
各宗派は、国内の宣教活動に盛んであるばかりではなく、海外へのキリ
スト教伝道にも積極的である。
「『信仰とは同時に伝道』であるというミッション精神から、いわゆる東
洋伝道の大事業がおこってくるが、このミッション精神こそアメリカ宗
教の自発性を支える原動力となってきた」とも指摘されるところであ
（４）
る。

現 在（1998 年）日 本 福 音 宣 教 師 団（Japan Evangelical Missionary
Association: JEMA ）が出版している JEMA Directory によると、日本に滞
在し宣教伝道活動に従事しているプロテスタント系宗派の宣教師の数は、
2,368 名である。その内、日本バプテスト宣教団は 148 名を占め、最大の
宣教師を日本に派遣している組織である。二番目に多く宣教師を派遣し
ているのは、国際福音宣教会（ OMF International, Inc.）の 115 名で、三番
目が、在日韓国人キリスト教宣教協議会（Korean Missionary Fellowship
in Japan ）の 70 名である。その他、百数十におよぶプロテスタント系宗派
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から宣教師が日本に派遣されている。（５）

本稿は、アメリカのプロテスタント系宗派のなかで最大信徒・教会数
を有する米国南部バプテスト会議の外国伝道局・海外派遣宣教団から派
遣されたひとりの宣教師 T.W ・ホエリーに焦点を当てケース・スタディ
とする。入手しえた第一次資料を含めた宣教師トーマス・ホエリー在日
１５年の書簡・手記や、教団の会議録や報告書等を史料として、米国から
宣教師を派遣している南部バプテスト会議宣教団と日本各地にあるバプ
テスト系教会の相互連絡協力機関として統合的な役割を担っている「日
本バプテスト連盟」の関係に着目しつつ、ホエリー師が極東アジアの日
本という異文化・異教社会の下で、どのような環境にあり、どのような
思いのなかでキリスト教を伝道したのか。どのような日本の人々と会い、
どのような教会形成を試み、どういう影響と精神的インパクトを与えた
のか。また、自らどのような影響を与えられたのか。ひとりの宣教師の
足跡を辿りながら、日本という異文化社会でアメリカ合衆国から派遣さ
れてきたたひとりのキリスト教宣教師の伝道の姿と辞任・帰国までの背
景を考察してみるものである。

異教の地にあって「新たなる信仰をもたらそうとする者には、確固た
る信念と労苦を厭わない生活態度が不可欠である宣教師の仕事は、己が
（６） また、
信仰をその旨とするものであることは言うまでもない。」
「聖職

者への召命感を述べる際、それは伝道への彼の召命と切り離せない」（７）
ものであろう。それゆえに、数多く派遣されている宣教師の中の名もな
きひとりの働きは、米国本部の年報や日本の各派協会・教会史などから
は詳しく知る術はない。
しかも、それらは個人の生活信条にも触れておらず、その辞任の原因
や背景を知ることもできない。だが、
それゆえに、その原因や背景を検討・
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考察することは、外国ミッション側の伝道意識や伝道活動を把握し、さ
らにアメリカ本部における南部バプテスト海外宣教団の海外伝道観を知
る上でも、米国キリスト教海外宣教のミッション精神の一端を知る点に
おいても不可欠な部分であると考えられる。
（８）
そもそも、米国南部バプテスト会議がなぜ海外伝道活動をするのか。
その伝道活動に応えようとする宣教師にならんとする人たちはどのよう
な人物なのか。海外伝道・宣教の目的であるキリストの教えを日本人に
伝えるとは、どういう精神的葛藤が生じるのであろうか。宣教師の「神
が召命」の告白の背後に、いったいどのような体験を経てきているのか。
また、宣教団本部の方針と現地で働く宣教師の現地体験がもたらす認識
のギャップにどのくらいの落差があるのか。これを吟味することは、大
きくはアメリカ合衆国プロテスタント系最大の教派である南部バプテス
ト会議の海外宣教のキリスト教伝道政策と日本社会下にある日本キリス
ト教会のあり方を問う新たな視座を提供することにもなろう（９）という視
点に立ち考究してみたい。

本稿はこのような立場から、伝道意識や現実認識の相違など外国ミッ
ション本部と現地との関係を探るひとつのケース・スタディーとして、
宣教師トーマス・ホエリーの在日伝道活動を取り上げて考察することに
した。
考察の前に、 T.W. ホエリー師が所属し深く関わっている
茨

米国南部バプテスト会議（Southern Baptist Convention： SBC）の概
略

芋

南部バプテスト連盟国際伝道局 (International Missionary Board: IMB)
の概略

鰯

T.W. ホエリー師自身の生い立ちにとその経歴の概略

を説明することにする。ホエリー師が宣教師になるまでの経歴を明らか
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にすることによって、その人なりの性格形成がどのようなものであった
のか、また、どういう神学的立場でどういう信仰の持ち主であるかを記
した上で本論のテーマを考察していきたい。

（１） 米国南部バプテスト会議（Southern Baptist Convention: SBC）
の概略 （１０）
米国南部バプテスト会議（Southern Baptist Convention:

SBC）は、そ

の初めは１
８４５年に南部ジョージア州オーガスタの地で組織された小さな
教会から創られた。しかし、現在（1996 年）、同会議はアメリカ合衆国
国内で、４万以上の教会数と 1600 万人近くの教会員に成長しているアメ
リカのプロテスタント系宗派のなかで最大信徒・教会数を有する宗派
（Denomination ）である。また、南部バプテストの伝道活動は、合衆国
国内のみならず、カナダ、グアム、キャリビアンの各地域に約５千人の
国内宣教師（Home Missionaries ）
の支援を行っている。また、世界の 133 ヶ
国以上の国々にも４千人以上の海外宣教師を派遣している。
南部バプテスト会議（Southern Baptist Convention ）という言葉は、同
宗派と毎年行う年会議を示唆する二つの意味合いから派生した言葉であ
る。すなわち、南部バプテスト会議とは、総数 1,221 各地域会議（ local
associations）と、
39 各州会議（ state conventions）の協力をもって、原則的
な聖書信仰の上に共通の絆を確認し、イエス・キリストの福音を全世界
に宣教することを約束し、その理念と信仰を共有した組織である。
同会議の目的は、同会議規約第二条に述べられているように、アメリ
カ合衆国内およびその地域のバプテスト（浸礼教会員 Baptists：カトリッ
クが行う幼児洗礼を認めず、成人して信仰告白をした人にのみに全身洗
礼を行うべきだと主張し信仰する者）に対しては、神の国を推進するた
めに適切で且つ賢明なキリスト教教育、慈善事業、社会奉仕などのため
に必要な一般組織の援助・支援を提供するとしている。
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定例年会議は、同会議の綱領、年次計画、政策、財政などを討論し、
決定するために集まる代表者から構成されている。その代表者は教会の
大小に関わりなく平等の親近性を有し、各教会は１
０名まで出席するが許
されている。
南部バプテスト会議は、様々な宣教伝道活動のために組織されている
１２の評議会や機関を通じて世界的規模で運営している。そのような仕事
の支援は、
「共同プログラム」を通じて献金によって支えられている。そ
の献金計画というものも、大規模な全国的、ならび全世界的宣教を行う
がために、各個の教会がお互い分かち合う形で可能にしている。1996 年
度には、同会議に所属している南部バプテスト教会は、この「共同プロ
グラム」献金を通じて、２億７千４百ドルにおよぶ国内並びに外国宣教
活動のための献金を計上している。

（２） 南部 バ プ テス ト 会議 連 盟・国 際 宣 教団 (International Mission
Board: IMB) の概略（１１）
海外に多くの宣教師を派遣しているヴァージニア州リッチモンド本部
にある南部バプテスト会議連盟・国際宣教団（IMB）は、現在（1998 年）
、
国際宣教団は世界のほとんどすべての国、133 カ国以上の国と地域に、４
千人以上の宣教師を派遣している。ヴァージニア州ロックビルにある宣
教師を派遣するための「宣教師研修センター」には約 420 名が勤務してい
る。
当宣教団の主要な目的は、世界中の人々にイエス・キリストの福音を
伝え、イエス・キリストにあって個人的な信仰に導くことにある。クリ
スチャン指導研修における宣教、印刷や電子メディア、そして教会を創
設することなどを支援することが目標である。
国際宣教団（ IMB）は、南部バプテスト会議の一つの局（Agency ）で
あり、世界でも最大の宣教師派遣機関である。1998 年度の国際伝道局
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（IMB）予算は、２億１千万ドルを少し超え、プロテスタント系の単一
宗派で宣教のために集められる献金額としてはアメリカ最大である。国
際 宣 教 団（IMB）が 運 営 し て い る 財 源 は、毎 年１２月 に 献 金 さ れ る
「Cooperative Program」
（47％）と「Lottie Moon Christmas Offering」
（36％）
の献金プログラムを通じて各教会から自主的に得られるものである。こ
の二つが伝道局（IMB） 年度予算の収入の 83％を占め、そのすべてが海
外宣教のために使用されている。伝道局財源の約 87％が 131 ヶ国で奉仕
している 4,300 人の宣教師たちをサポートするために使われている。財
源の 13.5％だけが、アメリカ国内の本部の事務運営や教育、広告、資金
調達のための活動費用に当てられている。
海外での仕事は、主に専門職の宣教師によって処理されている。しか
し、最近ではボランティアの数も増え、宣教団のプロジェクトに大きな
貢献をしている。
（1997 年、17,200 人のボランティアが専門職宣教師の仕
事の手伝いをした。）

国際伝道局（IMB）の歴史は、伝道局とヴァージニア州リッチモンド
との関係も、1845 年の南部バプテスト会議の初めとともに始まった。
す
なわち、奴隷問題が北部と南部のバプテスト信者の間に楔（くさび）を
打ちこんだことになる。当時、存在していたバプテスト伝道協会が奴隷
所 有 者 を 宣 教 師 に 任 命 す る こ と を 拒 否 し た こ と か ら、南 部 人
（Southerners ）は自分達がキリスト教伝道から閉ざされたと確信したこ
とから、南部のバプテスト者たちは、1845 年５月に、ジョージア州オー
ガスタの地で集会（会議）を呼びかけた。その主要な集会の目的は、北
部と分離した別の伝道協会を設立するための選択を探ることであった。
この会議が終えた時、ここに新たなる南部バプテスト会議が誕生したと
いう米国特有な歴史的ないきさつがある。伝道が組織存在のための主要
な役割として残り、国際・国内の宣教団が設立され、ヴァージニア州リッ
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チモンドにその本部、国際伝道局（ IMB）が置かれたという経緯である。
現在、任命される宣教師は、南部バプテスト会議の増えつつある人種・
民族の多様性を反映している。そして、世界的規模の全国バプテスト会
議は自分達の宣教団を発展させていることによって国際宣教師団の勢力
を拡大しつつある。

（３） ホエリー宣教師の生い立ちと経歴
以下ここに記述するものは、
「ホエリー書簡 1998・12」
（１
２） を要約並びに
引用したものであることをお断りしておく。
トーマス・ウェーン・ホエリー（Thomas Wayne Whalely ）は、1954 年 12
月 21 日、カリフォルニア州サクラメントで生まれた。父親ウィリアム・
H. ホエリーはアメリカ合衆国空軍に所属していたため、ホエリー師は幼
少の頃から家族と共に数年おきに引っ越しを強いられた。５人兄弟の次
男であったホエリー師がジョージア州アルバニーのサニーサイド・バプ
テスト教会で洗礼を受けたのは、
１１歳の時であった。この時期、教会日曜
学校で行われた「世界で活躍する宣教師」の話を聞き、
「神が私の心に宣
教師の道を呼びかけ始めた」
（１
３） と語っていることから、幼くして宗教的
にバプテスト・キリスト教会に近い環境であったことが想像される。
ちょうど、その頃、彼が１１〜１
２歳ころ、父親・母親サイドの両祖父母
の死を短期間に遭遇した。彼に一番優しかった母方の祖父を失い、短期
間に彼はふたつの死を見つめる経験（こと）になった。彼は生まれこそ
カリフォルニア州サクラメントであったが、少年期のほとんどを「バイ
ブル・ベルト」で過ごした。彼が１３歳になって生まれ故郷のカリフォル
ニアに戻ってきた時には、南部訛りが身についてしまっていた。思春期
の恥ずかしさも手伝ってか、また、当時は身長もひどく低かったことか
ら、南部訛りの彼はハイスクール時代、学校に行ってもなかなか友人が
できなかった、という。
（１４）
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この頃、アメリカ空軍に勤務していた父親のウィリアム・ホエリーは、
以前から宣教師あるいは牧師になりたいという夢を抱いていた。彼は長
年勤務してきた空軍を中途退役し、地元カリフォルニア州リバーサイド
のバプテスト神学校に入学した。それゆえに、この頃のホエリー家の収
入は、空軍から支払われる空軍退役年金と母親の仕事から得る収入だけ
であり、経済的に非常に苦しい時期を送ることになる。この頃「教会へ
行きたいという気持ちが失われた」と記している。しかし、ホエリー家
にとっては教会へ行き、出席することは自由意志ではなく、
「行かなけれ
ばならない義務であり、行く以外の選択の自由は残されていなかった」
（１
５）
とホエリー師は記している。
父親ウィリアム・ホエリーは、地元の神学校を卒業すると小さな教会
の牧師に召喚された。ある秋のリバイバル・ミーティングで彼トーマス・
ホエリーは牧師になる決心をし、父親の教会でパート・タイムで青少年
のための牧師助手として父親の手伝いをしている。
その後、ホエリー師はカリフォルニア・バプテスト大学に入学をし、
大学３年生の時、1975 年９月に、キャロル・R. モリル嬢と学生結婚をし
ている。（現在の配偶者キャロル・ R. ホエリーである。キャロル・ホエ
リーの父親もまた非常に厳格な牧師で、幼い頃からトランプなどの遊び
は一切禁じられていたという。）
結婚した二人は共に 1976 年５月に大学を卒業し、ホエリー師はサンフ
ランシスコ近郊にあるミル・ヴァレーという町のゴールデン・ゲイト神
学校に入学する。キャロルはそこでミッション系小学校の先生をし、夫
であるホエリー師を物心両面で支える。一方、彼トーマス・ホエリーは
近くにある教会ファースト・バプテスト・プリーサントン教会のパート
タイム協力牧師として勤める傍ら、新聞配達など様々なアルバイトをし
ている。
この頃、長女ジョイが 1978 年６月に誕生、続いて翌年、長男ジェ
レミが 1979 年１２月に生まれている。
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このファースト・バプテスト・プリーサントン教会に勤めていた頃、
海外から休暇で帰国した宣教師たちが当教会にやってきて異国での宣教
と伝道について聴く機会に恵まれる。ホエリー師は海外宣教師の伝道活
動を聴きながら、世界の国々にキリスト教伝道に携わる人が非常に少な
いことを知る。即ち、世界のキリスト教関係者の 85 パーセントがアメリ
カ合衆国に集中し、15 パーセントが残りの世界の国々で従事していると
聴かされ、いかにキリスト教関係者がアメリカに集中しているか。そし
て、いかにアメリカ以外の国々にキリストのために働くクリスチャンが
少ないかを痛感した、という。ホエリー師はこの時期に「伝道のため世
界の国々でクリスチャンが本当に必要ならば、どうしてわたしはこのア
メリカ合衆国に留まっていることができようか」という思いに駆られは
じめたようだ。（１６）
彼は外国の人々に対する福音の使者になりたいと思う気持ちになって
はきていたが、はじめのうちは、憧れもあり、明確な決意というほどの
ものではなかった。しかし、そのことでたびたび祈っているうちに、そ
の気持ちはますます強く、堅くなっていったようだ。世界の宣教地のこ
とがいろいろわかってくるにつれて、異教の国々の貧困や欠乏や荒廃の
状態を知ると、彼の宣教精神の炎はあおりたてられるていくようであっ
た、と記している。
彼は熱い思いで南部バプテスト海外伝道・宣教団に海外宣教師になる
べく手紙を送付したという。その時、偶然、雑誌 "National Geographic"
の 「日本最後のフロンティア、北海道 "Hokkaido, Japan's Last Frontier" 」
という記事が目に留まり、釘付けとなり、妻キャロルと彼は、これが
「神の召命（God's Calling ）」であることを「直感」したという。しかし、
彼らが所属している米国南部バプテスト会議・国際宣教団によるインタ
ビューで、ホエリー夫妻は神学部（大学院）卒業直後ということで社会
経験も浅い彼らは「若すぎること、未熟だ」という理由で彼らの宣教師
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になる希望は却下される。それに加え、４年間のパートタイム協力牧師
としての経験では、海外伝道宣教師としての資格は不十分であると告げ
られる。少なくとも２年以上のフルタイムの牧師経験が必要であること
が海外宣教師としての必要条件であることを告げられる。事実、
「 この結
果に意気消沈、落胆した」という。
しかし、彼は神の召命を固く信じ、専従の牧師としての教会を探すこ
とに努力を重ねた。しかし、神学校を終えたばかりの若干２６歳の青年を
受け入れる教会は、
「アメリカ広し」と言えども、難しかった。現実問題
として、アメリカの多くの教会が求めている牧師像は、成熟した経験豊
かな円熟した牧師であって、神学校を終えたばかりの牧師の卵ではな
かったのである。彼は若すぎたのである。
（１７）
しかし、まもなく、ホエリー師は友人の伝手でコロラド州南部にある
農業地帯ヘスパラス
（人口約 500 人）というの小さな田舎町のヘスパラ
ス・バプテスト教会から声がかかった。ヘスパラスでの生活は 1981 年２
月から 1984 年 10 月までの２年間半で、トーマス・ホエリー 26 歳から
29 歳の時であった。再び彼は少年時代を過ごした「バイブル・ベルト」
にまい戻ったのである。
ホエリー師が二年半を過ごした貧しい農村地帯であるコロラド州ヘス
パラスの「バイブル・ベルト」の特徴を彼の手記をもとに要約すると、
次のように言えよう。
（１８）

１） 保守的で都会からやってきた者を歓迎しない風土
２） 親しくなるのに時間がかかるが、親しくなると大歓迎
３） 村の人たちは純粋で純朴
４） 地理的な理由から他教派のメンバーも混合出席
５） 牧師は社会的に特別な地位を占めており、尊敬される
６） 牧師の家庭訪問は、未信者でも受入れる風土がある

（96）

苫小牧駒澤大学紀要

第２号 1999 年 10 月

７） 牧師はコミュニティーのカウンセラー役と期待される
８） 事件があれば、警察も牧師のところに来て相談
９） 牧師（家族）が怪我や病気をした場合、病院では無料で治療
してくれる
10）牧師の給料は少ないが、農村地帯ということもあって教会員
が食料品を持ってきてくれて、食べ物に困ったことは一度も
ない
11）困ったことや悩みがあるものは教会牧師のところへ来て「告
白」をするのは日常的なこと
12）村人は聖書の言葉、奇跡を文字どおり信じている
13）牧師の妻は、牧師を支え家事に専念し、家の外で仕事をして
はいけない

海外宣教への召しを抱きコロラド州に赴いた牧師ホエリーは、教会の
仕事・活動に熱心な余り、暫くすると農村地帯の教会で牧会をしている
ことに満足を覚え、ヘスパラスの田舎町もまた伝道の地（ミッション・
フィールド）なのだと思うようになっていた。そんな時、
「神の召命に再
び遭遇した」という彼の手記の言葉をここに引用することにする。

「毎年、
100 名以上の十代の青少年がコロラド州、ニュー・メキシコ州の各地から神つ
いて、聖書や伝道についてもっと知ろうということでわたしの教会の近くで夏のクリ
スチャン・サマー・キャンプが開催されていた。そこにキャンプの看護婦ボランティ
アできていたひとりの老婦人がいた。礼拝賛美を終えた夜、その老婦人がわたしに近
づいてきて言った。
『神様がわたしにあなたに宣教と伝道について話すように云われた
わ。』そして、彼女は続けて彼に『どうしてあなたはご自分の神の呼びかけに従わない
のですか。
』と尋ねてきた。わたしはそれまでその老婦人とは一度も面識がなかっ
（１
９）（翻訳：村井）
た。」
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このできごとで神が彼に「呼びかけ（ God's Calling）」ているのだと驚
き知り、ホエリー夫妻は熱心に祈り、そして、宣教団に連絡をとると、
彼の海外宣教団（ IMB）とのインタビューのアポイントメントが最初に
行なわれるという返事がすぐ返ってきたことにもまた驚いたという。否
応無しに「聖霊」の働きを覚えたという。そして、正式に 1984 年５月に
バージニア州にあるリッチモンドの南部バプテスト会議本部で数回のイ
ンタビュー後、２か月半の研修センターでの研修を受けた。そこでは日
本の歴史や日本の社会事情や文化・伝統習慣についての勉強などをして
海外伝道、日本への宣教師として準備をした。外国語（日本語）の習得
は、本国で学習するのが一番効果的であるということから、米国南部バ
プテスト宣教団は、語学修得に関し、それぞれの宣教師が派遣される国
で就学する制度を採用している。
牧師トーマス・ホエリーが宣教師になるために牧師を辞任する時、在
任期間中の２年間半にペルパラス・バプテスト教会の会員は 15 名から
100 名を少し超えるほどに成長していた。彼は惜しまれて「バイブル・
ベルト」コロラドの地を去った。
この時までに、ホエリー師の神学的立場、並びに信仰は確立していた
ようである。ホエリー師は、ヘスパラス・バプテスト教会が広大な地域
にある小さなひとつの教会であるという地理的な理由から、当教会には
多様なプロテスタント系他宗派の人達が出席していた。それゆえに、彼
は宣教の中に、聖書の立場を厳格に固持しながらも、すべての神学的な
流れと教派の違いを越えて神に仕えんとする姿勢をここで会得したよう
だ。むしろ、当地においてホエリー師の伝道方法が教派の違いを越える
ものであったことは、保守的な「バイブル・ベルト」という環境にあり
ながらも、ある意味で海外宣教師として柔軟性のある対応を学ぶ機会に
恵まれたことになった。
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ホエリー師の神学的立場と信仰
では、このような宣教・伝道活動の基礎となっているホエリー師自身
の神学と信仰は、どのようなものであったのかを検証しておきたい。
バプテスト福音派のようなデノミネーションまたは信徒の自発的参加
を基本とする教派では、大衆を伝道活動に参加させることが大切であり、
その意味においてアメリカの一般的なバプテスト教会では、
「 信徒の自発
的伝道活動がきわめて尊重され重視されている。また、教職者は信仰に
おいて信徒と同格の会員であるが、
「職業」として信徒の精神的世話役に
なるという形をとってくる。これが、ある意味で、アメリカ的牧師の典
型的姿」
（20） とも言われ、ホエリー師もまたこのような伝統を守るもので
あった。
彼の経歴からも推測可能であるように、ホエリー師は幼少時代から南
部の空気を吸って育ち、南部「バイブル・ベルト」のバプテスト教会に
熱心に出席し、教会牧師としての父親の影響、妻並びに妻の父親の影響
も受け、さらに自らも宗教的な回心を数回経験し、しかも保守的なプロ
テスタンティズムの大学に入り、バプテスト牧師という経歴からも、紛
れもなくれっきとした俗に言われる「ファンダメンタリスト」としての
姿が浮かび上がってくる。すなわち、ここでいう「ファンダメンタリズ
ム」とは、
「聖書は他の古典とは違って特別なものである。それを科学的
に読むなどということはしない。聖書は絶対的な真理の書で、そこに書
かれていることがらは、細部にわたるまで無謬である。」という立場であ
る。すなわち、「ファンダメンタリズム（キリスト教原理主義）」とは、
１） 聖書の絶対不可謬性
２） キリストの処女降誕
３） 人類の罪に対するキリストの代理的贖罪
４） キリストの（身体的）復活

（99）

村井泰廣

南部バプテスト会議

宣教師 T.W ・ホエリー：神の召命と葛藤

５） 地上へのキリストの再臨
を信じることである。
（２１）
「かつて、アメリカ福音派の指導者であるビリー・グラハムが『ルック』
誌（1956 年２月号）に寄せた文章の中で、明言した逸話は、その後、多
くの人に引用されるほどに有名な話であるが「ファンダメンタリストと
は、聖書の権威、キリストの処女降誕、贖罪の死、からだの復活、再臨、
そして神の恵みと信仰による個人的救いを受け入れ、かつ信じる者のこ
とであるならば、わたしはれっきとしたファンダメンタリストである」
と。（２２）
（２
３）
ホエリー師もまた「キリスト教のすべての教えは聖書の中に見出され
ます。真のクリスチャンは聖書の一部を否認したり、神の言葉に何かを
付け加えようとしたりはしません。アメリカ合衆国の憲法は時代と共に
修正されて行くかも知れません。しかし、聖書には、修正は永遠に不必
（２
４）
要なのです。」
（グラハム著「神との平和」）だという立場は明確である。

そして、ここで敢えて断っておきたいことは、これはごく普通のアメ
リカ人キリスト教徒の多くが信じている信仰なのであって、けっしてあ
る一部の特殊な人々の異常な信仰でも思想でもないということ付け加え、
理解しておかなければならない。異常な信仰でも思想でもないことを証
明するにもここに添付した統計資料（資料１）からも十分に伺い知ることがで
きるものである。（２５）

キリスト教の教えの基本は、人間がどう思うか、どう考えるか、とい
うようなことは重要でなく、神が善と悪の基本を定めており、人間は神
の言である聖書の戒めに照らして、正しいことは善であり、聖書の戒め
に照らして、悪いことは罪であると知るわけである。
（２
６） これがキリスト
教徒の基本的な姿勢であるからして、ホエリー師にとって、聖書は人が
生きるすべての基準であり、そのように聖書を信じることが善なので
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あって、それがホエリー師の疑いのない信仰なのである。
トーマス・ホエリー師は上述した経歴と信仰と信念をもって彼の家族
とともに日本の成田空港についたのは 1984 年 10 月 24 日のことであった。
「バイブル・ベルト」コロラドの農村地帯から一転して大都会東京とい
う、しかも異文化社会日本という新世界が彼と彼の家族を迎えたのであ
る。
以上が、来日前のホエリー宣教師の経歴である。

東京での日本語・語学研修（1984 年 10 月〜 1986 年８月）
東京日本語研修の期間は、1986 年８月まで、
ホエリーが 29 歳から 31 歳
の年齢であった。日本に到着するや宣教団が宣教師用に準備してある日
本語の勉強が始まった。師は半年で日本語を修得しよと意気込んできた
が、
英語を母国語とするアメリカ人にとって、日本語は困難な言語であった。
事実、アメリカ合衆国の外交官が海外赴任のために外国語習得に費や
す時間は言語によって違う。例えば、米外交官がスペイン語やフランス
語やドイツ語を修得するには、約６ヶ月研修期間を終えるとそれぞれの
国に派遣となる。ギリシア語、アラブ語の修得になると、１年間。日本
語、ロシア語に対しては２年〜３年が研修の期間として与えられてい
る。
（２７） このことからも、アメリカ政府が日本語に対する言語の難しさを
どのようにとらえているかが理解できる。
要するに、日本語と英語は、言語として関連性の非常にすくない言語
と捕らえられている訳である。すなわち、日本人にとって英語という言
語が難しいようにアメリカ人にとっても日本語修得には非常に時間のか
かる難解な言語だと言える。ホエリー師はこれまで一度も学習したこと
のない言語・日本語という言語がホエリー師を苦しめたことは言うまで
もない。事実、彼は来日してから数ヶ月が経過すると日本語の修得がい
かに困難なものであるかを痛感し、かつてハイスクールでスペイン語を
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学んだものとは様子が違っていた。その苦痛は、コロラドのカウボーイ
が「東京中央線の息の詰まるような押し合い圧し合いの通勤電車に毎朝
乗るのが苦痛」に似たものであったと手記は記している。日本語修得に
関して「ひらかな」
「カタカナ」は良いとしても、アメリカ人が漢字の読
み書きを覚える難しさ、英語がカタカナ日本語になった外来語日本語の
不思議さと難しさにも苦労した。さらに、語学研修所ではじめて学ぶ日
本語と日本語教師の厳しさにも苦痛を感じた。
「一生かけても理解できな
い言語」との戦いのなかで、宣教師としての教会伝道はずっと先の夢の
話に思えたほどの困難さであったと手記は記している。
（２８）

日本バプテスト連盟と米国宣教団との「確執」
しかし、東京での１年１０ヶ月におよぶ日本語研修も終え、ついに念願
の赴任地、北海道札幌に宣教師として着任したのは、神の召命（God's
Calling ）を受けてから、その歳月すでに６年が経過していた。ホエリー
師は新らしい伝道と教会建設のために、先ず日本バプテスト連盟系列の
札幌市白石区にある白石バプテスト教会に所属した。ホエリー師は一日
も早く伝道活動に従事し、教会の設立に取り掛かる強い希望をもってい
た。しかし、彼が所属していた白石バプテスト教会は、ホエリー師が白
石教会を離れて単独・独自で伝道活動することを望んでいなかった。事
実、４年間の期間、教会建設のための活動が許されなかった。この４年
間はホエリー師にとって今までになく深い孤独と失意の日々であったよ
うだ。神が彼を通じて求める召しとは無縁な「英語の先生」を日本の教
会で余儀なくされていた自分に失望していた。それでも彼は、自分の信
仰するイエス・キリストのメッセージを、今まで一度も聴いたことのな
い日本人に、自分が大切にしてきた信仰を伝えることに期待をもって祈
り続けた。（２９）
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「日本バプテスト連盟五十年史」は、「1987 年は、、私たち日本バプテ
スト連盟は創立時の１６教会から現在 284 の教会・伝道所と現在会員１万４
千人余を数える。これは神の恩恵にほかならず、多くの先達の努力と献
げもの、また米国南部バプテスト諸教会の物心両面にわたる援助の賜物
によるものと深く感謝をささげねばならない。」
（30）と記している。
戦前、戦
後から現在に至るまで、日本のキリスト教会の多くが財政的に豊ではな
かった。各地にある日本のバプテスト系の教会も、また自立できないほ
ど貧しく、特に戦後の混乱期にあっては、その財源のみならず、その他
多くの支援は、米国南部バプテスト宣教団から有形無形の協力と指導を
受けてきたのが日本のキリスト教会の歴史である。すなわち、米国本国
の支援を受けることなしには、日本にあるバプテスト教会の歴史は語る
ことができない。それは、ちょうど戦後日本経済の回復と繁栄がアメリ
カの経済的援助なしに語れないと同様に、それほど多くの支援を米国南
部バプテスト会議から日本バプテスト教会は仰いできたのである。
第二次大戦後、米国南部バプテスト会議は教団の中央集権化は異常な
ほど進んで来た。個人の信仰体験を尊重し、各個教会独立主義を貫いた
バプテスト教会がピューリタン以上に中央集権化したことは、歴史の皮
肉であった。
１９世紀はじめまで、教団的組織をもたなかったバプテスト各
教会は、各個教会が協力して組織した彼らの外国伝道教会が、完全に各
教会の連絡機関となり、教団としての役割を果たし、まるで大企業とみ
まがうような教団組織が成立するのである。それが今日の米国南部バプ
テスト会議である。（３１）
このように巨大化・中央集権化した組織を考慮に入れながら、ホエリー
が宣教師になった 1980 年代というのは、
戦後日本の 1950 年代に非常に多
くの新任宣教師たちが来日したことを彷彿させるものであった。南部バ
プテスト会議は 1980 年代を「改革の年」としている。宣教師は、宣教団
の各種の計画と基本となる理念（プログラム・ベース・デザイン）の改
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定で、大都市への浸透、教会開拓、学生伝道が重点項目としている。す
なわち、
「日本人を主イエス・キリストにある救いの信仰に導くために、
バプテストの地方教会の交わりへ紹介し、クリスチャンの成長と奉仕に
携わるように勧める」
という従来の方針から、
1986 年は「我々は、クリス
チャンの弟子性を訓練し強いバプテスト教会を建て上げるために、日本
バプテスト連盟との協力関係の下で、証しと働きを通しての主イエス・
（３
２）
キリストの福音を宣べ伝える」と開拓伝道が強く意識され強調された。

すなわち、日本における新戦略の中心は、宣教師の本来的な活動であ
る伝道と教会形成（ミニストリー）に宣教師を集中させること、具体的
には開拓伝道と直接伝道に従事させるための宣教師人事であったこと。
また、そのための組織変更が大胆に行われ、、1989 年には、
宣教団は、
、人
事、予算、戦略等あらゆる事柄に権限をもち、
、、宣教団は「その結果と
して教会を生み出す伝道の任務に主導権をもつ」ことを決定した。かつ
ては連盟の承認と必要時の懇談が条件であった宣教師の任地は、今や、
宣教団だけの戦略で決められるようになった。」（３３）
（筆者傍線） これが各地に散在するバプテスト教会が統合している「日
本バプテスト連盟」の反発を買うことになる。宣教師の働きは、日本の
各地にある教会の援助無しに有効的な働きはできないと確信する連盟は
自尊心を傷付けられた形で、ここに米国宣教団組織と日本側の連盟組織
との対立構図が生じてきた。
1988 年７月の会議の機構改革は宣教団史上で大改革であった。この新
戦略は、
連盟が総会で決議した 500 の教会伝道所と５万人の信徒に目標を
合わせて、宣教団は開拓伝道に重点をおく。そのために、教会への派遣
宣教師も開拓伝道にたずさわる。
（中略）さらに、宣教団独自の伝道計画
も含むというものであった。しかし、伝道所を生み出すのは教会である、
教会以外の誰も伝道所を生み出せない、という理解に立つ日本バプテス
ト連盟と米国宣教団（ IMB）との間では長い議論が続いている。
（３４）
（筆
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者傍線）
「日本バプテスト連盟 50 年史」は、また、
「教会とは何か」ということに
ついて、次のように記している。

「この検討協議の根底にあることは、教会とは何かという教会論を巡っての理解では
ないか。極端な表現をとると、
「教会とは群れとしてのキリスト者の共同体である」の
か、それとも「教会とは個々の自立したクリスチャンたちの集合体である」のかとい
う理解の相違ではないか。
（中略）それは具体的には、
「教会を生み出すのは教会であっ
て、個人ではない」
、つまり開拓伝道は母教会となる教会が行うのであるという原則に
立ってきた。この立場は、宣教団が、宣教団独自ででも開拓伝道を行うという条項に
（３
５）
対する連盟の教会理解である。」

この日米バプテスト両者の教会理解の背景として、歴史的・文化的背
景の相違を読み取ることが可能であろう。個人主義的な考え方をもつア
メリカ宣教師たちは、日本バプテスト連盟（JBC）の方法論は「形式的
に過ぎるし、時間がかかりすぎるとし、全世界に福音を伝えることは、
一日を争うことであるのに、というある種の焦りがあるのだろう。」と日
本側（JBC）が米国宣教団を批判している。しかも、連盟（JBC）は、
「教会が弱ければ開拓伝道が始まらないとか、遅遅として進まないとか
いうじれったさがあるにしても、キリスト教会の歴史が浅く、教会自身
の力量も小さい日本に、教会を建てて行くためには、この原則を貫く必
要があると理解してきた。」と強く反発をしている。（３６）
しかしながら、
「原理・原則を貫く」という姿勢は確かに逞しく且つ強
く聞こえはするが、連盟（ JBC）の姿勢は単独で伝道活動をしようとす
る宣教師たちに対する原則の押し付けにほかならないのではないかとい
う危惧もある。こういう場合は、こうするものだという強圧的な態度は、
原則を押し付けられる弱者への配慮が欠けてしまうものである。原理・
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原則の押し付けは、弱者に対する武器を使わない精神的侵略に他ならな
いものであろう。しかし、だからと言って、組織体が原理・原則をもっ
てはいけないということではなく、むしろ、原理・原則を持つことは大
切なことであることを認識した上で、互いの原理・原則を越えて、互い
の間に成立し得る普遍性を創造していくことこそが、神に建てられた組
織（連盟と宣教団）の「対等な協力関係」であろう。お互いが成立し得
る組織を築くことが組織体の質的レベルを向上させるものであり、そし
て、それが精神世界をリードしていこうとする団体組織のあるべき姿で
はないのか。
連盟（JBC）が言う「対等」という自意識の前に、
「対等な関係」は存
在しないのである。過去に様々な援助を受けてきた連盟（JBC）が宣教
団（ IMB）と対等になることはない。
「宣教団（IMB）独自ででも開拓伝
道を行うことができる」と宣教団がいうと、
「それなら対等とは何を意味
するのか」反問する連盟（JBC）と宣教団の関係をどう分析したら良い
のだろうか。
宣教団（ IMB）の連盟（JBC）に対する史料から見えてくる態度は、
連盟（ JBC）が自立しているとは考えていないのである。即ち、連盟が
独立して、日本の地に福音を伝道するだけのエネルギーとパワーがある
とは考えていないのである。ましてや、連盟が考えているような方法で
は効果的な伝道ができるとは思っていないのである。思っていないから
こそ、宣教団は独自の政策を、時には地元の利に明るい便利な連盟（JBC）
の教会を通して、自分たちの政策の実行を図ろうとしているのである。
それは最近の文書・報告書を読んでもあきらかであろう。（資料２）
しかし、同時に、連盟（JBC）が宣教団（ IMB）の横暴をなじり、「対
等とは何を意味するのか」という同じ反問を連盟は日本各地にある諸教
会から受けていることも忘れてはならないのである。日本バプテスト連
盟（JBC）は諸教会の包括団体組織としてあり、個々の教会が主体であ
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り、諸教会の手足になるための機関でありながら、現実の対応は逆なの
である。諸教会は連盟（JBC）に「個々の教会が主体である」とはどう
いうことかを問い正しているのである。連盟の組織の原理・原則の前に、
苦しんだ地方の教会・伝道所も、宣教師も牧師も、信者も存在したこと
を忘れてはなるまい。
宣教団（ IMB）が連盟（JBC）に援助をし援助をしてきた。援助は金
を伴い口出しも伴った。連盟は、宣教団（IMB）の援助金をもとに、各
諸教会に金を出し、各教会の活動に口を出す。連盟もまた宣教団同様に、
否、それ以上にイニシアティブをとって諸教会をコントロールしようと
する姿勢があることは否定しがたい事実である。少なくとも、諸教会は
そう感じているのである。連盟は宣教団（IMB）との関係において「対
等でない」苦しみを持って知っていながら、同じ思いを諸教会に与えて
いるとうことにおいて、その罪は重い。組織体があって自分たちの組織
の論理を主張し、組織の立場を自己防衛しようとする前に、そこに働く
人間の心というものはなんと偽りに満ちており、弱いものであろうか。
こういう不毛な論議は、どちら側が良い悪いということではなく、非キ
リスト教国である日本の現実的な現地主義対教派主義という対立として、
単純に割り切れない側面をもってはいるだろう。しかし、共に「聖書の
言（ことば）に立つ」教団ならば、教理や習慣を聖書のことばのあかし
によって調べることが肝要であろう。でなければ、信者ぬきの宣教団・
連盟中心主義の論議の姿が浮き彫りになって見えてくるだけであろう。
この主張の対立によって、聖書の言（ことば）に立つ教団が「神の言を
無にしている」のではないか。現代の教会における礼拝、教えや習慣、
自分たちが受け継いできた教会の運営方法などのなかに、どれだけ大き
く改革が必要とされることであろうか。
組織の問題は、一方的なものというよりは相互的なものであるはずで
あるが、筆者の見るところ、
「金を握る者の強み」と「施しを受ける者の
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弱み」という構図が見えてくる。史料からも見えてくる一方的且つ伝統
的な米国宣教団の連盟に対する威圧的な態度と、連盟が諸教会に対する
態度も「援助する側」と「援助される側」という組織力学でその関係が
決められている。精神指導を目的としている組織ならば、援助・支援す
る側の論理の厳しい自己検討が必要になろう。と言って、そのような自
己検討を行えば、お互いが必然的にもっと仲良くなれるとか、愛しあえ
るようになるというわけではないだろう。だが、自己検討の訓練を積み
重ねていけば、お互いの差違や感情について、もっと知的な態度がとれ
るはずであり、そうすることによって、今よりは多少とも合理的な共生
が可能になるはずである。文章の枕詞的な意味合いで聖書の言を安易に
使用して現実の問題から目をそらし、逃避してはならないのである。そ
れこそが「神の言を無にしている」ことになるからである。「あなたは、
あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、み名をみだ
りに唱えるものを、罰しないでは置かない。」
（出エジプト 20：
７）からで
ある。
米国の宣教団（ IMB）と日本の連盟（JBC）の関係は「われわれ関係
であり、われわれ対彼ら関係ではない」また「宣教団の目的は、神の国
建設である。重点は、宣教団でも連盟でもなく、福音宣教と御国建設で
あり、その目的に、私たちは共に参与しているのである。」
（３７） という先
人宣教師の教訓とその言葉に深く耳を傾けることが大事ではないか。ま
さに宣教団も連盟も聖書から離れ、組織先行の安易な結果主義と安価な
経済的効率を追求するばかりに、この世に多くを聴こうとする誘惑のな
かにたたされているのではないか。
（３８）
同じく、一世紀も前の来日宣教師の言葉であるが、
「アメリカ側の寄金
をめぐる管理問題。日本人の強い自治の本能を侵害することなしに、支
援金を受け取る事業体と贈与者の伝道の目的との間に、なんらかの調和
が維持できるようにすること」
（３
９） が肝要であると指摘しているこの言葉
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は宣教団（IMB）にとっても傾注に値する言葉であろう。

昨年１９９
８年１２月に英文で書かれた月間パンフレット "The Baptist" 521
号によると、
「 南部バプテスト宣教団と日本バプテスト連盟との関係にお
ける最近の傾向」
（資料３） というテーマで、その一部を要約すると次のよう
に記されている。

「南部バプテスト宣教団の働きは、主に日本バプテスト連盟や、連盟の仕事や、その
教会だけに関わるものではなく、まだ福音を聞いていない未信者と関わっていくもの
である。勿論、宣教団は連盟との関係に高い価値を維持していきたいと考えているが、
しかし、将来、伝道における宣教団のパートナーは、連盟だけに限られるものではな
い。すなわち、宣教団は他の福音関係機関とも協力していくだろう。連盟に委託され
ている任意的権限は減少・縮小されるようになる。すなわち、宣教師は宣教団の政策
方向に沿った組織になるということだ。であるからして、この新しい政策は連盟が嘆
願する母教会原則に影響してくると、当然、日本バプテスト宣教団は見直しが必要に
なるであろう。
」
（４０）

現在もその不調和音が尾を引き続いており、さらにその亀裂は広がり
つつあることが伺われる。信者に説教をしている宣教師や牧師の背後に
ある、否、彼ら自身が組織している世界（なか）では、生々しい世俗の
人間的な組織そのもののが政策の違いと対立という形で現れているので
ある。そして、宣教団の主張の裏には、これまで連盟の福音伝道のあり方・
方針に満足していない宣教団の意志がはっきりと読み取ることができる
のである。
その組織の確執の間で苦しんでいるのは、現地で宣教活動をしている
宣教師たちでもある。そしてホエリー師であった。
「伝道所を生み出すの
は教会である。」という連盟の原理・原則の前に「白石バプテスト教会自
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体が経済・財政的に自立が難しい教会であることを考えるならば、この
教会があらたに伝道所を設立するには耐えられない。先ず、自分たちの
教会そのものを強めなければならない。教会の会員数を増やさなければ
ならない。教会が米国から派遣されてきた宣教師の従事する伝道所を援
助する余裕などはどこにもない。」という論理が主張される。しかも、日
本人との付き合い方も知らない、日本語も自由にならない宣教師に地元
の教会が協力をしなければ、宣教師は伝道所の設立さえままならないだ
ろうという連盟のおごりが隠れているのではないか。そこには、聖書の
いう「愛」がないのでないか、という疑問が生まれる。
上記のような組織的な対立の状況と背景のもとで、現地に派遣されて
きたホエリー宣教師は、北海道札幌にある白石バプテスト教会の牧師の
もとで「英語教師」の役割しか与えられずにいた。この時期のホエリー
師の日本語は、日常会話をすることが精一杯の状態でもあったも事実で
ある。しかし、本来の目的でもあるイエス・キリストの福音を知らない
日本人に伝道する活動を認めない歳月が４年間も続いていたのである。
ホエリー師は、組織同士の対立の渦中にありながら、対立を求めず、辛
抱強くあくまで平和な解決を求めた。しかし、現実は組織的な対立の大
きな構図のなかで、一人の宣教師を弄ぶように翻弄し、苦悩を強いてい
た。冷酷で捕らえどこのないように見えた地元の教会は、ほんのささや
かな償いを彼に与えることさえも拒んでいるように思えただろうことは、
師の手記の行間からも垣間見ることができる。（４１）

「オープンドア・チャペル」伝道所の開設
現地で苦しむホエリー師は、この組織的対立の中にありながら、形の
上では白石バプテスト教会を母教会として伝道所を開設した。しかし、
ホエリー師の設立した伝道所「オ ープン・ドア・チャペル」は、日本
（連盟）と米国（宣教団）の反目という構図の中で、苦渋に満ちた体験
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であったことは前述したとおりである。ホエリー師の長期間の忍耐にも
関わらず、母教会「白石バプテスト教会」が実質的に伝道所開設のため
に尽力を尽くした形跡はない。数名のこころある教会員の協力と理解に
留まっていた。当時の母教会の牧師は頑なまでに伝道所設立を最後まで
拒んでいた。
「1990 年１月、神はオープン・ドア・チャペル伝道所を開く道を与え
てくれた。」とホエリー師の手記は記している。伝道所を設立するに当
たって、伝道所は母教会から「一切の経済的援助を請わない、負担をか
けない」という条件付きの念書さえとられていた。
（42）
当時（1989 年）の母教会「白石バプテスト教会」の教会員数は 45 名で
あり、実際に礼拝を守っていた出席者の数は通常３
３名と小さな教会の群
れであり、教会年間会計も 593 万円と牧師の給与、教会の活動費を考えれ
ば、決して恵まれたものではない。
（４
３） これが日本にあるほとんどのバプ
テスト教会の財政的実態である。汲々とした財政難のなかで、日本の牧
師は自分の教会を守るだけで精一杯な姿が見えてくる。アメリカのよう
に財政的に恵まれた教会の牧師たちは日本では稀なのである。日本の牧
師の多くは退職後の将来の財政的な設計が十分に描けないでいるのが実
態なのである。
ホエリー師は異国日本での宣教においてはさまざまな試練に遭遇する
ことは覚悟してきただろうが、実際その苦しみの経験は初心の覚悟とい
かに違っていたものであろうか。伝道所開設のためにホエリー師は忍耐
を重ねた４年という歳月は、不満も、落胆もあった。ただ、あくまで自
分が席をおいた日本の教会と仲違いをすることを極力避けたのである。
師が所属していた白石バプテスト教会のごく少数者の理解を受け、白石
バプテスト福音教会のひとり枝分けの女性教会員ひとりと宣教師ホエ
リー家族４人の伝道活動が伝道所を通じて始まった。
ホエリー師が設立した伝道所といっても６畳間ほどのを自宅の車のガ
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レージを改築改造してものだった。そこにはパイプ折りたたみ式椅子が
十脚も並べられると部屋はいっぱいになるささやかなものであった。日
本に来た宣教師の多くは伝道への手がかりを得るために、自宅で小人数
のバイブル・クラスを開いたり、
「英語クラス」を設けたり、クリスマ
ス・パーティーや、女子にはアメリカの料理を教えたりもした。ホエリー
夫妻も同様なやり方で、近所の人達に伝道活動を開始した。
ホエリー師は、伝道所「オープン・ドア・チャペル」を師の書簡の中
で次のように記している。（４４）

この「英語クラス」には週に百名にも及ぶ近辺の子供たち大人たちが宣教師宅を埋
めた。（ホエリー師は、）より効果的伝道をするためには、もっと外に目をむけなけれ
ばならない。日本の教会は内向きで、ほとんど地域コミュニティーで伝道活動が充分
に行っていないことや、
「オープン・ドア・チャペル」伝道所にきて無料の英語のクラ
スを受講している者の多くは、日本の古いタイプの教会を望んではいないこともわ
かった。日本の教会は内向きで部外者に対して排他的であることを考え、もっと未信
者である非クリスチャンを歓迎する礼拝を経験できるものを考えた。
「チャペル」とい
う言葉も「教会」という古い伝統的なイメージを払拭するために使用した。文語体の
聖歌も口語体の讃美歌に替えた。伝統的なオルガンに替えて、ギターやキーボードを
使用した。古典的聖書もより簡単な現代的な口語訳の聖書を使用することにした。ま
た、堅苦しい礼拝も廃し、もっとリラックスしたくつろいだ雰囲気の礼拝を導入する
ために、説教は簡潔に短くした。そして、宣教師と信者、未信者と交わり（フェロー
シップ）のために、礼拝の後には、コーヒー・タイムを取り入れ、談笑する機会を創っ
てみたのである。

当初（1990 〜 91）、母教会である教会員が出席できるようにと日曜日の
夕方に礼拝が行われたが、母教会からの出席者は皆無であった。一年後
には、参加者の要求から夕方礼拝から午前礼拝へと替えることにした。
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伝統的な無味乾燥の礼拝に替わるものを探し求めて英語クラスを受けて
いる生徒のなかに自発的に礼拝に出席するようになり教会メンバーとな
るものも出てきた。そして、1992 年には記念すべく伝道所開設で初めての
洗礼を受けるものが出た。そして、非常に多くの様々な人々が伝道所に
来たり、去ったりしていた。しかし、ゆっくりではあるが確かな足取り
で礼拝人数が 10 名から 15 名〜 20 名と毎年少しずつ増えていった。宣教師
宅の６畳間ほどの広さの礼拝場所ではあまりにも手狭になり過ぎた。
「オープン・ドア・チャペル」は新しい礼拝場所を捜し求めなければな
らなくなり、1992 年 10 月に現在の札幌市豊平区西岡の地に「オープン・ド
ア・チャペル」を移転した。ここもまた、
20 畳間くらいの広さのラーメン
屋を改築した安普請の風通しの悪い礼拝堂で、夏はオーブンのように暑
く、冬は冷凍庫のように寒い日の当たりの悪い所で、宣教師宅のような
家庭的な雰囲気も、教会礼拝という荘厳さとも全く無縁な場であった。
それでも一ヶ月の借間は、
１５万円の費用である。
1999 年現在、アメリカ人、
韓国人、ロシア人、インドネシア人、カナダ人といった教会員で構成さ
れている伝道所は総数 37 名の会員と十数名の求道者と成長してきている。

宣教師辞任の背景と要因
ホエリー師が伝道所を開設してから数多くの様々なプログラムやイベ
ントが組まれた。しかし、伝道所の成長に精力を傾けたが、メンバーが
急激に増えるということはなかった。そして、ホエリー師は宣教団（IMB）
の新方針を前にして 1999 年３月に辞任を決心し、辞表を宣教団に提出し
た背景には、多くの複雑な要因があると思われる。

日本社会と伝道
日本人の一般的なキリスト教徒はアメリカの数多い教派の細かい違い
などわからない。多くの日本人は、ある教派に特殊な信条や教会制度を
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良しとし、すなわち意識的な選択の結果として特定のバプテスト教会に
入会してくるわけではない。教会所属は近くの教会とか、友人とか、学
校の教師を介してとか、むしろ偶然的要素に支配されて教会を尋ねるの
である。当然、そこでは、宣教師の人格の果たす役割が非常に大きい訳
である。日本人信者は所属教派の教義や教会制度に意味を見出すことは
あまりない。その結果、日本人キリスト教徒は、教派の信条、伝統に執
着しないという傾向を示すのである。（４５）
ある意味で日本の教会は、宣教師と日本人信者との人格的な結びつき
の上に成立している部分が強くあり、彼らが信じたのは、宣教師に体現
された信仰のキリスト教であり、それがゆえに、形成された教会が教派
の教義や教会組織に沿ったものではなくなってしまう可能性も高い （４６）、
と指摘されている。宣教師個人への憧憬・心酔に根差した教会は危惧す
べきことであったが、それを一番危惧していたのは、他でもない宣教師
であったホエリー師自身であった。彼は説教を通じて、このことを何度
も繰り返して強調していた。
（４７）
キリスト教という聖書の「神」概念を知らない文化的背景の違う日本
の「信者は導きを求める際に、常識的判断という通常の経験に頼り、神
の意志が確認されたという確信によって裏付けられることがないのが普
通である。」（４８） ことは、充分考えられることである。しかるに宣教師夫
妻の人格的魅力と彼らに対する信頼の念が教会を成立可能にしているこ
とを、ホエリー師は深く憂慮していたのである。日本人信者は宣教師へ
の信仰（心酔）を拠り所とし、両者のつながりは神の介入さえ許さない
ことをホエリー師はもっとも恐れたのである。彼を慕う念が強いばかり
に、もっとも大切な神を慕う念がおろそかになっているのではないかと。
内村鑑三は宣教師が「求められているもののひとつは、日本人のために
生命を捧げるような人物である。宣教師の多くは五、六年で去ってしま
う。だから日本人の心をほんのわずかしか捕らえることができない」
（４
９）
と
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かつて力説しているが、ホエリー師は内村が言うような人物ではなく、
むしろ逆に、超教派的見地から柔軟にキリストの真理を伝道し、また、
現地の実状（文化）をある意味では必要以上に考慮に入れ、師はその点
を考慮し過ぎるほどに繊細でさえあった。
（５
０） 何を行うのにも相手の意向
を伺うのが常なる姿勢として自分の意志を決して表に出さないという意
味の謙虚さにおいては徹底していた。そして、
「教会でお金を集める（献
金）ことは、不愉快な方法に思われる」という意見がメンバーから出れ
ば、深く配慮し、他のメンバーに語り掛け、彼らがそれに同意すれば、
席上献金を参列者にまわすことはしなかった。と言って、師が同意でき
ないことで黙することはあっても、聖書の教えから逸脱することはな
かった。
また、母国での礼拝形式と異教の地で行われる礼拝には、当然、言葉
が違うように礼拝の形も違う。メンバーの出身国、教派の違い、文化の
相違から、宣教師の現地体験、現地認識が深くかかわっているのである。
「日本人は多くの人が利益を求めて宗教に近づきますが、宗教が息苦し
く思うと離れます。この移り身の速さ、こだわりのなさは、キリスト教
のような一神教のあり方になじみにくい体質」をもっていることから、
一般論としてではあるが、宗教によってコントロールされることをとて
も嫌い、今まで熱心に教会に通っていた人が簡単に教会から去っていく
人も多いことにホエリー師は「日本人の「心」に福音をどう伝えるか」
（５
２）
ということに悩んでいたこともあった。（５１）

宣教団の新方針
宣教団が示した今までの夫婦単位による福音伝道する方針が、
「Global
Priority Churches」
（５
１） で示された新方針のもと相容れない部分もあったよ
うだ。ホエリー師の関心はもともと福音の直接伝道にあった。新方針で
は宣教師たちがチームになり、一チームが複数の教会の設立を目指して
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いくことにより、財政的・経済的コスト削減を図ったものであった。し
かし、新方針は度重なる会議にも関わらず、多くの論議をうみ、議論が
混乱をうみ、宣教師たちを十分に理解させるものではなかったようであ
る。
在日１５年を越えるホエリー師は会議に出席をしても論争をする性格で
はなかったようだ。論争を重ねるならば、争いの火を煽り立てることに
なり、収拾のつかない状態になることを恐れているようでもあった。ホ
エリー師は、彼の性格からして、舌の争いと意見の対立と戦いの場から
故意に退いて、主（神）のみこころを正しく知り、そのとおりに行動し
ようとしたのではないかと推測される。
「道が暗く不確かであればあるほ
ど、知らない所に盲人を導いて下さるかたの御手によりすがることしか
できない」
（５
３） という彼の説教が示しているように聖書の「神の声」をひ
たすら求め、「神」に忠実でいたのである。この事でホエリー師の人柄、
信仰が良く現されているひとつのエピソードを紹介しておこう。
ホエリー師は神の声に従うことによって生ずる犠牲を不当に計算する
ことをせず、苦しみながらも、すべてを神の導きに従う人である。彼が
宣教師を辞任すると決心した彼の心の内は神のみぞ知る世界である。し
かし、宣教師を辞任するということは、世的に言えば、失業であり、
４
５歳
という中年になった宣教師夫妻が米国に帰っても経済的な先行きがわか
らないことを意味していた。宣教師を辞任することによって、これまで
宣教団（IMB）によって保障されていた社会保障保険、健康保障保険な
ど、あらゆる生活保障が失うということを意味していた。しかも、ホエ
リー師には二人の子供がアメリカの大学で勉強しており、最も教育費が
必要とされる時期であった。宣教団（IMB）の新方針に従って、宣教師
たちがチームになって伝道をすれば、自分たちの生活を守られるのは十
分承知していたが、また、きっとそういう思いにかられた時もあったか
も知れないが、自分たちの築いてきた伝道所から離れて、宣教団の新方
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針のなかでは「神の声（召し）が聞こえてこない」自分を知りながら、
神を裏切ることはできなかったようだ。だから、
「宣教団の新しい方針が
変わる前に、神の導きに従わなければならない」のだ。ホエリー師はア
メリカにいる息子（大学一年生）
、娘（三年生）に国際電話を入れ、神の
声が聞こえない自分たちが宣教師を続けることは「神様を裏切る」こと
になる。「（日本に残り宣教師を続けることは）それは自分のためであり、
神のためではない。それはずるいことだ。
」（５４） と報告している。神の声
を裏切ることはできないことをはっきりと説明し、
「私たちは、もうお前
たちを経済的に支えることが出来ない」と愛する二人の子供に国際電話
で伝えたという。
「彼ら（こどもたち）は『自分たちで、できるだけのこ
とは自分でする。パパとママは神さまに従って歩んで欲しい』と言いま
した。」と教会員の前に告白したとき、宣教師夫妻は伝道所のメンバーの
前で大きく泣いた、と記録されている。（５５）
このような神に対する従順さは、ある人々にとってはあまりにも几帳
面すぎると思われるかもしれない。しかし、宣教師夫妻のふたりにとっ
て内的な煩悶も戦いもあったろう。なぜなら、神の声に聞き従うという
ことは、今まで受けてきた経済的保障がなくなることを意味し、安定し
た生活の営みがなくなることでもあるからである。
神への奉仕の分野において妻子は最適任者であって、ほかの人にはで
きない多くのことがある。上記のエピソードは「妻や子は夫あるいは父
がおおくの貴重な教訓を学ぶのに役だち、彼の人格をますます円満なも
のにし、彼をみごとに均整のとれた美しい有用な器にする。」好例ではな
かろうか。
（５６）
。
神に仕える者としてホエリー師がこの在日１５年間に、北海道札幌の地
で精根傾けて築いてきたものは、目に見える成果として言えば、全会員
数３７名である。しかも、この数字の中には、洗礼を受けた後、教会から
離れた者も７名が含まれている。この数字が語り掛けてくるものは、宣
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教師が１５年間の成果として評価する時、人はどのような評価を下すのだ
ろうか。
ホエリー師は自問して自ら最後にこういう言葉を残している。

「わたしはわたしの仕事の質において決して満足していません。日本人が日常直面し
ている数え切れないほどの問題に対処するのに、わたしは自分の働きが十分でないと
感じています。わたしの言葉（日本語）も不十分だったし、わたしの日本人へのアプ
ローチにも多くの問題があった。もし、わたしが人間の目から自分の仕事を見るなら
ば、わたし自身失敗者であったと思います。しかし、わたしは確信しています。私は
私自身の弱点にもかかわらず主が働かれておられると。それが故に、わたしは神がわ
たしを北海道に召命されたことを決して後悔はしておりません。
」
（日本語原文）（５７）

ホエリー師にとって、見えない神にすがるということは、
「何もないと
ころ」にすがることではない。このようなことは、生まれつきのままの
目には、無に頼るとしか映らないかも知れないが、ある求道者は「ホエ
リー師の信仰をみて、はじめてこの世の中に信仰に生きる人がいるもの
だということを知りました」
（５８） と記録している。
また、ホエリー師はある人の次のような質問に対しても言葉でもって
応えることはしない宣教師であった。
「 毎日毎日捧げられる何百万の祈り
に対して、ただ一つさえ答えられないではないか」
（５
９） という質問に対し
ても、彼はひたすら相手の訴えを聴くだけであった。あえて反論をし、
知的な論争をもって相手を納得させるようなタイプの宣教師ではなかっ
た。

むすびにかえて
むすびにかえて、ここにホエリー師の辞任を受けて、伝道所メンバー
の証言を記しておきたい。
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『わたしはオープン・ドアに来る前、Ｓ教会に通っておりました。朝起きると、教会
に行きたくなくて仕方ありませんでした。Ｓ教会ではいろいろな割り当てられた仕事
がありました。ところが、オープン・ドアに来るとどうでしょう。教会生活が楽しい
のです。教会の仕事もありません。日曜日が楽しいのです。そして、今、宣教師のト
ム先生とキャロル先生がアメリカに去ってから、私たち教会員が分担して掃除や、皿
洗いや帳面やいろんな仕事を分担しなければなりません。何ていうことでしょう。私
たち教会員メンバーは、トム先生とキャロル先生にこんなにも甘えていたのです。わ
たしは教会の仕事・雑事が減って、オープン・ドアがどんなに楽しい教会であるかと
いうことを感じてきました。しかし、その陰で、トム先生ご夫妻が、私たちに代わっ
て多くの仕事をしていたのです。この年齢（58 才）になって、今更のように、この事
実（こと）に気が付いている有り様です。それゆえに、トム先生・キャロル先生に申
し訳なかったという思いがあります。そして、それゆえに、彼らがなおさら慕わしい
（６０）
のです。
』

『トムとキャロルは疲れたのだわ。彼らはすべてを自分でやってきたんだからね。わ
たしたちメンバーは彼らに甘えていたのよ。それに、彼らが私たちにしたことは、私
たちにしたのではなく、あくまでイエス・キリストに仕えていたから、今までの苦労
ができたのよね。』
（６
１）

"The Southern Baptist Mission in Japan, 1889-1989" で著者の C.F. パーカー
（６２）
は、また、下記の主旨の文章を記している。

宣教師が「海外（日本）で仕事をする不足感は、日本だけに奉仕しよ
うとする思いを超えてしまうものがある。驚いたことに、彼は自分が宣
教師であることに『特別の神の召しをもち合わせていない』と主張する
のである。
『バージニアからテネシーに行くのも、バージニアから日本に
行くのも、両者の間には何の相違もない』というのである。このような
現象は、ただ単に一般に言われる「中年ストレス」という理由だけでは
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なく、往々にして、外国語の日本語にも堪能になり、充分に外国日本文
化にも慣れ親しみ、また、自分達の限界の厳しさをも深く経験した３期・
４期目の熟練した宣教師たちに多い、という。シラーズ調査報告書では
このよ うな 状態を「遅ら され た、引 き伸ば され たショ ック（delayed,
deferred shock ）」と呼んでいるが、日本語らしく表現し、理解するならば、
宣教師という立場が故に自己を抑え続け、艱難を耐え忍びすぎた精神の
反動と理解できることではなかろうか。これまで宣教団も同じような経
験豊かな中年期の宣教師の辞任に遭遇してきており、長年宣教師を海外
に派遣している経験と観察から、辞任の引き金の重要な要因のひとつと
して「中年期症（Middle Life Syndrome）
」を挙げていることからも、両
者の一致が見られる。
（６３）
宣教師の中には、疲労困憊、責任感から来る重荷と無気力感に陥り、
特に高い期待と強い伝道意識をもっている宣教師たちにその傾向が多い。
何故ならば、そのような責任感の強い人達は、不能、失敗、そして、罪
と格闘するからである。この種の葛藤は、聖職者の人々の間では決して
珍しくないと Janice and Mahan Siler レポートは付け加えている。殊に、
日本のようなあらゆる面において異質な社会では、海外から派遣された
宣教師は日常の言語から食生活など、あらゆる生活習慣において、時間
もエネルギーも必要以上に消耗する特徴を有する点において顕著なので
ある、と。（６４）
このように異国に住む宣教師とその家族の喜びと労苦・葛藤を書け
ば、どんなに紙面があっても書き切れないだろう。そこにはありとあら
ゆる問題が異国に住む宣教師に迫り、避けられない問題に対処していか
なければならないからである。日常生活レベルの一般的な文化の違いか
ら生じる悲喜劇、言葉の使い方による誤解、その民族・人種がもつ特有
な挨拶の仕方、食生活、ドルで給与を受ける者の為替ルート価格の変動
というような生活上のさまざまな問題とそれに伴う労苦がある。（６５）
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また、ホエリー師自ら太股の大手術をしなければならかったような医
療の問題、健康の問題、在日１５年間という歳月のなかには子どもに対す
る教育問題、またある時は、配偶者の父親が死んでも夫妻ともに太平洋
を隔てて祈るしかその為す術のないつらさも含まれているのが、宣教師
という神に召された人たちの現実であった。
加えて、米国本部宣教伝道局からの通達、連盟の宣教師に対する冷た
さ、現地教会の牧師に対する宣教師へのつれなさ、宣教師と牧師との確
執、それに便乗したり批判したりすることでさらに深まる論争の混乱。
信者の甘え。信者・未信者の身勝手さ。まさに宣教師は世界的なおおき
な問題から、まことに情けなくなるような瑣末な問題の中で、神の栄光
を信じ、組織の中で蠢く人間の愚かしいほどの屈辱に耐えながら、日本
の教会と教会員の自主性と自立性を切に願う人である。苦しければ苦し
いほど、ただ神に頼み、神に言に従順になることでイエス・キリストか
ら迫りくる神の国の宣教へと召されているのであろう。ホエリー師は辞
任の理由をあまり多くを語らずして、去った（資料４）。

29 歳という年齢で来日した時の薄茶褐色の頭髪は完全に白髪一色に変
わり別人となっていた。1999 年６月１日（火曜日）、ホエリー師夫妻は、
「オープン・ドア・チャペル」伝道所の人達や、日本に残っている同僚
の宣教師たち、また、多くの知人・友人に見送られて、新千歳空港から
祖国、アメリカ合衆国へと帰国した。
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資料
資料１
聖書を神の言葉として字義どおり解釈する者、宗派別パーセント
ユニタリアン・ユニヴァーサリスト

６％

ユナイテド・チャーチ・オブ・クライスト
（統一キリスト教会）

12％

アメリカ福音ルーテル教会

21％

エピスコーパル・チャーチ（聖公会）

22％

ユナイテド・プレスピテリアン・チャーチ
（統一長老派教会）

25％

ユナイテド・メソディスト・チャーチ
（統一メソディスト教会）

34％

エホヴァの証人

51％

チャーチ・オヴ・クライスト

55％

南部バプテスト会議

58％

チャーチ・オヴ・ナザレン

58％

アセンブリーズ・オヴ・ゴッド

65％

ユナイデド・ペンテコスタル・チャーチ

69％

チャーチ・オヴ・ゴッド

80％

すべてのプロテスタント諸派

45％

ローマ・カソリック

23％

（出典）Prepared by the author from National Opinion Research Center, General Social Surveys,
1987-1991, in Rodney Stark, Sociology, p.424
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資料２
日本バプテスト連盟の「バプテスト」月刊誌（1999 年６月号）が特別寄稿『宣教団
の新方針』として次の記事を載せている。
現在宣教団は南部バプテスト連盟国際伝道局（IMB）の「新方針」に基づいて、新
しく組織作りをし、新戦略に向けて動き出しています。
この新方針の目的は、福音を全ての人々に伝えるためにチャーチ・プランティング・
ムーブメントを目指して、開拓伝道と教会形成をすることです。チャーチ・プランティ
ング・ムーブメントとは、新しく生れた教会が急激に倍増されていくことです。これ
は、今までのように、一組（夫婦が独身の宣教師）の宣教師たちがチームになり、一
チームが複数の教会を目指していくことになり、莫大なお金が掛かる土地建物を前提
としたような教会ではなく、より倍増しやすい教会を目指していくことになります。
また、宣教師依存型ではなく、信徒中心の教会形成を考えています。
まだ、福音が届いていない人々にキリストの光を照らしていくために、日本に住ん
でいる全ての人々の価値観、ライフスタイル、置かれている生活状況などを意識しな
がら、今まで、あまり伝道されてこなかった社会のセブメント（分野）も視野に入れ
て伝道していこうとしています。勿論、これは、宣教団だけで出来ることではありま
せん。日本バプテスト連盟と沖縄バプテスト連盟との協力関係が最も重要な協力関係
であることは今後も変わりません。また、これに加えて、同じビジョンを持って働い
ている人々も協力をして、上記の目的に向かっていきたいと思います。
私たちが、目指していることは、人間の知恵や力で達成することは不可能です。聖
書の働きを抜きにしては、失敗に終わることが決まっています。ですから、祈りが今
まで以上に重要な要素になってきます。どうぞ、共にお祈り下さいますように、お願
いいたします。
1999 年４月
大上高弘
ストラテジー・アソシエイト
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資料３
"The Baptist" Dec. 1998 #521
Recent trends in our relationship with the Japan Baptist Mission
From the Executive Secretary's Office: Junichiro Naito

1988, new strategy worked out by the Southern Baptists said that "the work of the missionary
is to be focused upon church planting." The Convention accepted this and in 1991 put
together the "Petition of the Japan Baptist Convention regarding the new strategy-based
church planting policy of the Japan Baptist Mission", with the intention of requesting that the
church planting of the JBM be done in cooperation with JBC churches. The mission has
honored that intent to this day.

However, at the last regular "Joint Liason Committee" meeting with the mission, there was a
report on a new policy worked out by the International Mission Board of the Southern
Baptists. The report explains that "the work of the missionary is not primarily in relating to
established organizations (the JBC, its businesses, its churches, etc.) but in evangelizing
unbelievers. We want to keep a high value on relations with the JBC but, in the future, our
partners in evangelism will not only be the JBC; we will cooperate with other evangelistic
agencies as well." The report also stated that "discretionary power usually entrusted to the
JBM has decreased; the missionary (sic) has become an organization that follows the
directions of the IMB."

If this new policy is put into effect the "mother church" principle where the JBC petitions the
JBM will naturally need to be reconsidered. The question to be answered is not whether a
cooperative relationship with the JBM should be stipulated on an agreement or on a petition
but on whether mature cooperative relationships can be maintained in local regions.
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資料４（原文）
愛するオープン・ドア・チャペルの皆様へ
先週、私とキャロルは主である神様に導かれて大変難しい決断をしました。それは
「宣教団との関係を完全に止める事にした」という事でした。それで今年の６月１日
にアメリカへ帰る事になりました。
日本バプテスト宣教団は悪いからと言う訳でもないし、宣教団が変わるからという
訳でもないのです。それよりも、私とキャロルは自分自身のコーリング（召し）を吟
味した時に、大切な事が主である神様に教えられました。それは「IMB/JBM の宣教
師」としてのコーリング（召し）はなくなったという事でした。これは急にきめたこ
とではありません。ずっと、２年くらい前から、心の中の戦いでした。
これから私とキャロルはどうするか？新しいコーリング（召し）は何であるか？分
かりません。今、二人で主である神様を求める時です。主である神様の教えてくださ
る道を歩みたいのです。いつまでも、どこまでも、主である神様の後に従いたいので
す。主である神様がどういうふうに私達を導いてくださるか？私達は楽しみに待って
います。
この決断について、皆様にお願いしたい事が四つあります。
１） イエスから目を離さないでください。ヘブル１２：２
２） あなたがたの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けて下さい。ヘブル
１
２：１
３） これから私とキャロルの将来のために祈ってください。ガラテヤ６：２
４） この決断で傷ついた心の方だったら、私達を赦してください。コロサイ３：１３

主の愛にあって、
トムとキャロル
1999 年２月 28 日
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The Infinity of Reflection in Patrick
White's Memoirs of Many in One
無限なる投影：パトリック・ホワイトの多重自己
「ひとつからなる多くの回想録」

George WATT
ジョージ・ワット

Key Words:Patrick White, Multiple Self, Lacan, Masao Abe, Memoirs of
Many in One

Abstract
Since Socrates Western thinking, by and large, has accepted self knowledge as one of the ultimate
philosophical quests. Descartes' cogito, ergo sum and Freud's stable ego are part and parcel of this
quest. It is only really since Lacanian postmodernism that self knowledge in the West has been
posited as a philosophical and psychological impossibility, something that Buddhism has argued
for centuries. Though Patrick White is generally regarded as a modernist, Memoirs of Many in
One takes a postmodern turn, not by lamenting the absence of a nuclear self but by celebrating the
possibilities which that absence allows. Hence the presence of postmodern ideology in White
suggests that his work deserves to be revisited from a perspective which relies less on the accepted
notion that he is a mainstream modernist.
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One of Patrick White's 1 most common concerns in his fiction is the
character who is in search of a self, of what could be called a stable ego. Voss,
for example, is characteristic of the White hero because he is as much lost in
himself as he is in the bush. Early in Voss the simple Harry Robarts is asked
"What are you then?" His answer speaks for everyone in his party ――"I
dunno what I am ...."2 Towards the end of his writing career his concern for
the self takes a revolutionary turn, for like Lacan and many other postmoderns
he eschews the search for a unified self, instead celebrating the heady chaos of
multiples selves in one. He does this first in The Twyborn Affair where a
soldier from WWI, the mistress of an older man, and the madame of a brothel
in WWII London are all the same person.

Then in his last major and

controversial work, Memoirs of Many in One, the multiplicity of self takes on
an infinite quality where the bounds of what makes one an individual are
forever lost. This paper will examine the way this infinity of self-reflection is
explored in the text. Furthermore it will investigate the personal investment
White makes in the work and the ways he fuses his own personal concerns
with those of his fictional invention.
Memoirs of Many in One is a singular and arresting novel― if it is a
novel in the general sense we understand it. In this work Patrick White turns
himself into "editor" whose job it is to organize the frenetic papers of his now
deceased life-long friend, Alex Xenophon Demirjian Gray. He also features as
a character in Alex's story, and a commentator between major sections. So
even the structure of the novel gives White several roles, almost several selves
― the author of the whole work, the editor of Alex's papers and as a character
in Alex's story. We are forced to face a novel where we cannot separate the
created from the creator.
The supposed autobiographer's highly original name itself captures
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the sense of extravagance we can expect to find in the memoirs, but more than
that it hints that what is to follow is going to be something other than
presenting the illusion of a realistic story.

Instead, between the open and

closing pages, we are forced to inhabit Alex's mind for a time, taking part in
her adventures and misadventures; her crimes and creations; her joys and
frustrations; her triumphs and failures. Because the reader is only permitted to
see through "the waking dream"3 of her intensely personal life we cannot
separate the imaginary from the real, the symbolic from the actual, therefore
fact and fiction are terms which lose their distinction. Memoirs might well be
a narrative but we cannot reduce it to that which we normally think of as
fiction.
When readers follow Alex in one of her many guises, as actress
Dolly on her outback tour, as dancer at The Adolf Hitler Hotel in Washington
D.C., as wife and mother, as toilet cleaner cum walk-on at the Sand Pit
experimental theatre, or as two different nuns, they can never separate that
which happens from that which is imagined. The reader is therefore unable to
indulge in the conventional distinctions when reading fiction between reality
and abstraction. By seeing most things via Alex's internal dialogue, White
takes us into what the Japanese Hosso Buddhists call yuishiki, a philosophical
tenet that argues that the universe is neither more nor less than mind itself ―
consciousness only.

In yuishiki

and Memoirs of Many In One reality is

therefore both existent and non-existent. It is existent in that it does not doubt
the world of phenomena; it is non-existent in that it can only be perceived
once it has been sifted through the veil of consciousness.

Therefore the

discretely perceived objective world and an equally discrete subjective world
are impossible to locate. Inhabiting this kind of mind-universe Alex's main task
is to come to grips with what kind of self can be seen to operate within it: "In
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my writing-book I write cross out write cross out again again can I believe that
I AM I ..." (96). This is Alex's initial struggle.
Though tempted to seek a central core or soul that might constitute
a nucleus of being or a true self, Alex ultimately abandons the quest, instead
celebrating her own realization and invention of many selves:

Had I been a nun I could have told my beads. I could have meditated if I had been
a Buddhist. I could have done almost anything if I had an identity, like the furniture
inside this house or the dahlias the other side of the window. But I hadn't found the
frame that fitted me.
That's rot of course. I've always become anything I intended to. (49)

Or anyone. The text of Memoirs is, in fact, an internal dialogue of one or more
of Alex's selves creating and examining a third or fourth self, and so on. "Did
I I I believe in what I was saying?" she asks herself multiplying the first person
pronoun (23). In the scene below she is Cassiani the nun-mistress of the local
priest on the Greek Island of Nicos. She has just helped a doe to deliver a foal,
the act of giving birth linked to the description/invention of her multiple selves:

I helped deliver the kid, while the mother nibbled at my sleeve. I parted the bloodstained
caul for the doe to infuse her offspring with life, which she did by licking, snuffling,
bleating encouragement. The kid twitched and breathed. I bowed my head beneath the
starry night for what I was vain enough to see as my own contribution to the continuity
of being - though imposter-nun, sorceress, failed wife-mother, mere woman, in my
various allotted lives. (80)

Continuity of being is achieved, on one level, simply by assisting in the birth
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of the kid, and on another level by giving birth and meaning to her many
"allotted lives". She takes her imaginary tour of the bush as Dolly Formosa
and her Happy Few. Who are the Happy Few? At one time in her mind her
audience is the Happy Few who possess the gift of "appreciating art and life"
(137); but at other times she herself is the Happy Few, multiple extensions of
herself who demand to be written, named and performed. Here she is sitting
in the back of the van carrying her tour around the bush or around her
imagination:

Sometimes I am carried off into dreams. I am standing in a robe of midnight velvet
holding a great black fan of sequined net. I am about to launch into a role which has not
yet been devised, although I can feel it forming in me. Incorporate it perhaps into Dolly
Formosa's dance sequences and reveries. (126)

Like Lacan, White ultimately eschews the notion of a stable ego, a notion
incidentally around which resonates so much of Western politics, philosophy
and religion. "I could have aborted my ego," she admits close to the end of her
life, "somewhere back along the line" (174). There is confusion in the face of
a nuclear self-absence but this is balanced by her frenetic and lyrical attempts
to describe the Many who rise to fill the void. What we see happening in the
multiplication of Alex's selves in Memoirs is the presentation, in narrative
form, of Lacan's so-called infinity of reflection.4 In this sense like all Buddhist
philosophy, Lacan argues that the nuclear self is illusory. At the simplest level
of his commentary the self that tries to capture itself immediately splits in two
like an amoeba―the self watching and the self being watched. This split can
then be examined by a third split-off self and so on and so on until the self
resembles the fun-house distorted mirror image that disappears into infinity.
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Furthermore reflecting on the self perforce turns the subject into object or more
likely objects.
While the impossibility of knowing the Self is a relatively new
admission in mainstream Western philosophy (which has for 200 years tried to
find and give authority to the nuclear self) it has been a commonplace in
Eastern thought, particularly in Buddhism which owes its genesis to a reaction
against Hindu notions of the self. Zen philosopher Masao Abe describes the
infinity of reflection in detail throughout his writing, though not as a conscious
Lacanian.

It provides, nevertheless, an adept description of the Lacanian

position asserting that self "identification stabilizes the individual but at the
same time takes us away from ourselves." 5:

...you always objectify yourself when you talk about yourself or your own
consciousness. Whenever I ask you "What is it that is so talking?" you say that it is your
consciousness, it is your own consciousness of yourself, your personality or so on. Thus
you objectify your own consciousness, your own existence, your own self, and in that
way you yourself move back step by step.... However, your true "Self" can never be
presented in that way because it is always standing "behind" your presentation, "behind"
your regression.
You may, of course, objectify your "self". An objectified self, however, is not
the true Self.

The true Self must be the true subjectivity which is beyond

objectification.... [The] true Self, as the unobjectifiable, is not "anything" whatsoever, but
"nothing" in the sense that it is beyond objectification.6

Though celebrating rather than lamenting the multiple objectification of self,
White/Alex comes to a surprisingly similar conclusion: "Myself always in the
shadows. I was nothing. I am nothing" (74). Here Alex is at the Sand Pit, an
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experimental theatre where she takes bit parts in between bartending and
cleaning the toilets. She thinks she recognizes "Craig" the director of the Dolly
Formosa outback tour:

He looked at me as though he had never seen me before.
Well, one does meet an awful lot of people. Memory deludes as one grows older.
But Craig isn't old. He ought to recognize.
He flicks his head. "Gotter sort out the membership forms from the new set of free
programmes." He appeared harassed.
"Thought you'd be working backstage, Craig."
It was only later, when he was chatting up some of the prettier foyer dollies and
helping geriatric deformities mount the stairs that I realised he was an usher.
Or was it Craig? Any more than I am I? (146)

Then finally as the own summary of her positive nothingness (there is no
lamenting in her discovery of this state) she is wandering around after the
Dolly Formosa tour has finished.

She picks up a playbill in the street

advertising her Cleopatra and though the figure resplendant is obviously hers
the "face has come out blurred. It could be anybody's" (140). Who ever it is
it is not the real, essential she.
With the exception of The Twyborn Affair,

when White first

broaches the idea of multiple selves in one, all his other novels are largely seen
as stylistically looking back to the late 19th Century rather that as a modernist
anticipation of the postmodern to come.

But his last and shortest novel,

Memoirs of Many in One, is extravagantly postmodern in style and content. It
is as if White wants to have a fresh look at what a novel is and what it can do,
and what it can't do. At the same time, he links this vivisection with coming to
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grips with one of his most repeated themes in his work ―the impossible search
for Self. As he foreshadows in The Twyborn Affair he will abandon the quest
for the nuclear self, opting for a looser sense of identity through the creation of
several selves in one. Through Alex he comes to the conclusion that one can't
avoid trying to define the self ―the quest for self is inescapable, but impossible
to fulfil. But far from depressing a writer who was susceptible to depression
especially when writing, Memoirs is a relief to White, possibly because it
resolves a problem that harries his personal and creative life.
Though a compulsive writer and one who claimed that writing was
his salvation, White did not usually enjoy the act of writing: it is a "series of
caesareans without anaesthetics" 7; it is "a disease for which there is no cure"8 ;
he contends that he "grinds away at grey, bronchial prose"9 rather than being
freely creative like a painter or composer. At times White relishes wallowing
in the role of suffering artist, so we need not take him at his word, yet there is
no doubt that he did find writing a trial. Alex mirrors these notions when she
writes of him in her text: "He's sick of writers. Of me - if he weren't so polite.
He is sick of himself. Literature, as they call it, is a millstone round his neck"
(177).
Memoirs of Many in One, however, is anything but a millstone.
White knew he did not have long left to write ― this was to be his last major
work, yet his sense of impishness in its invention helped him to enjoy writing
it. Why? Partly because many people would not like it. "It's about premature
senility," he states. "No. No. It's a very funny subject. It will offend a lot of
people. Does them good. I enjoy it. It's religious in a sense; they won't like my
approach to religion, the ones who are orthodox religious. And it's bawdy; the
ones who like the bawdiness will be offended by the religion." 10 Many critics
didn't like it but for different reasons than White expected. Laurence Steven
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argues that in it White "seems deliberately to ignore what he knows about the
creative power of human relationship." 11 David Tacey reacted by saying (as did
many) that "White has lost his creative powers." 12 And trying to be positive in
the London Magazine, Jill Neville grudgingly writes that "Even the rubble of a
great imagination is distinguished." 13
On the surface the work is about two old people, each of whom is
representative of part of White himself. The novelist as "editor" describes
himself as prissy, pedantic, disloyal to Alex and a bit of a self-righteous
"Mother Superior". The second is Alex, the eccentric woman who inhabits a
limbo between madness and sanity, between the objective world and the world
of illusion, between dreaming and waking.
secondary importance to Alex,

Because the distinction is of

the reader is not allowed to distinguish

between the so-called real world and the imaginary, so cannot divide content
into neat experiential or imaginative pigeon holes. In her limbo of, at best,
vaguely described borders and distinctions Alex irreverently and frenetically
tries to capture the essence of her own self as she approaches her death, or to
be more accurate her many selves: Sister Benedict, Cassiani, Dolly Formosa,
Cleopatra, Hamlet, Lear & several other characters from Shakespeare. So Alex
images herself as nun, prostitute, actor, mother, wife, lover, child. It is as if she
is celebrating the chaotic richness in living outside the bounds of a single ego.
On first reading Memoirs of Many in One we suspect that Alex is
mad: there seems to be something both voluntary and involuntary in the way
she weaves in and out of her many selves.

But White takes the sting out of

her being insane (or insanity per se) when he makes Memoirs a cogent
argument for questioning the distinctions between sanity and insanity. The
Dobbins are sane, the "parents" Alex adopts for a night; the Big Booby is sane,
the policeman who comes to the Dobbins to take her to her real home; and
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Hilda the "living ghost" of a daughter is also sane ("You, Hilda, I thought were
the most reasonable person on earth" (63). There is little to envy in the sane in
Memoirs which like Don Quixote opts for an energetic madness over dull
sanity. In fact one name and one identity might become White's definition of
a kind of madness. To avoid that Alex collects names:

Alex acquired names as other women encrust themselves with jewels and bower-birds
collect fragments of coloured glass. It mystified acquaintances that Mrs Gray should
become, according to mood or period, "Llewellyn" or "Diacono" for instance, even
briefly "Bogdarly". (9)

When Alex discusses her daughter's friend, Hilda is reluctant for some
unknown reason to hand out the information. Alex does not rest till the name
is produced because she feels that the other cannot be imagined minus a name.
"You've never told me your friend's Christian name. Names give a clue to
character" (100). And in the invention of many names Alex is allowed to
assume multiplicity of character. So far from being a matter of frustration she
ultimately accepts her multiplicity as totally functional:

"What is your other name, Elvers?" [she asks a psychiatric nurse.]
"Why?"
"Names are important. I can never have enough of them myself. A freshly acquired
name gives me fresh leave of life." (177)

When Alex admits to collecting names and identities she admits that she has
intimations about her identity but these intimations do not correspond with
reality. One name gives the illusion of stability but it remains a psychological
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and epistemological lie. By having many names and many characters Alex
admits that she can never be defined in totality, while at the same time
admitting that she cannot escape the demands of the desire for definition. In
the presence of multiple names Alex also allows for Lacan's linguistic theory
that every "word is only

definable in terms of other words" 14― so Alex's

individual names only make sense in terms of other names around.
That said is it possible to speculate further on Patrick White's
reasons for writing Memoirs and writing it as he did?

In this extract Alex is

travelling in a taxi in her chinchilla fur coat. She compliments the driver on
his hat, manipulating his male sense of vanity, something she has had to do
throughout her life. He responds

"What about yer coat? Must 'uv worked pretty 'ard for that."
"I'm not a prostitute. Though at the time my husband gave it to me I was admittedly a
wife."
"Don't think much of we men. And I never went much on you libbers."
"I was never in need of liberation. I knew what I wanted and went out and got it."
(Dishonest statement coming from one who doesn't yet know why she is where. But the
man provoked me.)

Later in the conversation:

" ... You say you keep busy. What 'uv yer been busy at?"
"I'm an artist."
"You don't say! Go in for a bit of art work meself at weekends. Course I don't let on to
the blokes. Dunno why - don't do no 'arm to any body."
"Art can be almost a worse crime than living."
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"Eh?"
"That's what I'm trying to decide. I've got to discover - by writing out - acting out my
life - the reason for my presence on earth. Doesn't that sound reasonable." (156-7)

Why am I here? Who am I? Where am I? How did I come to be as I am?
What is truth?
These are the questions which inform White's fiction throughout his
writing career. Of course he never answers them in the way we expect they
should be answered, but he does find salvation in making the effort and
sometimes even in failure and in death. In this way Alex shares the quest of
many White characters: "Only when you are stranded amongst the human
furniture, the awfulness of life, you've got to set out on a search to find a
reason for it all" (105). Alex (one of White's many selves) comments that her
creator is on a similar hunt:

How much has Hilda told Patrick? She can't know all that much. She couldn't conceive
of life on Ayia Ekaterini. Could Patrick - the ersatz Reverend Mother patrolling the
living room at the moment?

Patrick himself is in search of the unanswerable, the

unattainable. He will know that we explorers stop at nothing. (88-9)

One of the great errors that White characters seem to share is their
desire to find a nuclear self,

hoping that discovery will counteract the

"unanswerable, the unattainable". What is extraordinary is that the searchers
of the lost self never quite work out that they are on a metaphysical wild goose
chase. In Voss, a novel imagining the life character and ultimate death of the
incompetent explorer Ludwig Leichardt, the outback journey is centrally
important to the dissipation of self. Early in Voss the simple Harry Robarts is
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asked "What are you then?" He replies--"I dunno what I am...."15
Questions of lost identity run through White's drama as frequently
as they do in the prose. Here is an extract from "A Cheery Soul" where lost
self is equated with a forgotten and unconsummated occupational intention:

Mrs. Custance:

... you haven't got a bank tellers hands.

Mr. Custance :

Didn't ought to have been in the bank.

Mrs. Custance:

... What would you be, Ted, if you weren't with the blank?

Mr. Custance :

I've forgotten.16

Patrick White himself always felt lost, so I suspect that his
characters' search for identity and the sense of a nuclear self reflects a similar
desire in the writer. This kind of assumption is unfashionable in contemporary
literary criticism but in White's case he has told us as much several times
himself. Alex notes in her memoirs that like she he "is in search of the
unanswerable, the unattainable" (88). For White, a single knowledge of what
he was eluded him throughout his life though he did not stop looking for it. He
was born into one of the most influential pastoral families in NSW ―David
Marr reminds us that before Patrick was born the Whites could boast that they
could ride on horseback from the Hunter Valley to the Queensland border and
sleep each night on a different White property.17 The White men were many
and varied ―and could even be eccentric―but to have a novelist and a
homosexual in their midst was something they could not assimilate into their
view of what a White was. So from an early age Patrick was an outsider in his
own family.
In trying to account for his permanent alienation from the human
race and from himself, White describes himself as lost in a kind of post-
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colonial cultural limbo; was he Australian or British? His English education
exacerbated this dilemma: whilst at the exclusive Cheltenham Boys' College
and later at Cambridge White always felt strangely antipodean and alienated;
when he returned to Australia he felt like a half-transplanted Englishman. At
Cheltenham he describes his fear of speaking: " ... boys are at their cruelest at
breakfast in boarding schools. Accents crop up ' ... me dad from Bradford ... '.
I was reminded of the deformity I carried round - my Australianness. I hardly
dared open my mouth for fear of the toads that might tumble out ...." 18 After
leaving Cambridge with a mediocre degree, he tried to move into the
iconoclastic and vibrant London drama milieu, but lacking in talent and
painfully shy he remained on the outer.

And if the White men added to his

sense of loss, his mother exacerbated it: he describes her in his short
autobiography, Flaws in the Glass, as a "predator descending again and again
to tear out an essential part of me." In other words it is my mother's fault that
I do not have a greater sense of self, she being the devouring mother figure
who removes it without anaesthetic. One of his worst memories is when they
are driving together in a taxi. (A lot happens in taxis in White's fiction). Ruth
tries to talk him into doing the manly thing by going to the cricket with his
father. He was never interested in sport so he refused to go. "I never thought,"
retorts Ruth, [that] "I'd have a freak for a son!" 19 He is recognized as one of the
great writers of the 20th Century (without doubt the first Australian to be so
recognized, long before he was awarded the Nobel Prize) yet

"I am," he

admits quite honestly, "a failure as a human being." But his failure is one of
self: I am, he admits, "the stranger of all time." 20
All of White's novels reveal the self dismembered, and he has a
personal investment in this dismemberment. He tears himself apart to remake
himself, so art I suspect for White had a therapeutic affect on his self-
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pathology. "I can only endure the isolation and monotony of writing fiction,"
he writes to a friend, "by losing myself in a number of characters. I suppose
this would not work if the writer's own character is not sufficiently
fragmented."21 One could argue that any novelist must claim all

invented

characters as part of his or her self or selves, but I know of no other writer to
insist on it being so as frequently as does White.

Those who are doomed to become artists are seldom blessed with equanimity. [He is
describing himself, but he could be describing Alex from Memoirs.] They are tossed to
drunken heights, only to be brought down into a sludge of headachy despair; their
arrogance gives way to humiliation at the next curve of the switchback. This applies
particularly to artists of the theatre. Most children have theatre in them. [Here he seems
to suggest that children more than adults can comfortably celebrate their possession of
several selves at once.] Those who carry it over into adolescence and, more or less,
maturity commit the ultimate indecency of becoming professional actors. I didn't go all
the way, I became instead that far more indecent hybrid, a frustrated one. Sexual
ambivalence helped drive me in on myself. Lacking flamboyance, cursed with reserve, I
chose fiction, or more likely I had it chosen for me, as the means of introducing to a
disbelieving audience the cast of contradictory characters of which I am composed. 22

It is not difficult to see in this the genesis of Alex, his alter ego. It also
explains much about the way major novels feature characters that are White
split-offs. The Solid Mandala is about the life story of the bachelor Brown
twins, one selfish, intelligent and alert but socially incompetent, the other
retarded, warm and wise. Half the book is told from the perspective of one
brother and the other half the same story from the perspective of the other.
Waldo Brown is White's coldest self personified, whereas Arthur is the gentle
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self he was capable of being. When planning Voss White dreams of being both
the hero and heroine. He is in the hospital here suffering from one of his many
bouts of asthma. He writes

"In my half drugged state the figures began moving in the desert landscape. I could hear
snatches of conversation, I became in turn Voss and his anima Laura Trevelyan...."23

Later he admits that his portrait of Voss included "bits of Leichardt" himself
and "bits of Eyre" but that there was more of his own character in him than
any model could provide.24 This personal investment of self continues in The
Eye of the Storm where he takes the form of brother and sister who return to
Australia to encourage their mother to die; in The Vivisector he becomes artist,
hunchback, prostitute. In The Twyborn Affair, the young mistress of an elderly
man, the returned soldier from the trenches of WWI and the madame of a highclass London brothel are all the same person and alter-egos of White. But in all
these essentially self-reflexive novels the relationship of the character to White
is, of course, well and truly hidden in the text. Unless you knew White in real
life or through research you would never know he has such a personal
investment in them.
But by the time we get to Memoirs, White deliberately reveals his
own psychological investment in his characters, not just in asides and in letters,
but in the heart of the work itself. It is possible in White's case to link his
approach to his lifetime journey of remaking the self with what is happening in
his work. In Memoirs White pretends to distance himself from the work by
nominating himself as editor. The publishers did everything they could to talk
White out of presenting himself as editor, claiming that it would cut sales. This
was like a red rag to a bull, so after White charged, the publishers acquiesced.
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Obviously the idea of editor was crucial to his artistic plans.
But why? Did he hope that by presenting himself as editor that he
would give the abstract book a kind of objectivity ―an objectivity behind
which he would hide his intimate psychological investment. But reading the
work does not allow us to come to this conclusion. In any case he hid his
personal involvement really well in almost everything else he wrote, so he
does not need to invent an editor to do this. On the contrary the invention of
"editor" highlights the game he is playing of looking at and revising a cast of
characters he created. Being editor does not distance himself from Alex; it
brings him closer to her.
White expects us to see Alex as the doorway to many of the
contradictory selves of which he is composed. He writes to long-time friend
Ronald Waters: Alex "is myself in my various roles and sexes." 25 The invention
of Alex, then, is a kind of deliberate, literary cross-dressing. White wants the
reader to see him in the act; he presents himself as the central performer in a
fur coat. In his editor's introduction he admits that "the dramatis personae of
this ... script could be offspring of my own psyche" (16). Then at the end of the
book he reminds us again of the connection: here he muses that an accidental
burning of Alex's manuscript would save him the trouble of his bothersome
editing. And if that is not sufficiently obvious a few paragraphs later he
repeats: Alex "might have created me, and I her" (180). Throughout the text
there are more subtle ways that the relationship is presented. Alex writes that
she can respect Patrick "as far as anybody, including oneself, can be respected"
(164). Other things connect them. They are both writers trying to describe self
and work out why writing is the only way they can even begin to do so. They
both find Hilary attractive and at different times have a sexual affair with him.
They are both outrageous, vulgar and difficult. And as Axel Clark reminds us
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in his review of the book their styles of writing are similar. Here is Alex's turn
to remind us of the link:

Sometimes I surprise strangers, even relatives [and in the society of this book relatives
are the most impenetrable strangers] performing my monologues Dolly Formosa and the
Happy Few. Patrick is less surprised than others because he too is a performer .... Hilary
used to say Patrick and I have the same eyes. My eyes have always taken strangers by
surprise. (25)

At least five or six years prior to the publication of Memoirs we know that the
germ of Alex and her many permutations are already part of White's imaginary
life. In his autobiography he describes what kind of woman he might have
been were that his fate. He could almost be describing Alex as she is to be
presented some five or six years later in the novel:

As a woman I might have been an earth-mother, churning out the children I wanted of
my husband, passionate, jealous, resentful of the cause and the result, always swallowing
the bile of some insoluble frustration. Or I might have chosen a whore's life for its
greater range of role playing, greater than that offered an actress, deluding my male
audience of one into thinking I was at his service, the flinging back at him the shreds of
his self-importance as he buttoned up. Or else a nun, of milky complexion and slicedbread smile, dedicated to her quasi spiritual marriage with the most demanding spouse of
all.

26

So much of Alex's world is White's world and vice versa. Gray, after all, is
only one step removed from White. Alex's father-in-law, Henry Gray, is an
outsider in his own pastoralist family, much in the way White himself was.
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He describes Henry as a "cuckoo in the Gray nest" as he was a cuckoo in the
White nest.

Both Patrick and Henry are the "incongruous descendants of

Australian pastoral families" (10). Like Hilary, during WWII White finds a
life-long partner in Manoly Lascaris, the son of formerly well-to-do Greek
Levantine stock. (Though that is where Manoly's likeness to Alex ends). The
park in Memoirs which provides the setting for much of Alex's vision is
White's beloved Centennial Park. He lived right next to it. Alex/Patrick's life
was filled with invention, insulting behaviors, scant regard for peoples'
feelings, an obsession with the theatre, and with a religious quest which is antireligiosity. Alex/Patrick ― who are described as having the "same eyes" (25) ―
can never be conventional or dogmatic about belief. Working out the exact
nature of a belief, according to everything they write, is to move it one
unhappy step towards dogma. Here Patrick expresses the desire to be rid of
Alex's papers and the job they entail. He is also admitting to the closeness of
creator and created:

Often I found myself wishing: if only a fire ... But I knew I would never escape Alex.
If her papers went up in smoke, her life was mine historically, personally, and if I care to
admit it, creatively. (179)

What does the work achieve? It has a complex structure. White
separates himself into author, editor, character ―then in subtle ways draws
these various selves together. So Patrick-editor and Alex/autobiographer are
tied into a simultaneous reunification as Patrick/Alex.

The effects if this are

many.
First of all White's literary conceit blurs the artificial distinction
between fiction and autobiography. We traditionally accept that autobiography
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or biography is some kind of honest quest after truth about one single human
life, and that fiction is artificial and therefore not true in the same intensely
personal way. White implicitly argues that the division of different works into
genre is sometimes as obfuscating as it is enlightening. Biography and fiction
are closer cousins than conventional criticism suggests.
however,

More than that,

his is a fine way of questioning the whole concept of critical

authority, the authority of literary critics―or authority per se. Crossing back
and forth from Patrick to Alex in a kind of literary fictive/autobiographical
dance is one way to present chaos theory in literature artfully, playfully,
comically. Mark Williams takes this to its logical conclusion:

Memoirs is rich in complex narrative play involving the categorical distinctions between
memoirs, autobiography and fiction. According to Alex, memoirs are archives with a
'soul' (21). They also have shape, of course. The disposition of significant events is
determined by an authorial will, but that will is always opaque to the reader, however
assiduously he or she seeks out the underlying 'v ision' which supposedly signifies the
essence of the authorial self. The problem in this novel which presents itself as memoirs
edited by the author's hand, is that relations between author, subject and reader have been
willfully and perversely subverted. [I think that this is why the elderly and impish White
enjoyed writing it so much.] We are invited to chase the author [the real White] who
seemingly offers himself to us. But the author is revealed as no more than yet another
fiction.27

In this it is easy to see the postmodern implications of White's literary and
personal game. In this, the work becomes a plea for the acceptance of the
never-ending possibility of subjectivity― the authority of author is nowhere to
be found. In all his major works to this point White struggles successfully to
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give the impression of authoritative creation, of author with an A, but in
Memoirs he undercuts the notion and stops trying. Imagination and creativity
are greater than writer: White is well aware that our current obsession with
celebrity has turned things on their head― that which should be valued is not
and that which is valued should not be. He rights them for us through this odd
book. But Memoirs is not just an excuse to reshape our concepts of literary
form― even though it does this and does it well. White is also interested in the
dominance of other counterfeit boundaries which limit human vision and
experience in our everyday world, particularly the boundaries we impose on
sexuality, and the expectations we have of and for sexual roles.
Earlier I mentioned what White called his "ambivalent" sexuality.
This is confusing: there was nothing "ambivalent" about his homosexuality. Is
he just being coy? Or dishonest about himself? I think neither. He uses
"ambivalent" wisely, not wishing to subscribe to the imposed authority which
any sexual labeling of type carries. Labeling broad categories such as gay,
straight or bisexual does not allow for the wide spectrum of different
sexualities which go to make up the human race and the wide spectrum of
sexualities within these three broad divisions. He does much in Memoirs to
blur the distinctions between the sexes. Here is the picture we have which
hazes the division between male and female: White writes himself as Alex who
changes into Cassiani, Benedict, Dolly Formosa. The latter in turn transmutes
into Hamlet, Lear and Cleopatra who, in any case, would have been in the
Shakespearean tradition played by a male in the first place. You will notice too
that both Alex and Benedict are names which could be applied to both sexes.
Throughout Memoirs the reference to what White calls ambi-sex
are legion. Hilary, Alex's husband, though male and father is usually described
in feminine terms, except when he is being manly on the odd occasion. Alex is
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described in more hirsute terms than her glabrous husband. Hal, her son,
(despite the manly connotations the Shakespearean name suggests) is neat and
effete and has a passion for a priest who has converted from Jewry. Alex
describes herself as more naturally a father than mother, and she argues that,
sex notwithstanding, it takes all young married couples some time to work out
who is going to play husband and wife. Alex the mother of two is "nuts about
nuns" and only lukewarm about priests and monks. She also prefers making
love to smooth bodies (glabrous is her favourite word) in preference to hirsute
ones. Sister Finbarr seems to be a man in a nun's habit. One of the actresses at
the Sand Pit Theatre has a moustache and likes to think of herself as an urban
guerrilla. And Alex imagines the dero/mystic doing a soft shoe shuffle with
her, both in the guise of the famous music hall performer, Ella Shields, who
donned male clothing and turned herself into the famous Burlington Berty. The
list could go on and on. Patrick White is not trying to justify his homosexuality
― he never felt the need to do so ― he is merely expanding the scope of
subjective possibility for sex as he did for aesthetics and genre, allowing for
the possibility of one, two or several sexual selves. Here is Veronica Brady on
the subject:

... belief was for White a matter of openness to further questions and a commitment to
the fact that there may be no answer to them - hence Alex's reflection: "Oh God! I don't
know why I should invoke the name of someone who probably does not exist" (138). Yet
truth was found precisely here, in doubt, in the interrogation of identity the "gap between
what humans pretend and what they are". And it was the dedication to this truth ... which
made White challenge himself first of all, in the spirit of Augustine's prayer, "take us, oh
Lord, from behind our back where we are hiding", and then challenge his readers ....
White believed that what "we are hiding - especially from ourselves" constitutes our real
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character .... 28

Or we might add, characters.

What is interesting is that revelations and

discoveries about self take place in the bush, the never-never repository of
what Australian identity there is.

Here Patrick/Alex have adopts the form of

Dolly Formosa in the outback tour to take art to the Philistines:

They have rigged up a bed for me at the back of our van where I can recline during the
most tedious stretches of the journey, and my God how many of them there are, dust and
trees, trees and dust, or simply dust. I lie amongst my sumptuous costumes, their velvets
and brocades, the trappings of Athens, Egypt and Illyria, attempting to protect them from
the glare and mediocrity of the Australian bush. Sometimes I am carried off into dreams,
I am standing in a robe of midnight velvet holding a great black fan of sequined net, I am
about to launch into a role which has not yet been devised, although I can feel it forming
in me. (126)

This is all rather suggestive of the recent Australian film, Priscilla Queen of
the Desert. They are both about challenging the perception of what it is to be
Australian.

What happens in the bush in both becomes central to the

reformation of the Australian bush myth.
In the film we witness the antics of three cross-dressers (or more
accurately three parodies of cross dressers) disporting themselves across
continent in fun fur, ostrich feathers, sequins and makeup that makes the Rio
Mardi Gras look underdone. At various places in the bush they do terrible
camp ABBA impersonations (which I guess is what ABBA did in the first
place), but they are not the kind of impersonations we would expect of Aussie
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men in the bush. The bush is the place where Australian myths are made and
remade, so both the film and the novel's using it for a cast of incongruous
creatures is a masterful way of challenging our preconceptions of what it is to
be Australian.

Dolly Formosa's tour of the outback becomes cultural

revaluation. Whatever we are, the film argues, we are not men from Snowy
River. Alex would have been in Priscilla Queen of the Desert with her ears
back! The film is certainly not a great film but it competently challenges the
authority of dominant pseudo-myths about who and what Australians are.
Any attempt at the description of a national identity (really an obsession in
Australia since the turn of the century) would have to allow for multiplicity in
the same way that the only way to describe the self is through the cast of
contradictory characters that make up that self.
What the film and Memoirs force us to do is to expand our view of the many
selves which go to make up the individual self and then affect the construct of
that artificial thing we call the national character. Even the three cross dressers
are completely different, members of a group which has been, frequently and
collectively, perceived as sick, twisted, evil or insane. Maybe Priscilla is the
first honest view of Australia which Americans will see.
The three heroes/heroines of Priscilla are lost in the Outback ―
another way of asking is there a place for them there? Can they find a set of
national referents through which they can site their self or selves. Find some
sort of identity which is both internalized and externalized in the national
identity ―the need for which has been plaguing post-colonial Australia for
years and still eludes us. The 3 impersonators in Priscilla are in one sense
Patrick/Alex in movie form. As you would expect, critics of both Memoirs and
Priscilla find them offensive or simply see them as frivolous. David Tacey
describes Memoirs as "written in a demonstrable high camp mode, with much
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extravagance, mannerism and elements of vaudeville ... a slight and
impoverished work ... a bit of a laugh if you enjoy frivolity."29
This ignores the fact that the artist's unavoidable quest for the
creation and recreation of self is anything but frivolous, for it places him or her
in the unenviable role of turning themselves into a kind of fallible God: "I,"
admits Patrick/Alex, "remain afraid. I have been everywhere. I know all. Am
all, I am the Creator. Perhaps for that very reason I am afraid of what I have let
loose, of what I have created" (166). Identity of self and perception of identity
in others is neither safe nor static. "In recent years," insists White, "we have
been served up a lot of claptrap about the need for national identity .... And
most of us who were transplanted here generations ago ... are still too uncertain
in ourselves. Australia will never acquire an identity until enough individual
Australians acquire identities of their own." 30 Identities rather that identity. The
older and wiser White becomes, the more this goal eludes him. Nevertheless,
both Memoirs and Priscilla argue that in this "waking dream of a life" the base
on which national and individual identity might be built should be broad,
flexible, shifting, and above all, endearing. Where we literary critics can start
is by accepting that the most useful metaphor for character (in fiction or
autobiography) is the kaleidoscope rather than the statue. "Alex," and I return
to an earlier quote, "acquired names as other women encrust themselves with
jewels and bower-birds collect fragments of coloured glass" (9). This is the
coloured glass which becomes the lens of the kaleidoscope through she views
the distorted, ever-changing, but always colourful selves in the mirror.
Furthermore White in Memoirs and Lacan both try to turn on its head the
"common illusion which identifies the ego with the self. In contrast to those
who say "I think therefore I am" Lacan [and White in Memoirs] asserts: "I
think therefore I am not, therefore I am where I do not think." Or, "I think
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where I cannot say that I am."31
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