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聖書における女性表現をめぐって 
 

The Problems of the Expressions of the Woman in the Bible 
 

深津 容伸 
Yoshinobu Fukatsu 

 

要 旨 
 文学表現として、比喩は世界中で多用されているが、聖書でもそれは例外ではない。比喩は、印象

を強くし、さらに物事を分かり易く伝えるのに有効な手段であり、また簡便である故に多用される。

しかし、比喩が有効性を持ちえるのは、共通の社会通念、価値観を土台としているからであり、比喩

にはそれらが込められていることになる。問題は、それらが差別意識や感情に基づくものであり、本

人が幼い時から常識として受け取り、無意識のうちに比喩表現に使ってしまう場合である。この場合、

結果として差別を助長することになる。聖書では表現を印象深く、分かり易くするために比喩を多用

するが、当然それは当時の社会通念を土台としている。本稿では、特に女性表現に焦点を当て、聖書

時代の女性観（といっても、全世界ほぼ共通であったと思うが）がいかなるものであるかを、また、

それを突き抜けた新たな表現の存在を探っていく。 

 
キーワード：比喩の功罪、比喩による女性表現、アクサ物語 

 

１． 聖書における比喩―預言者ホセアとその影響―  

 

 伊藤左千夫著『野菊の墓』の題名は、そもそも主人公、政夫が自分の思いを寄せている民子を野菊

のような人と比喩したことに端を発している。そしてこの比喩の場面はこの小説のピークであり、こ

の小説に普遍的な名作としての価値を与えているということができる。時代的な制約もあるが、お互

いにとって初恋であり、あなたが好きだと、直接話法では言えない中で、二人が野菊を見たときに、

政夫は民子を野菊に喩え、自分は野菊が好きだと告白するのである（１）。民子も後にりんどうの花を

見たときに、政夫をりんどうのような人だと喩え、自分はりんどうが好きだと告白し、政夫の気持ち

に応える（２）。この際、民子が何故野菊なのかの分析は問題ではない（小説では、後から理由づけて

いるが）。あえていえば、そこに野菊が咲いていたからに過ぎないが、この瞬間から民子＝野菊の比喩

は成立する。比喩とは、たまたまそこに共通に認識するものがある故に使われるのであって、比喩内

容の細かい分析に基づいて使われるものではない。しかし、実はこの共通の認識と思われているもの

は人様々であり、女性によっては、野菊は嫌いと思っている人もいるかもしれない。ここで、比喩が

二人の間で正当に成立したのは、お互いの間に愛情があったからである。この信頼の関係がなく比喩
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が使われる時、比喩の使用者にとっては思わぬ受け取られ方をし、あらぬ方向へと発展をしてしまう

可能性がある（民子にとって政夫が嫌いで、野菊も嫌いな場合、民子はますます両者が嫌いになるか

もしれない）。以上については後に触れるとして、この二人には日本において特有の奥ゆかしさ、慎ま

しさが見られると同時に、直接話法で好きだというよりも、このような比喩による間接話法の方がよ

ほど豊かな印象を相手に与えることにもなっているのを見ることができる。比喩は相手にとって内容

を解りやすくするために使われることが多いが、自分の思いや感情を豊かに伝えるためにも使われる。

聖書において、ホセア書はその後の預言書に多大な影響を与えているが、数多くの比喩を使って表現

しており、この点でも後世に影響を与えている。その中でも、特に影響が大きかったのは、神ヤハウ

ェと民との関係を恋人、夫婦、親子といった人間関係に置き換えた表現である。この影響はエゼキエ

ル書、第二イザヤ等、多岐に渡るものとなっている。 

さて、ホセア書の場合、第一章、第三章では、親子、夫婦といった家庭での出来事が比喩（この場

合は象徴預言）として使われている。第一章では、預言者ホセアがゴメルという名の妻をめとり、生

まれてくる子らに次々と災いの名前が付けられていったことが語られる（ただし、第一子名エズレル

「神が種をまく」については、災いを意味するものではなく、むしろ祝福であるが、災いの説明が与

えられている）（３）。これらの行為は、その都度解説がつけられている通り、神ヤハウェとイスラエル

との間の比喩として行われているのである。また第三章では、ホセアと女（ゴメルであると思うが）

との関係が、同じ意味での比喩として用いられている。ホセアが比喩を多用するのは何故だろうか。

一つには、当然理解しやすいものとなることが挙げられる。聞かされる方はイメージとして思い浮か

べることができるようになる。それは、感情移入がしやすいものとなることでもある。ドラマを見た

り聞いたりするときに、視聴者が登場人物に感情移入したり、あるいは、登場人物の一人になったよ

うな錯覚を覚えるのに似ている。論理的に言葉で語られるより、物語で語られる方が、イメージの効

果で印象は強く、ホセアが自らの生活行動で人々の前に表現したりすれば、その印象はさらに強いも

のとなる。彼の預言活動が、後の預言者たちに多大な影響を与えたのは、そうした表現のあり方に彼

らが衝撃を受けたからである。このようなホセアの表現の豊かさは、イスラエル宗教から来るもので

はなく、ホセアがカナンの異教宗教から学んだものである。後世へのホセアの影響の一つは、神の守

りと導きを、親の愛に喩えるあり方にも見ることができ、神を父と呼びかける表現へと発展している

と言える。また、神と民との関係を恋人の関係と見るとらえ方は、たとえば雅歌（恋愛歌）を、聖書

の中に組み込む際にも影響しているかもしれない。そして見逃せないのが、イスラエルの民とバアル

宗教との関係を姦淫に喩えるという表現のあり方である。ここで注意しなければならないのは、ホセ

アがバアル宗教を糾弾しているという従来の見方である。これは、約 100 年後に申命記学派が、異教

礼拝、偶像礼拝を批判、攻撃したという一つの価値観をホセア書に投影することから起こる誤った解

釈である。申命記学派は、彼らの巧みな編集作業によって、聖書の諸文書が、異教礼拝、偶像礼拝の
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禁止で貫かれているかのような印象を与えることに成功している（４）。それは、彼らが過去の歴史を

この価値観で編集し、解説したからである。それは、現代の解釈者にも影響を与えており、ホセアが

バアル宗教との関係でイスラエルの民を批判しているのを読むと、バアル宗教を批判しているものと

受け取ってしまうのである。ホセア書を見ればわかるように、ホセアはバアル宗教の内容を批判して

はいない。むしろホセアはバアル宗教の表現の豊かさに感銘を受け、影響もされている。ホセアがイ

スラエルの民を批判しているのは、十戒の第一戒「あなたには、私をおいて他に神があってはならな

い」の規定に、民が背いていることである（５）。民はヤハウェとバアルを混同している。さらには、

カナンの地にあっては、カナン宗教の農耕神、豊穣の神であるバアルの方が有利であると考えている

のである。これは、出エジプトの時に結ばれたヤハウェとの契約に対する重大な違反行為である。い

くらバアル宗教が魅力的であるとしても、イスラエルの民にとっては、あくまでもヤハウェのみが神

なのである。ヤハウェと民とは、出エジプトに際して、民の神はヤハウェであり、民はヤハウェの民

となるという契約関係に入った。いわばこれは、結婚に喩えることができるというのがホセアの主張

である。バアル宗教では、バアル神との関係を親子、夫婦の間にあるような愛情の関係としてとらえ

たのであるが、ホセアは契約関係を根本的なものとして、親子、夫婦の比喩の中に導入したのである。

ここにホセアの独自性があるのであり、それは、出エジプトにおいてヤハウェとの間で結ばれた契約

関係という、イスラエルの歴史と伝統を、カナン宗教の比喩的表現で豊かに言い表したということで

ある。しかし、ホセアはカナン宗教の豊かな表現を借用したなどという程度のものではない。ホセア

の表現はカナン宗教に深く根差しているとさえいえるものである。それはホセアが、ヤハウェと民と

の関係を愛の熱情の関係として表現していることにも見ることができる（６） 。そしてこの面での後世

へのホセアの影響を見逃すことはできない。以上見てきたように、ホセアの比喩的表現の豊かさは、

画期的なものであり、彼によって、イスラエルの文学表現は新しい段階に入ったと言える。 

しかし、比喩は両刃の剣のようなものであり、比喩が使われた瞬間から、聞き手によって、独自の

受け止められ方をしてしまうものでもある。たとえば、父なる神という、現在当たり前のように使わ

れている、神を親としてとらえる比喩は、ホセア書 11章 1節以下が起点になっていると思われるが、

親が子供に接するあり方は、人によって様々である。ホセアは背かれても、背かれても愛してやまな

い愛情として親の愛を表現しているが、すべての親がそうであるとは限らない。子供にとって親は初

めて出会う他者であり、他の親を知らないわけであるから、親とはどういうものであるかという点で

は、絶対的ともいえる観念を与える存在である。それは子供にとって固定観念となり、後に様々な親

がいることを知る事になったとしても、訂正が難しかったりする。たとえば、不幸にして子供の父親

が虐待する親だった場合、「父」という表現は、恐怖を覚えさせる場合もある。神は父であると表現す

る語り手が、その表現で豊かな愛のイメージを思い浮かべるであろうと想像するのは、勝手な思い込

みであり、聞き手は様々な受け取り方で受け止めている。たとえばまた、不幸にして父親の顔を知ら

－3－



ずに育った人は、この比喩によって、神は遠い存在と感じ取ることはあり得るのである（逆に、自分

には真の父が存在するということに安らぎを覚えることもあるが）。比喩は豊かなイメージを与えるも

のであり、解りやすくしたり、場合によっては表現に力を与え、強い印象を残すのに有益であるが、

負の力も持っている。比喩はそれを使う者の（相手によってはどう受け止められるかという）想像力

や、価値観、固定観念のあり方が問われる、実は難しい修辞法、表現方法なのである（７） 。ホセアは

比喩を多用したが、当然、負の遺産も残している。ホセアの比喩の中で特に影響を残したものは、バ

アルを自分の神としたり、自分の神がヤハウェなのかバアルなのか解らない状態を姦淫に喩えたこと

である。これは後に、エレミヤ、エゼキエル、申命記学派へと受け継がれていく。ホセアはこのこと

を自らの実生活を通して表現（象徴預言）したのであるが、後代の人々に強い印象を与えている。問

題なのは、この比喩が別の角度から発展をしていっていることである。それは、女性観への影響であ

る。古代社会において、女性は男性の所有物という考え方が根強かった。たとえば、娘は父親の所有

物であり、財産だった。娘の結婚に際しては、父親は結婚相手によっては多額の結納金を要求するこ

とができた。その際の娘の価値は、家柄、容姿等によって計られたが、最も大事な価値は処女性だっ

た。それ故、父親が恐れたのは、日本でいうところの「傷ものになる」すなわち、処女性が損なわれ

ることだった。そこで父親としては、娘が初潮を迎える頃、すなわち結婚が可能となるやいなや嫁が

せた。古代社会にも強姦があったが、そうした際の女性の立場は無力だった。状況的に全く無理な場

合を除いては、男性側の言い分の方が通ってしまったからである。すなわち、女性がたいていは泣き

寝入りさせられることになる。また、婚約中を含め、結婚後の姦通に対しては、死罪が課せられた。

こうした厳しい社会においては、父親（夫も）には女性の厳しい管理の責任が課せられているわけで、

その時に効果的な女性観として持ち出されるのが、女は淫乱であるとする価値判断である。ホセアに

よる比喩にはこのような社会背景があるのであり、ホセアはそれを土台として比喩を使用しているの

である。しかし、この比喩使用は、上記のような価値観を助長してしまうことになる。エレミヤ、エ

ゼキエル、申命記学派がこの影響下に置かれることにより、あたかも聖書全体が、このような女性観

を持っているかのような印象を与えてしまっている。この女性観は古代中近東のみならず、封建制度

の下にあった東洋にまで至るものであるが、聖書がその女性観の上に乗り、または利用する形で記述

したために、女性蔑視を助長してきたことは否めない。そしてキリスト教が西洋世界に広まるととも

に、西洋世界における女性蔑視の裏付けとなっていくのである。このとんでもない女性観は、中世に

おける魔女伝説や魔女狩りの背景となっていたと思われる。こうした女性差別は、1960 年代のウーマ

ンリブ運動からフェミニズム運動を経てようやく見直されるようになる。 
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2. 聖書における女性表現―アクサの場合―  

 

『女性たちの聖書注解』（８） はその先鞭であるが、聖書は、聖書学という技術を通して、女性観に

ついても見直されなければならない。たとえば、女性の活躍が抑えられるような社会体制の中にあっ

ても、聖書は、タマル（創世紀 38章）、ラハブ（ヨシュア記 2章）、デボラ（士師記 4．5章）、ヤエル

（士師記 4章）、ルツ（ルツ記）のような、女性たちの活躍や言動に注目している。特に時代の転換期

にあっては、社会体制、社会秩序の緩みが見られ、男も女も区別なく活躍する場面が出てくる。ヨシ

ュア記や士師記の時代は、そうした時代であったと指摘できる。これらの時代にあって、カレブの娘

アクサに至っては、同じ記事が、これら両書で取り上げられている（ヨシュア記 15章 16－19 節、士

師記 1章 12－15 節）。それはこの何気ない記事が、繰り返し引用されるほど重要なものだったからで

はないかと考えられる。その一つの理由は、アクサの夫となるオトニエルが、士師記 3章 7－11 節で、

指導者である士師として活躍していることである。さらには、アクサの父親であるカレブが、ユダの

部族における有力な氏族の先祖であったことである（歴代誌上 2章 18 節以下、アクサの名前はここに

も記されている〔49節〕）。このエピソードには、これら有力な人物たちが関わっている。しかし、お

そらく理由はそれだけではないであろう。注目すべき点は、この物語の主人公のアクサである。いっ

たい物語はアクサの何に焦点を当てているのだろうか。まず私訳をしてみたい。「カレブは言った『キ

ルヤト・セフェルを攻撃し、それを征服した者には、私の娘アクサを妻として与えよう』。そこでカレ

ブの弟であるケナズの子オトニエルがそれを征服した。そこでカレブは、彼の娘アクサを妻として彼

に与えた。彼女が行く時になって、オトニエルは、ある耕地を彼女の父に求めるよう彼女に要請した。

そして彼女がろばから降りた時、カレブはアクサに聞いた、『お前にとっては、あれでいいか』。彼女

は父に言った、『私に祝福をください。あなたは私にネゲブの地を与えたのですから。そして私に泉を

ください』。そこでカレブはアクサに上の泉と下の泉を与えた」（士師記 1章 12－15 節）。上記のテキ

ストには少し解説が必要である。まず平行箇所は、前述のようにヨシュア記 15章 16－19 節であるが、

両者に大きな違いはない。あえて士師記を採用したのは、申命記学派の編集によるにもかかわらず、

士師記 1章には古い資料が、より元来の形のまま置かれている可能性が高いと判断したからである。

ヨシュア記が編集者の理想に基づいてカナン（パレスチナ）征服記事をまとめているのに対し、士師

記 1章はなるべく征服時代の現実に則うよう努めている。両者のいくつかの違いの中で一つ注目した

いのは、14節の「耕地」に対し、士師記は定冠詞を付けている点である。ヨシュア記は外しているが、

どうもオトニエルは特定の「耕地」を持参金としてねらっていたのではないかと推測される。さらに

マソラ本文（ヘブライ語原文）自体の問題であるが、14 節本文は、「彼女（アクサ）は父からある耕

地を求めるよう彼（オトニエル）に要請した」となっている。ところがギリシア語七十人訳は、上記

の訳の通り「彼は彼女に要請した」と翻訳をしている。これはどちらにも判定しがたいが、すでにカ
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レブの娘アクサという報酬を得ているオトニエルが、さらに報酬（持参金）を直接求めるのをためら

い、嫁いでくるアクサを通して得ようと試みたと解釈し、主語をオトニエルとした方を取りたい（９）。

ここでは、オトニエルが嫁いでくるアクサに持参金として特定の耕地を父に求めるよう頼んだと見て

良いであろう。アクサがオトニエルの要請に応じて、父カレブに求めたかどうかは定かではないが、

カレブが与えたのはネゲブの地であった。これはパレスチナの南方にあり、（今日のネゲブ砂漠という

呼称にもあるように）荒野である。かつてカレブは、イスラエルの指導者であるヨシュアにヘブロン

を嗣業とさせて欲しいと願っている（ヨシュア記 14章 6節－15 節）。しかしカレブがヨシュアに求め

たのは、すでに占領した地ではなく、未征服の地だった。彼には、自分の嗣業の地は自分の手で勝ち

取ってくるという開拓者精神があった。彼は娘アクサにもその精神を持つことを求め、すでに出来上

がった耕地ではなく、未開拓の地、荒野を持参金としたのではないだろうか。14 節後半は、父と娘の

別れの場面である。ろばから降りた娘に父親が改めて尋ねたのは、あの持参金でいいかということで

ある。もしかして、このために娘がオトニエルのもとで肩身の狭い思いをするのではないか、オトニ

エルの不満が娘に向かいはしないかという不安が父親にはあったと思われる。その娘の第一声は「祝

福」を求めるものだった。これはおそらく、創世紀 24章 59、60 節のような、娘が嫁ぐ際に与える祝

福なのではないかと思われる。アクサがこれから夫とともに住む場所は荒野である。これから夫とと

もに荒野を開拓していかねばならない。この困難な未来に向かうにあたって、彼女が真先に求めたの

は、父を通して与えられる神の祝福だった。その基盤の上に立って、彼女はこれからの生活を築いて

いこうというのである。そしてそれから彼女が求めたものは泉だった。これはおそらく娘に与えられ

たネゲブの地の外側から流れ込む地下水脈（カレブの所有）の上に井戸を掘ることを許可して欲しい

という願いだったと思われる。ここで「泉」（15 節）と訳されている言葉は、複数の独立形である。

しかし、文脈は「水の泉」が想定され、こうした場合ヘブライ語では、「泉」は合成形が使用されねば

ならないので問題がある。ギリシア語アキュラ訳は、単数合成形のヘブライ語を想定させるものとな

っており、平行箇所、ヨシュア記 15 章 19 節に対するギリシア語七十人訳、シリア語訳、タルグムも

単数形である。以上から見て、アクサは一つの泉を求めたと考えられる。それは、その泉の水によっ

て、乾燥した荒野をこれから開拓していくという、父親への決意の表明でもあった。この解答に感動

した父カレブは、彼女の求めを超えて、二つの泉（すなわち二つの水脈上の井戸）を与えたというの

である。アクサの生きた時代はまさに開拓時代であった。こうした時代には、女性にもたくましい開

拓者精神が要求されたのである。男性ばかりでなく、女性もこれからの時代の担い手だった。カレブ

は娘にすでに出来上がったものではなく、これからの未来を夫とともに切り開いていくための土台と

なるものを与えた。もちろん、その土台だけでは生きていくことはできない。夫婦がその土台の上に

築いていくものがこの二人を生かすのである。もしかしたら、この物語はこうした開拓時代での親子

の心構えを教えているものかもしれない。親は子供が求めるままに何もかも与えてはならない。子供
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が自分で人生を築いていくための基礎となるものを与えれば良い。また子供の方も、自分の人生は自

分で切り開いていくという気概を持てというものである。カレブの開拓者精神を娘はしっかりと受け

継いでいたのである。このエピソードは、そうした女性の姿勢の素晴らしさを後世に伝えようとして

いるものかもしれない。先に述べた比喩における負の遺産はもちろんであるが、上記のような、正の

遺産も掘り起こしていくことが聖書学の役目であると思われる。 

 

 

注 

(1) 伊藤左千夫 『野菊の墓』（新潮文庫、2007 年、115 刷、原著は『ホトトギス』第 9 巻、第 4 号、

1906 年に所収）、23-24. 

(2) 同書、33-34. 

(3) 拙論「ホセア書 1章-3 章の一考察」『基督教論集』第 18 号（青山学院大学基督教学会、1972 年）、

3. 

(4) 以上の議論については、拙論「偶像礼拝（異教礼拝）をめぐって」『基督教論集』第 49 号（青山

学院大学同窓会基督教学会、2005 年）27-42 を参照. 

(5) 同書 35. 

(6) 拙論「聖書学と日本」『基督教論集』第 52 号（青山学院大学同窓会基督教学会、2009 年）、8. 

(7) R.R.ラハ Jr.『エレミヤ書』拙訳（日本キリスト教団出版局、2010 年）、38-39. 

(8) C.A.ニューサム、S.H.リンジ編『女性たちの聖書注解』加藤明子、鈴木元子他訳（新教出版社、

1998 年）. 

(9) 新共同訳聖書もそのようにとる。ただし新共同訳は、ヨシュア記 15 章 18 節を、アクサが「オト

ニエルに勧めた」と正反対に翻訳する. 
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いじめ加害体験の影響についての探索的研究 
 ─養護教諭への半構造化面接から─ 

 
Exploratory Research on the Influence of the Bullying Experience: 

Through Semi-Structural Interviews to Yogo Teachers 
 

田中 健夫 
Takeo Tanaka 

 
要 旨 

 本稿の目的は，いじめの加害をめぐる一連の体験が，加害生徒の自己概念にどのような影響を

及ぼすかについて，中学校養護教諭に対する半構造化面接を通して検討することである。養護教

諭が関与した計７事例をＫＪ法により整理した。その結果，指導を受けとめた反応の一方で，加

害生徒が納得できずに自分の感情を表現しないまま，被害者との心身の状態悪化の共振が起こっ

たり，自己について無価値感を抱く過程が考察された。そこでは，加害にまつわる気持ちを他者

との関係性のなかで表し，閉じた関係から離れて立ち直るような場がみいだされてやっと変化が

可能となっていた。そして，外から押しつけられたと感じられている罪悪感を，自ら引き受ける

ものへと転換させる支援について検討をおこなった。 

 

キーワード：いじめ，加害体験，自己，養護教諭 

 

Ⅰ．問題と目的 

いじめ加害者研究の課題 

 学校でのいじめ研究動向の展望論文(鈴木,1995; 神村･向井,1998)，攻撃性との関連についての海外

の基礎研究展望(向井･神村,1998)では，「いじめをする心理」機制の徹底的な解明と，実証的研究のた

めにいじめの定義と類型化の共通基盤をつくることの必要性が指摘されている。いじめ加害者につい

ての国内の調査研究については友清(2004)が，加害行動，加害者の特性，教師のいじめに関する認識，

加害者への対応という観点から整理している。そこでは，加害者になるのか被害者になるのかは性格

特徴だけでは説明がつかないとして，被害者になりたくないという思いと，同調行動へのプレッシャ

ーがキーワードになると述べられている。 

森田･清水(1994)は，現代のいじめの特徴をいくつか挙げているが，そのうちの「立場の入れ替わり」

と「加害意識の希薄化」は，仲間関係を操作する関係性攻撃において顕著にみられる。この点に関連

して伊藤(2011)は，「ターゲットの持ち回り」を指摘し，「いじめの理由は当事者間で後付けされる」

こともあると述べる。傍観者や観衆を含めていじめの加害行為には罪悪感がなく(友清,2004)，加害者
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がむしろ被害意識をもつことすらある(森谷,1999)。当事者という主体的な感覚や，行為に対する責任

性の意識が乏しいまま，加害生徒として指導される場合もあるということだろう。教師から指導を受

けたと振り返るいじめ加害経験者は３割未満で，特に女子は 23.5％にとどまっているというデータ

(森田ほか,1999)からは，教師がいじめを見落としている可能性が示唆される。こうしてみてくると，

当事者意識の欠如のみならず関係者には「いじめ認識」と言われる問題が常について回っている。い

じめの「加害者」を固定的に定位して研究することは困難であり，さらには不適切という場合も考え

られよう。 

「加害者のいじめる心理と率直な思いはほとんど開示されていないし，分析も少ない」(坂西, 2011)

との指摘にあるように，いじめの被害者に比べて加害者の心的状況の解明はいまだ不十分である。そ

の理由は，いじめられる側に非はないという共通認識の形成が，いじめる側には指導のみがふさわし

く，加害者の心の内に耳を傾ける必要性はないとする思考に結びついたためであろうか。いずれにせ

よ，被害者の声をもとに構成された，あるいは実証研究が把握してきた加害者像と，実際の彼/彼女ら

の気持ちとの間には齟齬があるのかもしれない。 

加害-被害体験についての実証的研究 

 まずは加害と被害の重なりに関連した知見を整理しておこう。森田･清水(1994)は，「いじめ集団の

四層構造」の 内層(第一層)に，被害者とともに，いじめた経験といじめられた経験を同時にもつ「被

害･加害者」群を置き，現在の学級で一番 近に発生したいじめの中での行動において「被害･加害者」

群は 13.7％だったと報告した。そして，ひとつのいじめ事件の中で両経験を併せもつのは， 近に特

異な特徴だと指摘している。森田ら(1999)による 6,906 名(小学５年から中学３年生)に対する調査で

は，「被害加害群」は男子 5.8％，女子 6.9％であるが，小学校だけでみると 9.7％であったことから

「小学校の女子の間で固定化しないいじめが多い」と考察している。そして，体験なし，加害群，被

害群と比べたとき，被害加害群が もクラスのみんなと調子を合わせないと嫌われるという意識をも

ち，クラスへの反発や不満が高いという結果も示されている。笹澤(2000)は，いじめ･いじめられ経験

の両方をもつ者を「移行群」として取り出し，他の４群(加害，被害，傍観，無関係)とメンタルヘル

スの比較をしている。中学生 1,211 名を対象としたこの研究では，加害群 14.0％，被害群 6.8％，傍

観群 29.5％に対して，移行群は 5.2％であった。被害群のメンタルヘルスが も悪く，加害群は無関

係群に比べて希死念慮が高く抑うつ気分も男子では高いという。一方，移行群をみると，抑うつ感は

被害群に次いで高く，希死念慮は５群の中で も高く，自尊感情も低くなっていたことから，移行群

に対する「いじめからの開放」のための介入の必要性が提唱されている。本間(2003)による中学生

1,245 名を対象とした調査では，いじめ加害経験，被害経験ともにありの「両経験群」が 5.2％となり，

加害群や無経験群と比べて自尊感情が有意に低いことが明らかにされている。三島(2007)は高校生

2,474 名に対する小学校高学年時(5･6 年)の回想調査により，加害の程度の高群では，男子の場合

22.2％が同時に被害高群である一方，女子では加害高群の 50.9％が被害高群でもあり，特に女子の場
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合に親しい友人間では，いじめを行う子の多くがいじめられた経験をもつということにあてはまると

考察している。なお，加害高群に分類された生徒数は男子 3.1％，女子 4.7％であった。 

以上のように，加害と被害の体験を重複してもつ群の命名には揺れがあるが，その両方があると報

告した児童生徒は，森田･清水(1994)を除いて５％前後であり，小学校女子で割合が高いという特徴が

示されている。これは，森田･清水(1994)による立場の入れ替わりの指摘，それ以降， 近の「ほとん

どの子は，加害者・被害者双方の立場を経験している」(坂西,2011)，グループ以外は「他人」と感じ

られている中で排除が起こる，“影”を否認してリセットする 近の友人関係(岩宮,2009)という論考

までを概観したとき，現場の実感と比べてかなり低い割合である。質問紙による言語報告の限界かも

しれない。そして，加害のみの群と比較して両方の経験を併せもつ群はクラス集団に対する敏感さや

安心感のなさ，自尊感情の低さなどの特徴があることが共通して挙げられている点をふまえると，本

間(2003)も指摘するように，加害のみの群と両経験群とを区別して対応することは重要である。 

こうした実証研究の蓄積の一方で，被害経験をもった生徒が加害者となる，あるいはその逆となる

機序についての解明はいまだ十分ではない。平島(1995)は，他者を支配しコントロールすることによ

って，加害者の内にある迫害的な内的対象をコントロールしようとする機制を挙げたうえで，両者は

間主観的な関係をもつ「ひとつの集団」をなしているように見える「無意識では“内輪”」であり，「い

じめっ子の無意識において，ちょうど，いじめられっ子とは鍵と鍵穴の関係にあるような防衛機制が

働いている」とする。伊藤(2011)は，思春期の「一人を怖がる心理」と「人を見下す心理」を挙げ，

さらに，力を行使する側への集団的同一化による「影の排除」という機序が加害行為を生起させる一

因となっていることを指摘しており，「自らの心に蓋をしたまま攻撃を続ける側が抱える心の闇も計り

知れない」として，加害者に対する心的ケアの必要性を示唆している。Waddell(1999,2002)は，投影

同一化という機制を通して他者が自己の一部であると認めがたい感情の貯蔵庫となることを述べ，加

害者-被害者に特有な結びつきを臨床事例から検討している。そこには，「周りに合わせるべきだとい

う圧力と，個性的でありたいという願望がしばしばもっとも葛藤しあい極端になる」ために「違いに

急速に不寛容になっていく」という思春期ならではの心的状況が布置されている。被害者となったス

ケープゴートは「悪い対象，悪魔，邪悪な場所」となり，罪と責任に関するどんな意味あるかかわり

も回避されると考察している。藤岡(2008)は，こうした問題には「関係の閉鎖性」という原因が大き

いと指摘する。 

以上に見てきたように，閉じた密度の濃い関係性のなかで，自己の認めがたい部分を押しつけ合う

ような投影同一化が，加害-被害という関係を形成・維持・反転させていると考えられる。こうした機

制が多用される背景要因には，思春期特有の個・集団のあいだに身を置くことという困難な課題，そ

して学級（校）集団の閉鎖性がある。 

本研究の目的 

 いじめの加害者も心理的なストレスが高く心のケアが必要であり，不機嫌や怒り反応を高めている
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要因について当該生徒と教員が話し合う(岡安･高山,2000)ことが提案されているが，その一方で，指

導をしてやめさせる以上の関与は難しい現状も指摘されている。それは例えば，いじめた人間探しが

始まるとその子への非難が集中し，結果としてその子へのいじめが始まりかねず，そのことを学校は

もっともおそれてうやむやにしがち(高塚,2011)になるという問題などによる。まずは，いじめ加害者

への指導とその影響について，実際にどのようなことが起きているのかを明らかにしていくことが必

要であろう。本研究では，いじめ加害体験が当該生徒にどのように受けとめられ，彼／彼女の自己概

念にいかなる影響を与えるかについて先行研究と照合しうる妥当な仮説を提示し，それを考慮した事

後指導のありかたを描いていくことを目的とする。具体的には，学校現場において身体症状を通して

生徒の内面に関わるチャンネルをもっている養護教諭に対する半構造化面接を通して，いじめの加害

生徒がどのような自己に対する見方や感情を形成していくかについて，把握されたその過程に着目し

ながら探索的に検討する。 

 

Ⅱ．方法 

調査協力者 2011 年９月の予備面接(４名)を経て，2012 年４月に２県の中学校養護教諭７名に対し

て，関与したいじめ加害１事例の生徒に対する指導とその後の経緯についての半構造化面接を実施し

た。調査協力者の経験年数は 13 年～35 年(平均 22.3 年)である。 

データ収集の流れ 協力者の所属する学校，同地域の学校の会議室，および公共施設の会議室におい

て面接を行った(時間は 40 分から 75 分）。調査の実施にあたり各協力者には，研究の趣旨と，得られ

たデータは研究目的のみで使用し，個人を特定できないように十分な配慮をすることを説明し了承を

得た。面接は，協力者の許可のうえでＩＣレコーダーに録音した。 

調査内容は，いじめや対人関係トラブルの加害者と関わる機会はどの程度あるか，いじめ加害者へ

の指導や支援の必要性や難しさについて尋ねたうえで，養護教諭自身がこれまでにもっとも関与した

と思われる１事例を想起してもらい，その事例の経過について詳細に聴取した。具体的には，いじめ

の内容，加害生徒の臨床像，養護教諭との関わりの経過，指導や支援状況とそのことの生徒の受けと

めについてなど，項目を示しながら回答を得た。調査にあたっては，生徒本人や教師が「加害者」と

して当該生徒を固定的に認識していない場合を含めて広く事例を収集する目的で，「加害者とされた生

徒」という言葉を主に使って質問をした。 

各教諭から挙げられ分析をした事例は，男子１例，女子６例であり，関係性攻撃の加害生徒に該当

する事例が５例，暴力的ないじめが２例であった。 

面接結果の整理 面接結果は逐語化され，ＫＪ法(川喜田,1967)にもとづいて整理された。 

項目化は，いじめをめぐる一連の体験が当該加害生徒の自己概念にどのような影響を及ぼしたかに

関連する，養護教諭に見せた姿や語ったこと，および養護教諭が観察や会話を通して加害生徒との関

係性の中で読み取ったことについて行った。なお，筆者が整理した結果を協力者に送付し，内容的な

齟齬がないかどうかを確認した。 

－11－



Ⅲ．結果と考察 

計 93 項目のＫＪ法の結果，10の中カテゴリーおよび 25 の小カテゴリーが見出された。各サンプル

数と語りの例を Table 1 に示す。また，加害体験のその後の自己への影響についてのＫＪ結果図を

Figure 1 に示した。なお以下の本文中では，中カテゴリーは【 】，小カテゴリーは〔 〕，例にある

語りは“ ”で示した。またプライバシーの保護のため，発言者については記載していない。 

 

Table 1 加害体験のその後の自己形成への影響に関するカテゴリーと例 

中カテゴリー ｻﾝﾌ゚ ﾙ数 小カテゴリー 例 

加害体験の 

表現しにく

さ 
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打ち明けられない 

(反省を)表現できない 

誰かに言いたい 

人をいじめたってことをなかなか告白できない。 

(反省の場で)どう表現していいのか分らなくて，顔を取り繕うことができなかった。

お腹が痛いというのは嘘，ちょっと話をしたくて(保健室に)来たんです。／私が来た

ことは内緒にしてくれ，と。 

もともとの

特性 

10 攻撃的な特性 

相応の事情 

いじめる子はやっぱり攻撃的というか。／言ったもんがち。／絶対認めない。 

加害になる子も，それだけすごいものを持っているんだろうなとは思います。／ 

加害者も何らかの傷じゃないけど，事情を抱えた子が多いのかな。／この家庭環境の

中では，よく頑張っているよねみたいな範囲に入る子もいる。 

指導を  

受けとめた

反応 

 

9 

泣く 

後悔 

被害者に与えた影響の心配 

加害行為を振り返る 

(自覚的にしたということで)彼女は加害者ということで，すごく泣いていた。 

すごくたいへんなことをしてしまったみたいな感じ。／軽はずみだったと言っていた。

修学旅行に来ないかもしれないというのが心配。一緒に来てほしい。／学校に来れなくなる。

そのちょっと前，嫌だ，疎かったからそういう行為をしてしまった。 

指導を  

受けとめな

い反応 

 

10 

ケロッとしている 

責任を負いたくない 

触れられたくない 

ケロッとしている子に，よくそんな顔できるねって思った。／ダメージを受けていない。

自分のところは逃げたい，グループでやったので，あまり関わりたくない。 

触れられたくもない。 

指導への 

不満 

 

11 

納得のいかなさ 

気持ちの区切れなさ 

どこか納得していない。／何で私だけが言われるのみたいな。／100％私が悪いわけじゃない。

傷つけてしまったということを出せない。引きずっている。／(気持ちのうえで)けりがついて

いない。ずっと卒業していくまである。／結局はずっと引きずりましたね，学年の終わりまで。

問題の 

遷延化 

 

6 

許してもらえない 

問題化されたゆえの長期化 

向こう(被害者)がずっと追求していくような感じ。許してもらえなかった。 

本当は子どもたちは分っていたと思うんです。でも親も巻き込んだから，ごちゃごち

ゃになっていった。／長くかかっていくのが，本当によかったのか。 

不調と  

否定的自己

意識 

 

16 

心身の不調 

植えつけられた罪悪感 

 

無価値感 

(指導後，加害者の生徒の)体調がずっとおかしくなった。 

人間ではない，あなたは生きている価値がないみたいなことを徹底的に刷り込まれた。／

自分は罪人という，自分を責めてしまうような(感覚が)，残ったまま。 

自分がいちゃいけない，自分はもうどうでもいい人っいう言い方をした。／被害者側

からいろいろ言われて浮いてしまって，どうせ俺はみたいなところがあって。 

加害者  

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

の形成 

 

4 

加害者アイデンティティの形成 長引くほどに，そういう(面白くない行動がエスカレート)行動に加害者側が走っていく／

だんだん崩れていく。普段学校ではしてはいけないこと，眉を剃るとか，ピアスとか。そう

いうことをすると他の子がついていく。／教師の裏で，裏サイトとか(でやるようになる)。

被害者へと

逆転 

 

6 

加害-被害者の共振 

 

どちらも被害者 

 

被害者となり不適応に 

その(いじめた側の)子が悪くなれば，いじめられた側の子も悪くなるというようなシ

ーソーゲームをずっと繰り返していきます。悪循環。 

どっちも被害者だったんじゃないか。／(運動でのペア決めに気を使う)この加害者も

またある意味被害者だった。 

一人はじかれたり，また変わったり。／(今度は加害者から)被害者になって不登校に。

いじめ経験

からの離脱 

 

10 

立ち直る場を求める 

 

経験を乗り越える 

高校に受かって行くというのを決めたとき，何か変われた。／更生する場っていうか。

(いじめは)やっちゃいけないことだけど，立ち直る場みたいなのも(いる)。 

新しい自分になりたい。／クラスの友だちにやっと(経験を)自己開示することができた。
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Figure 1 加害体験のその後の自己形成への影響についてのＫＪ結果図 

 

 

 

１．加害体験の受けとめと自己概念への影響 

 ＫＪ法の結果を記述するとともに，加害体験の受けとめと自己概念への影響について考察を進めて

いきたい。 

体験の受けとめと指導に対する反応 

 【加害体験の表現しにくさ】の一方で，〔誰かに言いたい〕という気持ちもある。養護教諭に対し

てであっても“人をいじめたってことをなかなか告白できない”“内緒にしてほしい”という気持ちを

抱きつつ，“お腹が痛いというのは嘘”“ちょっと話をしたくて(保健室に)来たんです”と，躊躇があ

ったことが語られる。加害行為が被害者に及ぼすかもしれない影響を心配する例が複数みられたが

(“修学旅行に来ないかもしれないというのが心配”など），そもそも体験を誰かに向かって表現する

ことが難しく，けれども自分の心の中にはその体験の置き場がないという状況でもある。【もともとの

特性】としては，“言ったもんがち”で，加害性を“絶対認めない”ような〔攻撃的な特性〕と，家庭
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環境をはじめとする“何らかの傷，事情を抱え”ているような〔相応の事情〕がみられた。“この家庭

環境の中では，よく頑張っているよねみたいな範囲に入る子もいる”という養護教諭の語りにあるよ

うに，友人関係や学級風土にとどまらない家庭背景をもつ生徒の状況も指摘されている。 

指導をされ，反省を求められる場面において，自分の気持ちをどう表現していいのか分らないまま

誤解をされたというエピソードが語られている(“顔を取り繕うことができなかった”）。〔(指導にも)

ケロッとして〕〔責任を負いたくない〕という【指導を受けとめない反応】も，〔泣く〕〔後悔〕という

【指導を受けとめた反応】も，いずれも外側からとらえられた反応である。多様な反応が教師の側に

把握されてはいるものの，生徒の内面との齟齬があると，“何で私だけ”というような〔納得のいか

なさ〕〔気持ちの区切れなさ〕をもつ【指導への不満】となり，【問題の遷延化】へとつながりうる。

〔気持ちの区切れなさ〕は，“傷つけてしまったということを出せない”表現のしにくさとの関連がみ

られ，卒業や学年の終わりまで“引きずってしまう”ことにもなる。 

自己概念への影響とその後の経緯 

問題が当事者間で一区切りしなかった場合，〔許してもらえない〕〔問題化されたゆえの長期化〕と

いう【問題の遷延化】が起こる。被害者が納得しない，生徒同士ではなく親などが関与してくること

の影響がその背景要因としてある。ごちゃごちゃになっていくと，【不調と否定的自己意識】という加

害生徒の心身および自己概念への影響が生じる。加害者とされた生徒が被害者の状態と共振して〔心

身の不調〕をきたしたり，“自分はどうでもいい”“どうせ俺はみたいな”〔無価値感〕や，さらには事

例が困難化した場合であるが“人間ではない，あなたは生きている価値がないみたいなことを徹底的

に刷り込まれた”り，“自分は罪人という，自分を責めてしまうような(感覚が)，残ったまま”になっ

てしまうこともある。これは例外的な事例ではなく，複数の事例を通してみられた生徒についての語

りであり，こうした〔植えつけられた罪悪感〕の内面化により，経過が長引くほどに“崩れていく”

ような事態が引き起こされかねない。さらには，“面白くない行動のエスカレート”による【加害者ア

イデンティティの形成】や，いじめの関係性に閉じ込められ【被害者へと逆転】することもある。こ

うした感情を表現し，立ち直るような場が加害者によってみいだされて，はじめて変化が可能となる。

それは，〔立ち直る場を求める〕〔経験を乗り越える〕という【いじめ経験からの離脱】であるが，“ク

ラスの友だちにやっと(経験を)自己開示することができた”という，自己を表現できる，“新しい自分”

を試すことのできる場があることの必要性と，そうしたことが長期にわたる自己概念への影響の中で

なんとか成し遂げられていくことが示唆されている。 

２．否定的な自己概念と罪悪感 

 以上の結果に示された，否定的な自己概念や罪悪感について，どのように考えていったらよいのだ

ろうか。本間(2003)は，加害者がいじめをやめる理由としてもっとも多かった自由記述が「加害者自

身の変化」(全体の 84.3％)であり，「いじめ停止が自己反省や成長などの加害者自身の肯定的な変化
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として意識されている」として，教師による「加害者と被害者の関係性への十分な理解に裏打ちされ

た加害者への対応」の必要性を述べている。友清(2004)は，国内のいじめに関する研究論文を加害者

の観点からレビューした結果，今後の課題として４つ指摘し，加害者については「事例研究を通じて

加害者への指導効果の検討」と「加害者に適切な罪悪感を育てる方法の開発」を挙げている。後者に

ついては，加害者への日頃のストレス緩和や適切な自己評価をもてるような関わりも含めた，バラン

スの取れた毅然とした働きかけの重要性が併せて示唆されている。学級風土や家庭がもつ暴力的な文

化，加害者のもつ被害体験への着目は，「加害者性と被害者性の統一」という観点からアメリカの刑務

所での治療的取り組みをもとに紹介され(坂本,2012)，日本においても臨床心理士の関与のもとセラピ

ューティック･コミュニティでの実践が始まっている(毛利ほか,2012）。これは，いじめ問題の解決へ

の本質的な問いは「私たち自身のなかにある加害者・被害者双方の顔と向き合うところに見出せる」(杉

渓,1996)と以前から指摘されてきた課題とも関連する。本研究でみいだされた「植えつけられた罪悪

感」を，つまり外から押しつけられた迫害的な罪悪感を自分自身にとって意味をもち，引き受けてい

くものへと転換していく手がかりとなるものであろう。 

思春期の子どもたちにとって困難なのは，本研究でも見出された内面で感じていることの言語的表

出の難しさ，さらには非言語的表出とのズレである。加害者に適切な罪悪感を育てる(友清,2004)ため

には，こうした表出のしにくさを十分にふまえ，閉じた集団の中で醸成される迫害的な雰囲気と無力

感とを十分に共有している者として大人が関わることが大切であろう。松木(2002)は，残酷な超自我

対象が押し込んできた植えつけられた(implanted)迫害的な罪悪感は，無理に持ち込まれた異物として

しか自己の中に置かれないため，そのままでは「こころの痛み」となることはないと指摘している。

それは耐えられる形で痛みが心の中に棲みつけるようになるまで，他者の心のなかに不安と苦痛は包

み込まれる必要があるのだ。芹沢(1994)は，イノセンスの表出を封じ込めず，付加されたものを解体

する方策を子どもたちと一緒に探すという言い方をしている。「傍観者」「観衆」もひとり無垢な者，

つまり部外者としてそこに存在することはできず，共謀性という意味では加害行為に否応なく参与さ

せられるという側面についての視線を欠かすことはできないと考えられる。 

３．本調査の限界と今後の課題   

 今回の調査は関係性攻撃によるいじめのケースが多かったため，もともとの性格特性や暴力的な文

化(学級風土など)の影響は十分に考慮できていない。ベテランの養護教諭が関わった事例を想起して

もらうというかたちで調査を進めたため，加害者とされた生徒が指導後に心身の調子を崩すことによ

って関与に至った事例が複数あったことの影響も本研究の結果には影響している。深刻ないじめや暴

力との質的な違いをふまえながら，今後は加害生徒への指導がうまく受けとめられた事例についての，

指導の受けとめを左右する要因を広く考慮した事例研究による知見の蓄積が求められる。 
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情動への評価と愛着との関連 
 

Evaluation of emotion and attachment 
 

奥村 弥生 
Yayoi Okumura 

 

要 旨 
人は，自分の怒りを恥ずかしいものと感じたり，悲しみを厄介なものと思うなど，自己

の情動に対して評価的な捉え方をすることがある。本研究では，このような自己情動への

評価の個人差は，他者との関係性の中で情動をどのように取り扱われてきたかに関連して

いるのではないかという観点に基づき，関係性の指標として愛着を取り上げ，情動（悲し

み・怒り）への評価との関連について調べた。大学生ら 149 名を対象に質問紙調査を行っ

た結果，情動への他者懸念的評価は両価的な愛着や，回避的な愛着（悲しみのみ）と関連

しており，情動への負担感は，両価的な愛着と関連していることなどがわかった。これに

より，概して情動への否定的評価と不安定な愛着スタイルが関連していることが明らかに

なった。また，その関連性は，より詳細には，情動の性質と愛着のスタイルによってそれ

ぞれ異なることが示された。 

 

キーワード：情動への評価，愛着，関係性，メタ情動 
 

問題と目的 

人はしばしば自分の怒りを恥ずかしいものと感じたり，悲しみを厄介なものと思ったり

することがある。あるいは，それらの情動を自分にとって必要なものと思うこともある。

自己の情動をどのように捉え，どのように評価するのかということは，その情動の取り扱

いに大きく影響を与えるものと思われる。例えば，自己の情動を恥ずかしい，厄介だなど

と感じていると，情動を認識しにくくなったり，表現できなくなったりすることが考えら

れる。逆に，そのような評価が変化し，自己の情動を肯定的に捉えるようになるならば，

自己や自己の情動経験への捉え方にも変化が生じる可能性があるだろう。 

奥村（2008）はこのような情動への評価について，「自己が経験した情動に対する肯定・

否定などの価値づけを伴う評価」と定義し，悲しみと怒りにおける情動への評価尺度を作

成している。その結果，情動への評価の 3 側面として「他者懸念（自己情動に対する恥な

どの他者を意識した否定的評価）」「必要性（自己情動の必要性や有用性を認める肯定的評

価）」「負担感（自己情動に対してきつさや厄介さなどの負担感を感じる否定的評価）」を見

出している。そして，情動への否定的評価（他者懸念・負担感）は，アレキシサイミアの

下位要素である情動の認識困難および言語化困難と正の関連を持つことが報告されている。

これにより，同じ悲しみや怒りの情動であっても，人によってそれに対する評価は異なる
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こと，また，情動をいかに評価するかということが，情動の認識や言語化に関連している

ことが示唆されている。 

ところで，情動は自己の中だけで経験されるものではなく，他者との関係性の中で経験

され，表出や抑制がなされるものであろう。そして，自己情動への評価も，他者との関係

性によって異なってくるものと思われる。例えば，自己の情動を他者に肯定され，受け入

れられるのか，それとも拒否され，抑制を強いられるのかによって，自己の情動をどのよ

うに評価するかは異なってくるだろう。特に，重要な他者との関係性や，そこから形成さ

れた内的な他者表象は，自己情動への評価と大きく関連している可能性が考えられる。し

かし，情動への評価が，他者との関係性とどのように関連しているのかについてはこれま

で検討されていない。よって本研究では，他者との関係性の指標として愛着を取り上げ，

情動への評価と愛着との関連から検討を試みることにしたい。 

愛着理論（Bowlby, 1969, 1973, 1980）は，母親をはじめとして，人が人生において構築

する重要な対象との関係性を理解するのに重要な知見を数多く生み出してきた理論である。

愛着理論によると，子どもは生来，特定の対象との近接を求める性質をもって生まれ，母

親を代表とする重要な対象（愛着対象）との近接を維持するために様々な情動をシグナル

として表出する。例えば，母親との分離に泣いて悲しみを表出したり，再会時に喜びを表

したり，子どもによっては自らを置いていった母親に怒りを示したりする（Ainsworth et al, 

1978）。これらの情動表出は，養育者への愛着シグナルと理解され，それを養育者が感受し，

適切に応答することで子どもは安定した愛着を築いてゆくとされている。しかし，そのよ

うな子どもの情動表出への応答の仕方には，養育者によって違いがあり，それに対応して

子どもの愛着にも個人差が見られることが指摘されている（Ainsworth et al.,1978）。 

安定型の愛着スタイルにおいては，子どもの愛着シグナル（情動）に対する養育者の応

答性が高く，対応が一貫している（Ainsworth et al.,1978）。そして，子どもは情動を自由

に表出すること，情動の喚起は破壊的なものではないこと，他者の助けを借りてすぐに情

動の均衡が取り戻しうることを学んでいるという(Sroufe,1996)。一方，不安定な愛着の一つ

である回避型の愛着スタイルにおいては，養育者が相対的に拒否的で応答性が低いため，

子どもは愛着シグナルとしての情動を表出しても，それを適切に受け止めてもらえず，逆

に養育者がそれを忌避して離れていってしまうことが多い（Ainsworth et al.,1978）。よっ

て，子どもは養育者との距離を一定範囲内にとどめておくために，むしろ情動表出を最小

限に抑え込むパターンを形成する（遠藤・田中,2005）。また，もう一つの不安定な愛着と

される両価型の愛着スタイルでは，養育者は，子どもの情動表出に応答はするものの，そ

の応答の仕方に一貫性がない（Ainsworth et al.,1978）。子どもは養育者がいつ離れていく

か予測がつかないため，養育者の動きに過剰なまでに用心深くなり，養育者の関心を自ら

に引きつけておくために，最大限に情動表出を行うパターンを形成する（遠藤・田中,2005）。 

このように，愛着対象との間で経験される情動経験は愛着スタイルによって違いがあり，

そこで偏った情動コミュニケーションがなされると，それが自己内での情動処理の偏りに
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もつながっていく(Bretherton,1990)など，その人自身の情動に関する特性にも影響を及ぼ

す。情動への拒否的応答に由来する回避型の愛着スタイルは，苦痛な情緒や記憶を遠ざけ，

抑制をしようとするのに対し（不活性化），情動への一貫性のない対応に由来する両価型の

愛着スタイルは，情動の統制に困難を示し，否定的情緒や記憶にアクセスしやすい（過活

性化）といった特徴がこれまでに指摘されている(Shaver & Mikulincer, 2002)。また，情

動への評価に近い概念として，情動への意識的態度に着目し，愛着との関連を調べた坂上・

菅沼（2001）によると，意識的態度の一因子である‘情動への不快感’（自他の情動表出や

情動経験に対してどの程度不快な情動を持っているか）と愛着との間には，愛着の安定性

が悲しみへの不快感と負の相関があること，回避性と両価性が悲しみと喜びへの不快感と

正の相関があること，愛着の安定性が高い人は回避性が高い人に比べて悲しみや喜びに対

して不快感を持っていないことなどの関連が認められている。このようなことから，個人

の情動に関する特性は愛着と密接な関連があると考えられ，情動への評価という点につい

ても，愛着との関連という視点から検討することに意義があるものと思われる。  

そして，様々な情動の中でも，他者との関係性の中で経験される基本的な情動である悲

しみや怒りを今回は取り上げたい。悲しみは，愛着対象との分離に際して経験される代表

的な情動であり，怒りも，分離に対する抵抗や受け入れられなさとして表出されることも

あれば，場合によっては対象との関係を壊すこともあるなど，愛着対象との関係性の中で

重要な役割を果たす。 

情動への評価と愛着の関連として，具体的には，安定した愛着においては，様々な情動

が意味のあるものとして体験され，情動は必要なものであると肯定的に評価することと関

連していると考えられる。一方，不安定な愛着（回避型・両価型）では，情動は他者との

関係において受け入れられないもの，理解されないものとして評価され，他者懸念と関連

する可能性がある。また，不安定な愛着の中でも両価型の愛着は，対象の関心を引くため

に情動経験を強調する傾向があり，悲しみや怒りの主観的経験頻度が高いこと（Magai, 

Distel & Liker, 1995; 坂上・菅沼,2001）や，実際の情動経験よりも強い情動を経験した

ように記憶バイアスがかかる傾向があること (Pietromonaco & Barrett, 1997)などが報告

されている。よって，悲しみや怒りというネガティブな情動への負担感は高くなると思わ

れる。一方，情動表出に拒否的な対象との関係に由来する回避的な愛着では，情動経験自

体が抑制される傾向があるため，負担感を高く評価するとは限らないと考えられる。 

よって本研究では，①悲しみと怒りにおける「他者懸念」は，回避型および両価型の愛着と関連

を持つ，②悲しみと怒りにおける「必要性」は，安定型の愛着と関連を持つ，③悲しみと怒りにおけ

る「負担感」は，両価型の愛着と関連を持つ，という仮説を設定し，検証する。分析に際しては，個

人の特性傾向としての愛着との関連について調べる（分析 1）とともに，個人を各愛着スタイルに分

類した上での群間比較（分析 2）も合わせて行う。それにより，特性的観点から各愛着傾向の特徴

をそれぞれ調べるとともに，類型的観点から各愛着間での比較を行うことができ，より詳細な検討が

可能になると考えられる。 
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方法 

調査協力者 

 大学生・専門学校生 149 名（男 74 名，女 70 名，不明 5 名，平均年齢 20.1 歳，標準偏差

＝1.85，年齢幅 18～28 歳）。質問紙に，回答を拒否してもいいこと，成績には無関係であ

ることを明記した上で講義時間に配布した。また，分析結果をまとめた資料を配布してフ

ィードバックを行った。 

調査内容 

1．情動への評価： 情動への評価尺度（奥村, 2008） 悲しみ・怒り各 22 項目（計 44

項目）。情動への評価の 3 つの下位因子である，他者懸念（項目例：悲しみを感じることに

対して，恥ずかしいと思うことがある），必要性（項目例：悲しみを感じることは必要だ），

負担感（項目例：悲しみを感じることに対して，きついと感じる）を測定する。6 件法。尺

度の信頼性，再検査信頼性，妥当性は，奥村（2008）で確認されている。 

2．愛着スタイル： 内的作業モデル尺度（戸田,1988）18 項目。愛着の安定性（項目例：

私はすぐに人と親しくなる方だ），回避性（あまり人と親しくなるのは好きでない），両価

性（項目例：私はいつも人と一緒にいたがるので，ときどき人から疎まれてしまう）の各

愛着傾向を測定する。6 件法。 

 

結果  

情動への評価尺度と内的作業モデル尺度の平均値および標準偏差，Cronbach のα係数を

それぞれ Table1 に示す。データに大きな偏りはなく，信頼性も十分に分析に耐えうるもの

であることが確認された。 

 

平均値（標準偏差） α係数
悲しみ 2.50( .78) .84
怒り 3.30(1.00) .90

悲しみ 4.37( .86) .86
怒り 3.75( .96) .88

悲しみ 3.49(1.06) .83
怒り 3.98(1.04) .79

安定性 3.40（ .84） .82

回避性 3.15（ .84） .71

両価性 3.80（ .88） .79

負担感

内的作業
モデル

他者懸念

必要性

Table 1
情動への評価尺度得点と内的作業モデル尺度

得点の平均値及び標準偏差，α係数
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分析 1 

情動への評価と各愛着傾向との関連を調べるため，情動ごとに，情動への評価尺度の下

位尺度得点と内的作業モデル尺度の各愛着得点との Peason の相関係数を算出した（Table 

2）。その結果，悲しみにおける必要性を除いて全ての情動への評価と愛着との間に有意な

相関が認められた。相関係数が.20 に満たない場合は，通常ほぼ無相関とされるため，.20

以上の相関係数が見られたものについて取り上げる。まず，悲しみの他者懸念は，回避性

との間に.23 の正相関，両価性との間に.40 の正相関があった。怒りの他者懸念は，両価性

との間に.43 の正相関があった。よって，仮説①は，怒りの他者懸念と回避性に関連が見ら

れなかった点を除いておおむね支持された。必要性は，仮説②に反して安定性との関連は

認められなかった。そして，仮説にはなかったものの，怒りの必要性と両価性との間に-.21

の負相関が認められた。負担感は，両価性と.33（悲しみ），.38（怒り）の正相関がそれぞ

れあった。よって，仮説③は支持された。 

 

安定性 回避性 両価性

悲しみ   -.17*    .23**    .40**

怒り   -.03    .07    .43**

悲しみ    .15†   -.06   -.10

怒り    .08    .11   -.21*

悲しみ   -.01    .16†    .33**

怒り    .04    .12    .38**

†p <.10, *p <.05, **p <.01

Table 2 情動への評価と愛着との相関係数

他者懸念

必要性

負担感

 

 

分析 2 

次に，各愛着スタイル間での比較を行うため，内的作業モデル尺度の得点を基に調査協

力者を安定群，回避群，両価群の 3 つに分類し，情動への評価得点の群間差を検討した。

調査協力者の分類手続きは，坂上・菅沼（2001）に倣い，内的作業モデル尺度における 3

つの下位尺度（各愛着傾向を測定する尺度）の中で，各人がもっとも高い得点を得た下位

尺度に相当する愛着スタイルを，その人のドミナントな愛着スタイルとみなすこととした。

この手続きで 44 名（男 18 女 25 不明 1）を安定群，21 名（男 11 女 10）を回避群，73 名

（男 40 女 29 不明 4）を両価群とした。複数の下位尺度で同得点を示した 9 名およびいず

れかの愛着下位尺度に欠損値のあった 2 名については特定の愛着スタイルを同定できない

ため，分析の対象から除いた。 

 愛着スタイル間で情動への評価が異なるかを比較するため，愛着群を独立変数，情動へ

の評価尺度の各下位尺度を従属変数とした 1 要因 3 水準の分散分析を行った。各愛着群の
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情動への評価下位尺度得点の平均と標準偏差を Table 3 に示す。その結果，悲しみ・怒りと

もに他者懸念と負担感において主効果が有意であった。多重比較の結果，悲しみにおける

他者懸念は，両価群が安定群よりも有意に高く，回避群も安定群よりも高いという有意傾

向を示した。また，怒りにおける他者懸念は，両価群が安定群よりも高かった。悲しみに

おける負担感は，両価群・回避群が安定群よりも有意に高く，怒りにおける負担感は，両

価群が安定群よりも高かった。 

 

安定群 回避群 両価群 F値 多重比較
(n=44) (n=21) (n=73)

悲 2.14( .74) 2.59( .65) 2.72( .79) 7.96** 安＜両** 安＜回†

怒 2.91(1.13) 3.34( .99) 3.54( .91) 5.27** 安＜両**

悲 4.46( .74) 4.14( .87) 4.32( .90) 1.02
怒 3.91( .80) 3.79(1.15) 3.55( .99) 1.95

悲 3.04(1.17) 3.79( .99) 3.65( .95) 5.93** 安＜両** 安＜回**

怒 3.62(1.25) 4.10( .93) 4.16(1.06) 3.91* 安＜両*
負担感

他者懸念

必要性

†p <.10, *p <.05, **p <.01

Table 3 愛着群における情動への評価得点の平均値（SD）と分散分析結果

 

 

考察 

本研究では情動への評価と愛着との関連について検討を行い，分析 1・2 を通して，両者

の関連が明らかになった。以下に，情動への評価ごとに考察する。 

他者懸念  

他者懸念は，悲しみ・怒りともに両価型の愛着と関連が認められた。分析 1 では，他者

懸念と両価性との間に中程度の正の相関が認められ，分析 2 でも，両価群は安定群に比べ

て他者懸念が高いことが示された。 

両価型の愛着は一貫性の低い応答をする対象との関係に由来し，情動を表出してもその

意味やメッセージが正確に伝わらないことが相対的に多い。悲しみや怒りといったネガテ

ィブ情動は，意味を理解されてフィードバックされ，心に収まるというプロセスを経るこ

とができず，他者には理解されないネガティブなものとして当人に感じられることになる

と考えられる。さらに，それが両価型の人の情動の統制困難さ(Shaver & Mikulincer, 2002）

につながり，それが他者の否定的な対応を引き出すことで他者懸念を高めるという関連性

の仕方も考えられるだろう。 

また，悲しみの他者懸念は回避型の愛着とも関連があることが示された。分析 1 では.23

と弱い値ではあるが正の相関が見出され，分析 2 では，回避群は，安定群に比べて他者懸

念が高い傾向を示した。一方，怒りの他者懸念は回避性との関連を示さなかった。悲しみ

と怒りとで回避性との関連がこのように異なったのは，それぞれの情動が備えている性質

の違い（Malatesta & Wilson, 1988）によると考えられる。悲しみは，喪失や傷つきによっ
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て引き起こされることが多く，自己の苦痛や傷つきを他者に伝え，共感やサポートを引き

出して他者との親密性を高める性質がある。しかし，拒否的で応答性の低い対象との関係

に由来する回避性の愛着が高い人にとっては，悲しみがむしろ対象から拒絶された経験と

結びついて，恥ずかしく情けないなど他者懸念的に評価されるということが考えられる。

回避型の人が，他者との親密な関係を回避し，他者へサポートを求めるのに抵抗を示すの

も（Vogel & Wei, 2005），このようなあり方が関係していると考えらえる。それに対して，

怒りはむしろ他者への威嚇として表出されることもあり，時には他者との関係を遠ざける

こともある情動である。他者との親密な関係を退ける（Bartholomew & Holowitz, 1991)

回避性の人にとって，怒りは必ずしも他者懸念的意味を持たないのかもしれない。 

負担感 

負担感については，悲しみ・怒りともに両価型の愛着との関連が認められた。分析 1 で

は，弱い正の相関が認められ，分析 2 では，両価群は安定群に比べて負担感が高かった。 

両価型の由来となる関係性では，自己の情動シグナルに対して一貫性のない対応が多い

ため，情動が沈静化しにくく統制に困難を持ちやすい。そのため，悲しみや怒りが負担に

感じられやすくなるということが考えられよう。また，一貫性のない対象の注意を引きつ

けるために苦痛を過度に強調する傾向があり，それが，情動をより負担なものとして評価

することにつながることも考えられるだろう。 

また，本研究では怒りへの他者懸念・負担感いずれも両価性との間に関連が認められた

が，坂上・菅沼（2001）では，怒りへの不快感と愛着との関連は認められていない。‘不快

感’には自己情動だけでなく他者の情動への不快感も含まれていることから，両価性が他

者の怒りよりも特に自己の怒りに対する他者懸念・負担感を強く有している可能性が考え

られるだろう。こうした点については，自己情動と他者情動とを分けて測定し，より明確

な結果を得る必要がある。 

そして，分析 2 では，悲しみの負担感が，回避群が安定群に比べて高いという結果も示

された。分析 1 では.16 の相関の有意傾向しか認められなかったが，坂上・菅沼（2001）で

も悲しみへの不快感が回避性と正の相関を示したことなども合わせて考えると，回避性の

愛着は概して悲しみへの否定的評価に関連すると考えられる。これは，先に述べたように，

自己の傷つきや弱さを伝え親密さを引き出す悲しみが，回避型の人にとって否定的な意味

を持つことによるものと考えられよう。 

必要性 

情動への肯定的評価である必要性については，安定型の愛着と関連するという結果は得

られず仮説は支持されなかった。安定型はオープンで偏りのない情動処理と関連している

(Bretherton,1990)とされるが，そのことと情動を肯定的に評価することとは必ずしも一致

しないと考えられる。ただ，分析 2 の結果から，安定群に分類される人は，少なくとも情

動への否定的評価は回避群・両価群と比較して低いということができる。安定型と不安定

型との違いは，情動の必要性という肯定的な側面ではなく，むしろ否定的な側面にどれだ

－24－



け注目するかという点にあるのかもしれない。 

また，仮説にはなかったものの，怒りにおける必要性は，愛着の両価性と負の関連があ

った。両価型は対象との関係にとらわれ，分離における怒りを統制することが難しく，ま

たその怒りが関係の維持に働くこともあれば，破壊の方向に働く可能性もある。両価性の

高い人にとって，怒りは取扱いが難しく，肯定的に評価しにくいものと考えられる。ただ

し，分析 2 では，有意な差は認められておらず，今後より慎重に確かめていく必要がある。 

まとめと今後の課題および臨床的示唆 

以上の結果から，概して情動への否定的評価と不安定な愛着スタイルが関連しているこ

とが明らかになった。また，その関連性は，より詳細には，情動の性質と愛着のスタイル

によってそれぞれ異なることが示唆された。これは，自己情動への評価が，愛着関係の中

で情動がどのように取り扱われたかに関連していることを示唆するものと思われる。ただ

し，両者の間に認められた相関係数は.2～.4 であり，中程度以上のものではなかった。また，

細かな点では坂上・菅沼（2001）による先行研究と異なる点もあり，自己情動への評価と

他者情動への評価とで異なることによる可能性が考えられることから，この点についての

さらなる検討が必要である。また，同じ否定的な評価でも，自己内で経験される負担感と

他者の目を意識しての他者懸念は異なる。今回は，愛着という他者との関係性のあり方と

の関連を見たため，相対的に負担感よりも他者懸念との関連性が強く認められたと考えら

れる。今後は，個々の情動の性質，情動への評価の種類，愛着のスタイルのそれぞれによ

る関連の仕方について検討していくことで，関係性の中でどのような情動が経験され，そ

れがどのように情動への評価に関連していくのかをより明らかにすることができるだろう。 

最後に，本研究で得られた結果は心理臨床場面における理解の一助ともなると思われる。

クライエントの抱く情動への評価，捉え方，構えなどを見ていくことや，その背後にある

対象との関係性について考えることは有用であろう。今回の結果から考えるならば，情動

への否定的評価の背景には，自己の情動に対して拒否的であったり，一貫した対応をして

くれない対象や関係性があるのかもしれない。そして，このような情動への評価と対象と

の関係性は，セラピストとの関係にも同様に持ち込まれる可能性がある。よって，セラピ

スト自身が関係性の中に現れる情動をどのように評価するのかということが，クライエン

ト自身の情動への評価の変化にも重要な意味を持つだろう。 

愛着理論と精神分析の橋渡しを試みる Fonagy (2001)は，子どもの情動に応える母親の感

受性・応答性を，例えば Winnicott (1956)のいう母親の照らし返しの機能などにも対応する

ものとして論じている。Winnicott (1956)によれば，母親は子どもの状態を照らし返す鏡の

役割を果たすが，これを本研究の文脈に用いるならば，子どもが情動を表出したとき，そ

れを照らし返す母親のまなざしが，はたして受容的な色を伴っているのか，拒絶的な色を

伴っているのかによって，子どもが自己の情動をどのようなものと捉えるかは変わってく

るだろう。これは，臨床場面でのセラピストの役割にも当てはめて考えられるものである。 
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押井守論（１）――表現原理の基底にあるもの  
A Study of Mamoru Oshii ( 1 ) 

―What Lies at the Basis of Expression Principles― 
   

小菅 健一 
  Ｋen-ichi Kosuge 

 
 
 
 

要 旨  
アニメーション映画と実写映画という視覚芸術、小説という言語芸術のジャンルを超えたユニーク

な表現活動を繰り広げている、映画監督の押井守の制作・創作の表現原理の問題を解き明かしていく

ために、押井論の前稿である「《言語映像》と《映像言語》による表現論の結節点――押井守論の前

提として――」の表現論の考察を踏まえた上で、アニメーション映画・実写映画・小説の三つの領域

の存在を確認して、統一した表現原理を措定するために、「押井守」的な表現を実体化する必要性に

逢着して、その第一歩として、取り敢えず、同じジャンルに属するアニメーション映画と実写映画に

目を向けて、両方を同じ「映画」と捉えることによって展開していく問題の考察と今後の課題を提示

した論文である。 

 

序 

 

コミュニケーション手段であるとともに、自己表現手段でもある〈ことば〉＝〝言語〟が持ってい

る、〈イメージ〉喚起力という〝映像〟性に起因する《言語映像》と、〝映像〟＝〈イメージ〉という

二次元的な表現が、その存在自体に持っている、表現者と観客（視聴者）、つまり、〝映像〟の発信者

と受信者の立場の相違によって、内在的・外在的な意味合いで発生する〝言語〟性に起因する《映像

言語》、それぞれの概念定義の措定と理論構築に基づき、言語芸術としての小説（文学）、そして、視

覚芸術としての実写映画とアニメーション映画、異なる二つの芸術ジャンルとそれぞれに属する作品

において見出すことの出来る、位相や質感の異なる三種類の〝映像〟の存在を明らかにした上で、そ

れぞれの〝映像〟の独自性や相互の連関性、さらには、表現としての可能性と限界について、論者の

違いによって生起する恣意性のバイアスを排除して、有機的かつ相対的に論じていくことが可能であ

って、《言語映像》と《映像言語》の問題を活性化させて、より広範囲にジャンル横断的なダイナミッ

クな作品論を展開させていくことの出来る興味深い存在として、アニメーション映画の演出家であり

監督、実写映画の監督、そして、小説家でもある、脱領域の表現者の押井守というキーパーソンに逢
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着するまでの思考過程の顛末を論じた、前稿の「《言語映像》と《映像言語》による表現論の結節点―

―押井守論の前提として」（１）の続篇にあたるものが本稿である。 

《言語映像》と《映像言語》の問題を表現論として考察していく上で、なぜ、アニメーション映画

や実写映画を制作活動の中心に据えた、押井守という表現者の様々な表現の問題を論じることが、有

効な視座を与えてくれるのかということに関しては、既に、前稿において、その必然性と有効性に関

して詳述しているので省略するが、ポイントは、押井守がこれまでに繰り広げてきた、視覚芸術と言

語芸術の領域やジャンルを横断・超越した様々な表現活動の展開を支えていた、制作や創作の表現原

理を分析していくことによって、《言語映像》と《映像言語》をめぐる三種類の〝映像〟の相関性がも

たらす、〈イメージ〉表現のダイナミズム、つまり、新たな可能性を解き明かしていくことが出来るか

らなのである。 

 まず、本稿の前提として確認しておかなければならないのは、視覚芸術（アニメーション映画と実

写映画）と言語芸術（小説）に対する、押井守の基本的な立ち位置（距離感）の問題である。脱領域

の表現者として、その存在のユニークさについて、これまで正しく論じられることが少なかったのは、

表現活動の主戦場になっている、異なる三つの領域（アニメーション映画・実写映画、小説）、もしく

は、二つの領域（映画、小説）において、それぞれのジャンル論や個々の作品論については、結果と

して、それぞれの作品の作者その人が押井守であるという共時的・限定的な事実に、当然、収斂して

はいくのだが、脱領域の表現者としての「押井守」に内在している、通時的・総体的な存在としての

創作意図や表現原理にまで、それぞれの論が踏み込んでいくことはあまりなく、対外的に表現された

作品世界の表層の相違（物理的な存在の違い）ということで、それぞれの領域において、体系的・機

械的な分析によって作業的に処理されてしまい、それぞれ、単相のジャンル論や個々の作品をめぐる

独立した表現活動として、各論のレベルで単純に論じられてしまうために、多彩な表現活動をそこそ

こ無難にこなしていくことの出来る、器用なマルチプレイヤーといった位置づけがなされていたから

である。その一般的に構築されている既定事実の枠組みに対して、揺さぶりをかけていくことで、《言

語映像》と《映像言語》という表現の新たな可能性を見出していきたい。 

 

一 

 

押井守は、アニメーション映画と実写映画、そして、小説と三つの領域を自由自在に横断する形で、

制作・創作したそれぞれの作品において、自分の持ち味を存分に発揮して個性的な作品を発表してい

る訳だが、現段階において、一般的に広く認知されていて、対外的に比較的安定した評価を得ている

ものは、〝映像〟をメインにして制作された作品群、特に、アニメーション映画の諸作品ということ

になる。押井守自身が強いこだわりと思い入れを込めて、その全精力を注いで制作していると断言し
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ても過言ではない、実写映画の作品に対する世間的な評価は、押井の意図や意気込みの大きさと反比

例するかのように、際立って低いというのが現状なのである。（アニメーション映画と実写映画の関係

性の問題は、本稿の後章で論じたい）。まして、押井守の執筆した小説などに至っては、言語芸術とし

て、権威的な評価づけがなされる文芸評論の論述対象となったり、マスコミによって世間を賑わすベ

ストセラーの話題作や問題作として、脚光を浴びるようなこともなく、一部のマニアックなファンに

受けるだけで、ほとんど黙殺されていると言っても良いような状態であるのが現実である。 

そういった世俗的な評価はともかくとして、当然のことではあるが、対外的に発表されたそれぞれ

の作品が、アニメーション映画であれ、実写映画であれ、たとえ、小説であったとしても、他の表現

者たちと競い合うそれぞれの専門領域において、その実現された個々の作品の位相や完成度のレベル、

批評家による評価、興行収益や売上高、動員人数など、様々な毀誉褒貶や客観的な数字によるデータ

は確固たる現実として存在している訳で、いつでも取り揃えることは可能である。けれども、大切な

ことは、表現主体として同一人格である押井守自身にとっては、一つ一つの作品に取り組んでいく基

本的な制作・創作姿勢はもちろんのこと、これから解き明かしていく、アニメーション映画・実写映

画・小説、それぞれの表現行為を成立させる、表現動機の核心部分であり、表現原理を構成する本質

的な部分に関しては、三つの表現領域の間には、それぞれ優劣関係や前後関係などの序列や格付け、

そして、顕在化する矛盾やズレといったものなどは存在せず、安定した表現活動を継続的に行ってい

るという事実である。 

一般的には、アニメーション映画と実写映画、そして、小説と、押井守がこだわっている三つの領

域において、表現活動の成果として生み出された、それぞれの作品の中に発現されている表現原理の

クオリティーや、個々の作品自体の評価に関しては、従来から、それぞれの領域における一つ一つの

作品単独、もしくは、同じ領域における複数の作品の関連性ということで、それなりの評価を下して、

適切に処理していくことは十分に可能である。しかし、ひとたび、《言語映像》と《映像言語》の問題

を、ジャンルを超えたダイナミックな表現原理として、「押井守」の総体として論じていくことになる

と、論者の側に、アニメーション映画・実写映画・小説をトータルに捉えて、一律に論じていっても

破綻しない統一原理によって生み出された、明確な価値基準や評価軸を持って臨んでいかないと、領

域の相違がもたらすそれぞれの〈イメージ〉の既成概念や温度差によって、正当な評価を下すことは

出来なくなってしまう。そこで、領域の相違がもたらす表現方法や表現原理の差異が生み出す、〈イメ

ージ〉の相違点を補正して、アニメーション映画・実写映画・小説をトータルに捉える射程を持った

統一原理が求められるのだが、そんな都合の良い既成の原理・原則は存在していない。最終的には、

視覚芸術と言語芸術のジャンルを超えた押井守の制作・創作活動を通じて顕現された、押井守に独特

な表現原理とその表現を、的確に把握・読解・分析していくための第一段階として、有効な視座を自

前で確定することから始めてみたい。 
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本稿においては、アニメーション映画・実写映画・小説の三つの領域を貫いて、最終的には一つの

ものであるかのように見なすことの出来る、押井守が展開している表現活動を支えている原理を、多

層的・多面的に捉えていく視座を確立して、〝映像〟と〝言語〟のハイブリッド性に満ちた「押井守」

的な表現ということで、包括的かつ総体的に考察を繰り広げていくことにする。ただし、その際に注

意しておかなければならないことは、常に、全体（アニメーション映画・実写映画・小説の三つの領

域の総体）の問題を総論として論じる場合には、部分（アニメ―ション映画、実写映画、小説、一つ

一つの領域の単体）の存在を、部分の問題を各論として論じる場合には、全体の存在を、それぞれ意

識しておくということである。論者の側にそうした観念操作による制御を怠ってしまって、ただ、包

括的かつ総体的に全体を全体として論じていってしまうと、必然的に、制作や創作、そして、表現自

体の統一的な原理論を、概念的（抽象的）論理化するだけの独善的な観念論に陥ってしまうだろうし、

三つの領域それぞれの各論にこだわって閉鎖的に論じていってしまうと、アニメーション映画・実写

映画・小説の各領域にそれぞれ並行分割された、従来型の平面的で平板な論に留まって終わってしま

うという危険性が高くなるので、十分に留意しなければならない。 

そのために、複眼的かつフレキシブルな視点から、立体的に論を進めていくことが必要不可欠にな

ってくるのだが、アニメーション映画・実写映画・小説、本来、それぞれは異なる領域に属するもの

であるために、同一視はしないまでも、同じパラダイムに置いて、対等なレベルで比較対照しながら

単純に論じていくことが出来るものではないために、それぞれの相違点や差異を十分に意識化した戦

略的なアプローチを自前で構築していくことで、結果として、押井守の表現活動における、アニメー

ション映画・実写映画・小説、それぞれの領域や作品の存在意義や領域相互の関係性、位置づけを常

に視野に入れた、「押井守」的な表現の存在に辿り着くという訳である。 

そこで、手始めに一般的には馴染みのない〝「押井守」的な表現〟という、いささか抽象的な表現

方法を論述対象にして、読解・分析の焦点をあてることで、その実体の全体像の輪郭を確定していく

ための作業が必要になってくる。そのためには、当然のこととして、本稿の論者以外の第三者であっ

ても、その表現方法の原理の客観的な検証作業を、具体的に行っていくことが容易に出来るように、

「押井守」的な表現を概念化・論理化していくことが求められるだろう。「押井守」的な表現の読解・

分析に取り掛かるためには、最初から、視覚芸術と言語芸術のジャンルを横断した、アニメーション

映画・実写映画・小説の三つの領域に対して、均等に切り込んでいくのではなく、第一段階として、

アニメーション映画と実写映画という、同じ視覚芸術のジャンルに属していながらも、一般的に、そ

れぞれの作品の違いが際立っている、〝映像〟性の差異と相違点をめぐる、それぞれの問題から考察

していくことにする。 
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二 

 

まず、平均的な評価基準から考えてみたならば、アニメーション映画と実写映画の存在というもの

に関して、世間的に広まっている、先験的・潜在的な〈イメージ〉自体が持っている相違点（既存の

先入観や固定概念ということから見たならば、落差と表現した方が相応しい）、そこから自然に生起す

る視覚芸術として見た場合の一般的な優劣関係（一部の有識者やマニアックなファンからは異議が唱

えられるとは思うが、大多数の観客が、実写映画＝優、アニメーション映画＝劣と見なしている）は

もちろんのこと、アニメーション映画と実写映画、それぞれの作品を構成している〝映像〟表現の特

質＝テクスチュア（質感）の相違、つまり、映画を構成している最小単位であるフィルムの一コマ一

コマが、写真と同じような実際に撮影された外部の現実と等しい映像であるのか、人間の手やコンピ

ュータによって描かれた絵（画）であるのかの違いは、「映画」という同じ領域の枠組みによって括ら

れてはいるのだが、アニメーション映画と実写映画、両者の間に存在している、圧倒的な距離と決定

的な断絶は、大多数の素人の観客はもちろんのこと、アニメーション映画や実写映画の制作者である

映画監督、さらには、映画評論家や文化人と称する有識者にとっても、とにかく、誰がいつどこで見

たとしても、一目瞭然、似て非なるものということで、両者の関係が、同一のパラダイムにおいて、

同列・対等、そして何よりも正当に論じられることが、なかなかな無かったというのが実情である。 

そのために、アニメーション映画と実写映画、それぞれの作品の精緻な読解・厳密な分析において用

いられる、評価の基準になる尺度は、論述対象の主体になるそれぞれの作品が、たとえ、原作を同じ

くした産物であったとしても（商業ベースに乗った、メディアミックスなどと称して、一つの原作、

つまり、小説やコミックという二次元作品から、テレビドラマ化やアニメーション映画化、実写映画

化されていくようなケースにおける、アニメ―ション映画と実写映画の場合のこと）、さらには、本稿

で論じている押井守のように、たとえ、同一人物が制作したアニメーション映画と実写映画であった

としても、それぞれ異なったものを用いて対処していくのが、一般的なパターンになっている。 

 結果として、従来からある読解・分析方法をただ踏襲して論を組み立てていたのでは、新しいパラ

ダイムは開かれることなく、その他大多数の論の中の一つに過ぎないということになってしまって、

不完全燃焼に終わってしまうのが落ちである。特に、押井守のアニメーション映画と実写映画を論じ

ていく場合には、既存の枠組みに囚われることなく、それぞれの「映画」に対する押井独特の基本的

な立ち位置（距離感）を、十分に考慮して考察しなければならないことは、大前提として、前稿の「《言

語映像》と《映像言語》による表現論の結節点――押井守論の前提として」において、既に、簡単な

指摘・確認は済ませてはいるのだが、きちんとした説明・分析を行っておきたいと思う。 

 押井守は、アニメーション映画に関する専門雑誌で行われたロングインタビューにおいて、自己の

作品制作の原理や原則、そして、作品のテーマやモチーフなどのポイントについて、アニメーション
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映画の領域論や作品論、そして何よりも作品制作のための技術論として、自分自身の代表作や他者の

作品を効果的に参照しつつ、かなり踏み込んだ部分にまで様々なコメントをしているので、その発言

の幾つかを押さえていきながら、「押井守」的な表現のエッセンスを明らかにして、その考察を先に進

めていくことにする。 

 

 押井 （前略）アニメーションを、その内側から考えていってもね、多分、アニメ―ションって

いう現象は理解できないと思ってる。これは、いつも言ってる事なんだけどさ（笑）、映画っ

て枠の中で考えていかない限り、アニメの本質も理解できないはずなんだ。 

（中略） 

  押井  アニメーションをやってる人間自体が、その事を分かってない。アニメーションの方が

実は映画の本質により近いところで映画を作ってるのにね。実写をやっている人はどうか

と言うと、これまた、映画の事が分からない。何故なら映画の方法について考える必要が

ないから。考えなくても映画は成立するから。材料から全部作らなきゃいけないアニメー

ションの場合は、映画がどうやって成立するのか、そこから考えざるを得ないんです。だ

から、アニメについて考えるには、最初に映画について考えないと意味がないし、そこか

ら翻って考えないと、アニメ―ションの話をしても、多分、理解できない。（後略） 

  小黒  押井さんにとっては、アニメも実写も同じ、映画だという事ですね。 

押井  うん。僕は、最終的には、自分をアニメーションの監督だと思ってる。それは、実写の

職業監督がいて、アニメの演出家がいて、それぞれ違うジャンルで仕事してる、という意

味で言っているわけじゃない。映画というものを本質的なところで考えるスタンスに立つ

ために、アニメの監督である事を意識してるという事なんです。（中略）ゲームを作ったり

小説を書いたりするけど、それは映画を作ってる時とは全然違う自分を想定してやってい

る。映画でやれる事をゲームや小説でやりたいと思った事は無い。 

（中略） 

  押井  （前略）僕は映画しかやらない。（中略）僕に言わせれば、実写だろうが、アニメだろう

が、どれも同じ「映画」なんです。劇映画は全部自分の守備範囲。（中略）アニメだろう

が実写だろうがビデオだろうが、何でもいいんですよ。描いた画を使うのか、役者を使う

のか、手法から区別して映画を考えても多分、何  も出てこないっていうのはもう明ら

かだと思う。 

     （「押井守のアニメスタイル」 インタビュアー 小黒祐一郎）（２） 

  

アニメーション映画も実写映画も同じ「映画」として存在していて、その枠の中で同じように考え
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ていかなければならないという独特な立場に、押井守は自分の身を置くことを基本的な原則にして、

アニメーション映画と実写映画を、それぞれの作品の〝映像〟が成立するために必要な構成材料や、

その制作方法（手法）の違いで両者を区別して論じていくことは、無意味であると断定していること、

さらには、「映画というものを本質的なところで考えるスタンスに立つために、アニメの監督である事

を意識している」との発言があるように、「映画」の本質論を考えていく上では、実写映画よりもアニ

メーション映画の方に、その存在価値に優位性を置いて考えることが出来るなど、世間において、一

般的に流布しているアニメーション映画や実写映画の領域や、それぞれの作品に対する序列やイメー

ジと押井守の考えは、根本的に異なっているということが簡単に確認出来る。 

そして、この一連の発言の中で、もう一点しっかりと押さえておかなければならないことは、「映画

でやれる事をゲームや小説でやりたいと思った事は無い」と断言していることである。押井守がアニ

メーション映画・実写映画・小説、さらには、ゲーム・舞台演劇など、様々な表現領域を自由自在に

横断する形で、制作・創作活動を繰り広げている訳だが、それぞれの領域において行っている表現活

動は、その領域のメディア特性を十分に考慮しながら、そこに固有な作品の制作・創作を意図して、

その領域自体において完結させてしまうことを心掛けている、表現者としての潔さがうかがえるので

ある。ある一つのジャンルにおいて、成し遂げることの出来た作品は、それがたとえどんなに高い評

価を受けたとしても、そっくりそのまま別のジャンルに移植していくような二次利用、つまり、二番

煎じになるような焼き直しはしないという決意表明として、この発言を受け取ることが出来るのであ

る。押井守が目指している表現原理の到達点とも呼ぶべきものは、アニメーション映画ならば、「アニ

メーション映画がアニメーション映画であること」、実写映画ならば、「実写映画が実写映画であるこ

と」、そして、小説ならば、「小説が小説であること」といった具合に、それぞれの領域において、そ

れぞれがそれぞれであることという、存在意義から派生した、果たすべき本分を十二分に全うして、

それぞれの領域がそれぞれにおいて自己完結が遂げられているような境地だと言っても過言ではない。 

ただし、この命題に関する問題は、今後の押井守論の大きな柱の一つになってくるので、本稿におい

ては、あまり深入りはしないのだが、少しだけ簡単に触れておくと、実際問題として、押井守は表現

活動の領域を、アニメーション映画・実写映画・小説・ゲーム・演劇・シナリオなどと様々に展開し

ていて、多彩な表現活動を繰り広げてきている訳だから、先の発言に照らして見たならば、押井守そ

の人をほとんど知らないレベルの人にとっては、表現ということに関して、とてもキャパシティーが

広く、頭の中の引き出しの数が多く、情報量が豊かで、汲めども尽きぬ想像力に富んだ、懐の深い表

現者として認知されてしまうかもしれない。確かに、造詣の深いある特定の限られたジャンル（それ

が直接的に表現をめぐる仕事に結びつくかどうかはともかくとして）に関する知識や情報量に関して

は、それぞれの道では知る人ぞ知るというものが幾つか存在するので、押井守を少しは知っているレ

ベルの人も、錯覚してしまうかもしれないのだが、次に引用する発言を参照するならば、もう少し実
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体に踏み込んで考察を加えなければならないと思うだろう。 

 

  押井  物語について端的に言えば、もう新しい物語があるわけではないと思いますよ。語るべ

きことは、たぶん一人の人間にとって、生涯に一つくらいなんだと思うんですよ。／だか

ら、何を語るかということよりも、いかに語るのかということに行かざるをえないという

気がします。もちろん僕が語るべき物語というのも、一つしかないと思っているんです。

それを語るための方法論というか、「語るための手つき」というか、それが映画そのもの

で、「何を語るか」という部分は、お客さんには関係のない部分だと思います。 

（「押井守インタビュー『東京』から遠く離れて」）（３） 

 

 引用部分の「僕が語るべき物語というのも、一つしかないと思っている」という発言に象徴的なの

だが、何も知らない第三者からは、バラエティーに富んだ表現活動を繰り広げているように見えてい

ても、その内実としては、たった一つの〈物語〉＝作品だというところに、押井守の表現原理を解き

明かしていく手掛かりがある。アニメーション映画・実写映画・小説……、手を変え品を変え、どれ

だけ形を変えていったとしても、その表現活動の根底にあるものは、たった一つの〈物語〉＝作品だ

ということは、視点を変えてみれば、理想とするたった一つの〈物語〉＝作品を生み出していくため

に、その時々の押井守は、自分の置かれた外部の物理的状況と内部の精神的状況に鑑みて、その時点

で最も相応しい入れ物として何があるのか、または、その時点で用意されている入れ物に相応しい〈物

語〉は何かということで、変幻自在な表現活動を展開していることになる。徹底的にこだわっている、

たった一つの〈物語〉に対して、それぞれの段階における、商業資本力（スポンサー）・コンピュータ

の表現技術や性能（CG）・自分自身の能力などの諸条件（環境）に大きく左右されながらも、実現可

能な範囲の中で、取り敢えず出来る精一杯の表現を、その時に取り組んでいる作品に落とし込んでい

くという構図になっている。結果として出来上がった作品が、アニメーション映画であろうと、実写

映画であろうと、はたまた、小説であろうとも、まったく構わないというのが押井の本音なのだろう

と思われる。 

とにかく、押井守の表現活動の大前提として、「語るべき物語」の〈イメージ〉を顕在化していく手

段（メディア）の一つとして、〝映像〟化されるということが必須条件として要求されるならば、そ

の作品が帰属する領域が、アニメーション映画か実写映画かということは、さしたる違いなどではな

く、押井本人にとっては何の問題にもならないということが、容易に理解出来ると思う。「押井守のア

ニメスタイル」で表明された、こういった考え方を反映した主旨の発言は、やはり、先に引用した「『東

京』から遠く離れて」においても、インタビュー全体の中でも一つのポイントになっていることから、

アニメーション映画と実写映画を、同じ「映画」という一つの括りで論じていこうとする発言は、一
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時的な思いつきや奇を衒ったものなのではなく、アニメーション映画や実写映画について語る機会が

あるごとに、押井守は、終始一貫、同じ主旨の発言を繰り返していることから、この問題が押井の表

現原理の根幹を成していると見なすことが出来る。そのことを確認しつつ、本稿のまとめへ向かって

論を進めて行きたいと思う。 

 

三 

 

  ――  押井さんはアニメーションの監督であると同時に、実写作品も手がけられています。こ

の二つの違いは、どのように感じてらっしゃいますか？ 

  押井  作業的な手順はもちろんぜんぜん違うわけですが、ただアニメーションというのは、少

し変わったものではありますが、それでも確かに「映画」なんですよ。実写が映画の本流

としてあって、アニメは映画の模倣物というか、まがいものという感じで概ね考えられて

いると思うんです。作っている人間もたぶんそう思っているのかもしれません。／でも、

僕はそうではなく、もともと映画はアニメみたいなものだったんだと考えているんですよ。

むしろ、実写のほうが特殊な映画なのではないかと、最近ではそう思っているくらいなん

です。役者さん、現実の風景、セットなど、実体としてあるものの形を借りて映像を作る

システムがたまたま確立されたから、実写が映画の本質的な部分をいちばん多く持ってい

ると思われているけれど、実は違うのではないかとね。／実写をやっている人は、アニメ

なんて文字通り絵空事で、根拠も何もないという意識で見ていると思うんですよ。僕は、

その根拠みたいなものを見たくて実写も始めたんですが、やっているうちにそちらだって

根拠なんかないということがわかってきたんです。実は、根拠も何もない絵空事だという

アニメへの罵言は、そのまま映画全体について言っているだけなんですよ。  

  ――  映画は絵空事だという点が、アニメ的だということですか？ 

  押井  うーん、絵空事という部分以外でも、映画はアニメ的なんですね。言い換えれば、現実

を下敷きにして映画を語ってもしようがないんだという、そういうことかな。アニメの世

界は、現実へのこだわりが何もないんですよ。アニメの側はあまりにもそういうことにこ

だわらなさすぎるし、実写は異様にこだわるわけです。それが、両方とも実はおかしいの

ではないかということです。／だから、僕にはアニメをなんとか実写に近づけようなんて

発想はさらさらないし、実写をどうやってアニメっぽくしようとかいう発想もないわけで

す。 

（「押井守インタビュー『東京』から遠く離れて」）（３） 
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 「押井守のアニメスタイル」以前の段階においても、アニメーション映画と実写映画は、作業的な

手順など全然違っているけれども、どちらも「映画」であるという、表現原理の確固たる基本が確立

していることが再確認出来るだけではなく、アニメーション映画と実写映画、そして、「映画」の関係

性として、引用部分において、「もともと映画はアニメみたいなものだったんだと考えているんですよ。

むしろ、実写のほうが特殊な映画なのではないか、最近ではそう思っているくらいなんです。」という、

押井守独特の序列が存在していることが確認出来るので、本稿では踏み込んではいかないが、《映像言

語》の問題を本格的に考察していく際には、非常に有効な視座を与えてくれることになるはずである。 

 さらに、今後の押井守論の展開の中心になるものとして、アニメーション映画と実写映画を「映画」

という観点から論じていく場合に、重要なキーワードになってくるものとして、〈絵空事〉と〈現実〉

が、押井守自身の使用する文脈での語彙や概念定義、さらには、具体的な作品背景に即した論理的な

説明など、いっさいの解説がなされないまま投げ出されているので、この二つのキーワード、特に、

〈現実〉に関しては、押井守の表現原理の核心部分に位置するものと見なしているので、精緻な読解・

分析作業を展開していかなければならないと考えている。ただし、この問題の詳細な考察は次稿にお

いて行いたいと思う。そして、もう一つのキーワードとして重視しているものを、アニメーション映

画と実写映画の問題を別の角度から論じた対談から引用したい。それは、同じ「映画」として一つに

括ることの出来るアニメーション映画と実写映画における、決定的な差異を明らかにしていく端緒に

なるキーワードである。この問題も次稿の課題とさせて頂きたいので、本稿においては指摘のみに留

めておきたい。このことはともかく、こういった興味深い発言がなされたのは、押井守にとっては大

学時代の映画研究会の先輩・後輩という、気の置けない関係である実写映画の監督金子修介を相手に

した、忌憚のないやりとりを交わし合って、プライベートな一面までも垣間見ることの出来る対談だ

ったからである。 

 

押井  金子は僕が日本映画のことを語ると、外人が日本映画を語っているようだって言うんで

すよ。僕の発言は映画の当事者の台詞じゃないって言う。（中略）もともと邦画の範疇から

言えば、アニメの監督は部外者だ。金子はさ、僕の作るアニメについてはいつもそこそこ

に評価してくれるんだけど実写を褒めてくれたことは一回もないよね。何でもっと真面目

に撮らないんだとか、あれは学生映画のまんまだとか。 

金子  褒められる映画じゃないもん（笑）。   

（中略） 

押井 （前略）作っている現場の意識がまるで違うもの。絵コンテはできるけど、台本は全然見

ないし、自分のやりたいことしかやらない。セットを組んでも裏からまわって撮っちゃう

し。それがたぶん気に入らないんだろうけれど。 
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  金子  いや、気に入らなくはないですよ、そういうふうに撮っても面白い場合はあるから。だ

けど、面白くないんだもん。 

  押井  それがわかってないんだって。 

  金子 （前略）僕はそんなに押井さんの実写を研究して言ってるわけじゃないんだけど、空気、

夾雑物が必ず入るでしょ、実写作品の場合。アニメの場合はそれがでない。実写の場合は

カメラを向けた時に自分が写したくない物も必ず入ってくるっていうことに対する意識

を作品の中に取り込もうとするテクニックみたいなものがあればもっとわかるんだけど、

そのまま無意識で撮ってしまうから。こっちの方は夾雑物の方に目が行ってしまうのを止

めることができない。 

  押井  うんうん。それはそのとおりだと思うよ。というのはその夾雑物は実写の場合で言えば、

夾雑物の方がおおむね面白かったりするんだ。それは整理されてないから。ばらんばらん

だから。何の計算もないから、夾雑物の方が面白ければ、そっちの方を撮っちゃう。整理

された構造の中で撮ってないから、意味作用として全然機能していない、多分。僕が実写

で一番面白いなと思うのはそこだからね。アニメの場合は夾雑物が入ってこないシステム

になっているから、見たいと思った物とか書きたいと思った物しか出現しないでしょ、だ

から偶然もなきゃ、何もないんだ。偶然キャラクターが違う芝居するってこともまったく

ないわけで、一から十まで何でも計算して作らなければならないのがものすごく苦痛なの

よ。いい加減嫌になっちゃってるよ、そのことに関しては。（後略） 

（中略） 

  金子  大学の先輩ということではなく、僕は押井さんのアニメ映画を面白いと思って見ている

人間なんですよ。でも押井さんの実写作品を面白いと思っている人はまわりを見渡しても

あまりいない。   

（「ぼくたちの過去・現在・未来」）（４） 

 

 いささか長い引用になってしまったのだが、今回引用しなかった部分も含めて、押井守のアニメー

ション映画と実写映画に対する、親しい関係にある同業者からの掛け値のない貴重な評価によって、

部外者にはうかがい知ることの出来ない、新しい押井像が浮き彫りにされたり、押井守の肉声が聞こ

えてくるような自然なやり取りがなされていて、「押井守」的な表現を本格的に論じていく、次稿から

の展開に益する所は大きい対談である。簡単ではあるが、対談の意義についてはそれくらいにして、

ポイントになるキーワードなのだが、それは、〈夾雑物〉である。これは、先にキーワードとして挙げ

た〈現実〉と密接に関わってきて、表現原理の実体に迫っていくものだということを押さえて、ひと 

まず論を閉じたいと思う。                              （続） 
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注 

(1) 「《言語映像》と《映像言語》による表現論の結節点――押井守論の前提として――」（「山梨英

和大学 紀要 第５号」二〇〇六年一二月一〇日） 

(2) 「押井守のアニメスタイル 「アニメも実写も『映画』なんだ」（「美術手帖 ９月増刊 vol.52 

NO.793 アニメスタイル第２号」美術出版社 二〇〇〇年九月一五日） 

(3) 「押井守インタビュー『東京』から遠く離れて」（「別冊 宝島２９３号 このアニメがすごい！」

宝島社 一九九七年一月七日） 

(4) 「対談 押井守 金子修介 ぼくたちの過去・現在・未来」（「キネ旬ムック 押井守全仕事 増

補改訂版 『うる星やつら』から『アヴァロン』まで」キネマ旬報社 二〇〇一年二月二八日 第二

版発行） 
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