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心理臨床教育における体験の言語化とその意義 

―TAE の‘Dipping＆Crossing’による俯瞰化・普遍化・構造化－ 

The Significance of verbalization of the experience in Clinical 

psychological Education ; Overlook of the experience, Universalization 

and Structuralization in ‘Dipping＆Crossing’ of TAE 

 

高橋 寛子 

Hiroko Takahashi 
 

要 旨 

 現代の若者たちは，体験そのものに触れ，自身の内側でそれをどのように感じているのか

に注意を向け，考え，言葉にすることに実に不慣れである。触れられない・体験に浸れない・

感じられないこの状況は，心理臨床教育にとって危機的とも言えるであろう。 

本研究では，試みとして精神科病院実習体験の振り返りに Gendlin,E.T.らによって開発さ

れた TAE(Thinking At the Edge,2004)を導入し，大学院生のレポートやインタビューから

得られたデータを基に，かれらの体験の深まりとその言語化が，心理臨床力の育成にどのよ

うな意義を持つのかについて考察した。その結果，TAE の手続きは，生々しくネガティブ

な体験に深く留まること（Dipping）や交差（Crossing）を促進させ，そこからその言語化

を通して，体験の俯瞰化・概念化・構造化・普遍化を生じさせることが可能であることが明

らかとなった。TAE は，身体知（body-knowing，felt-sense）によって概念化を可能にす

るが，それは心理臨床体験においても継続的に変化・進展し続け，その人本来の生の前進

（life-forward）を可能とし，心理臨床家としての主体性を育むのに極めて有益であると考

えられる。 

 

キーワード：心理臨床教育，TAE，体験の言語化 

 

Ⅰ．はじめに 

心理臨床能力とは，どのようなものを指すのであろうか。心理臨床教育では何を育成することが求

められ，そのためにどのような方策が有効なのであろうか。 

初学者が専門性を身に付ける途上で，土台となる基礎的な知識や理論を学ぶことは大切であるが，

それだけでこころを扱う専門家として充分機能することはできないであろう。他者との関係性に開か

れ，生きた体験の中で感じ，咀嚼し，それらを言葉にすることが出来て初めて他者のこころを専門的

に扱っていくことができるのである。そして，それは同時に，心理臨床家が自身のこころを感じ取り，

触れ，知ることを抜きにしては成り立たないことは言うまでもない。 

心理臨床系大学院では，様々な実践・実習の場が用意され，理論と並行して，体験から学ぶことが
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課せられている。心理臨床機関での実践的訓練，たとえばインテーク（初回）面接への陪席やケース

を担当すること，スーパーヴィジョンで一対一の個別指導を受けることは，実践を知るために必須の

訓練となる。さらに，病院や学校といった現場に赴き，クライエントに直に触れ，他職種と協働する

現場の心理士を目の当たりにする機会は，学生たちに生き生きとした実感をもたらすであろう。とり

わけ精神科病院での実習は貴重な体験となり，ときに心理臨床家となっていく上でイニシエーション

（通過儀礼）ともなる重要な役割を担っている。 

しかし，精神科医療の現場に学生が入っていくことについては，一面で様々なリスクもあると思わ 

れる。筆者の勤務する大学院では，修士 1 年の夏休みに 2 週間（正味 10 日間）の精神科病院実習が

課せられており，前期は学内の心理臨床機関でのインテーク（初回）面接への陪席などと並行して，

病院実習に向けての知識や実習目標など準備を行い，後期の授業でその体験を振り返り深めていく。

事前にも事後にも時間とエネルギーとをかけて実施されているのであるが，充分な準備や一人一人の

資質が見立てられないまま行うことは，危険な体験ともなりかねない。こういった背景から，現在心

理士養成大学院のすべてが精神科病院実習を導入しているわけではないようである。学生たちを精神

科病院実習に出すためには，現場で受け入れ指導を担ってくれる心理士の存在が不可欠であり，大学

院スタッフとの連携や信頼関係もまた重要となる。現場の心理士が受け入れ，精神科病院で働く医師・

看護師・精神保健福祉士・作業療法士など他職種スタッフの見守りがあってこそ，学生たちは時に生

涯忘れることができない深い体験にも遭遇し得るのである。そしてそのような体験が心理臨床能力の

向上に資するためには，体験した生々しい出来事を実習後に振り返り，自身のさまざまな感情に触れ，

その体験を深めていくことが肝要となろう。 

一方，このようなテーマでの実践を積み重ね，検討することは心理臨床教育を行っていく上で重要

なこととして捉えられるものの，心理士養成カリキュラムが始まってすでに数十年経過した現在も，

必修とされる心理臨床実習で学生が何を体験し，それらがどのように身についていくのかに関する実

践や研究が充分蓄積されてきたとは言い難い状況がある。 

 

Ⅱ．問題と目的 

ジェンドリンら（Gendlin＆Hendricks，2004）は，「学生たちは『何となく分かってはいるが未だ

言葉にしたことがないこと』や『言葉にしようと思ったことさえない事柄』に注意を向けることに慣

れていない」と指摘しているが，これは現代の心理臨床教育にとっても意味深い要点ではないだろう

か。学生たちは，体験そのものに触れ自身の内側でそれをどのように感じているのかに注意を向け，

考え言葉にすることに実に不慣れなようである。なかでも，自分にとってネガティブな意味合いを含

む体験は，否認されなかったことにするか知的に理論防衛するなどして，向き合うことを避ける傾向
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が顕著である。最近の若者にあっては，傷つくことや失敗することを怖れ，自身の内側よりも外側に

注意を向け，常に他者からの評価に神経を尖らせ，本当の自分を隠して過剰適応的に振る舞う傾向も

みられる（高橋，2015）。心理臨床教育の場にあって，これは危機的な状況と言えないだろうか。心

理臨床の営みは，こころに触れ，感じ，それについて考え言葉にしてくことが求められる。ネガティ

ブに感じられる体験や感情にこそ直面していかなくてはならないのである。その土台となる素養が充

分育っていない現代の若者たちにそういった能力をつけさせていくには，どのような手続きが必要な

のだろうか。筆者は，大学院の心理臨床教育に向き合う中で，このような問題に突き当たらざるを得

なくなった。 

これまで，個人スーパーヴィジョンやグループスーパーヴィジョン，事例検討などが心理臨床能力

を高めるために有効的な機能を果たしてきたと考えられるが，今後必修としてますます増える実習か

ら得られる体験を，より適切に扱っていくための何からの工夫を見出すことが求められていると考え

られた。吉良は，そのための試みとして，セラピスト・フォーカシング（2002b，2010）という枠組

みを用いて，心理臨床家を含む対人援助職の体験の吟味を行ってきた（吉良・大桐，2002a，吉良・

兒山，2006，吉良・白石，2009）。筆者もまた長年セラピスト・フォーカシングを取り入れ実践して

きたが，さらにジェンドリンらによる TAE(Gendlin＆Hendricks,2004)を応用的に用いたセラピスト

TAE による実践研究（高橋，2011，2014，2016）を行っている。 

こうした積み重ねから，筆者は大学院の授業において精神科病院実習体験の振り返りにセラピスト

TAE を活用するという新たな試みを行ってみた。その結果，実習中に過酷な体験をした学生に予想外

の深まりが見られ本人の受け止めにも変化が生じるなど，心理臨床教育に何らかの重要な意義を持つ

ことが示唆された。さらに，これまで心理臨床教育における TAE 実践の報告はなく，初の試みとし

ての意義も有するものと考えられた。 

以上から，本稿では大学院生の病院実習体験がいかに深まり構造化されていったのか，そのプロセ

スを明らかにするとともに，体験の言語化が心理臨床力の育成にどのような意義を持つのかについて

検討し，考察を深めたい。 

 

Ⅲ. TAE（Thinking At the Edge）の心理臨床教育への導入 

１．TAE（Thinking At the Edge）とは何か？ 

TAE(Thinking At the Edge）は，Gendlin＆Hendricks（2004）によって開発された，体験過程

（experiencing）に暗在（implicit）する身体知(body-knowing，felt-sense)に直接照合しながら体験

の言語化と明示化を行う 14 ステップから成る系統だった方法である。Gendlin（2004）は TAE を「何

か言葉にしようとするのだが最初は漠然とした『からだの感覚』としてだけ浮かんでくるものを，新
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しい用語を用いてはっきりと表すための系統だった方法」と定義し，まだぼんやりとしていてうまく

言葉にはならない体験から，新しい意味や言語表現を産み出していくものであるとしている。 

ジェンドリンの理論の特徴をなしているのが，フェルトセンス（felt-sense）と呼ばれる意味感覚

（felt-meaning）である。私たちが身体の内側に注意を向けると，そこに体験の流れが身体感覚とし

てゆるやかにまとまり，ジェル化（Gendlin,1997，2017）し直接照合できる未分化な意味感覚のまと

まりが形成されて，身体感覚（felt-sense）として感じられる。さらに，この身体感覚（felt-sense）

から生じるさまざまな言葉を集めパターンを交差（crossing）させると，そこに新たなパターンが見

いだされる。ジェンドリン（1997，2017）は，類似するパターンが跳び出す（fall out）としている。 

このように自分の体験のフェルトセンスから，体験の意味を言語化していく方法を 14 のステップ

に定式化したのが TAE ステップ（Gendlin＆Hendricks,2004）である。ジェンドリンらは，この 14

ステップをパートⅠ（ステップ 1～５）・パートⅡ（ステップ６～９）・パートⅢ（ステップ 10～14）

という３つのパートに分けている。（図１参照）パートⅡの最後のステップ 9 では，フェルトセンス

から生じた自分固有の体験をひとまず文章化する。ジェンドリンは，パートⅢ・ステップ 9 まででも

十分にその人の体験を支え，他者に伝える力を持つのだとしている。 

   

    パートⅠ          パートⅡ          パートⅢ 

（ステップ１～５）       （ステップ６～９）        (ステップ 10～14） 

                         実例（側面）から        

 フェルトセンスを             新たなパターンを        理論構築する 

    感じる         立ち上げ立体化する  

 

図１ TAEステップの手順 

 

得丸（2010，2015）は，ジェンドリンによる TAE ステップをステップ式 TAE ワークシートとし

て作成し，誰でもわかりやすく TAE に取り組めるようにした。このワークシートを用い教示に従っ

て行っていくと，いわば自然な形でフェルトセンスが少しずつ言葉になっていく（TAE ステップが進

む）ように工夫されている。図２に，得丸のステップ式 TAE ワークシートとジェンドリンの TAE ス

テップの対比を示した。なお、得丸のステップ式ワークシートでは，ジェンドリンのステップ９（こ

こまでで気づいたことを自由に書く）に相当するワークシートは作成されていない。 
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２．実習体験の言語化と TAE 

（１）体験に触れることと言語化することの困難 

前述したように，学生たちが体験に直に触れること，そしてネガティブな感情に直面化することは

実に困難である。それは，筆者が実習体験の振り返りの授業でファシリテータとして小グループに入

り，金魚鉢方式（二重の輪による小グループ，内側の輪のグループが最初に語りそれを外側の輪のグ

ループが聴き，後に役割を交換するやり方）によって体験について語る経過の中で明らかとなった。 

そのグループワークに先立って，筆者からフェルトセンスを形成するための導入となる全体教示，

「実習体験全体をグルーっと眺め，内側でサーチライトを照らすように感じてみましょう」を行い，

身体感覚に静かにゆっくりと注意を向ける時間を丁寧に取り，各自実習の中で印象に残ったエピソー

ドを複数個抽出したが，小グループで語られるのは，情報共有に留まるような表面的なものであり,

自身で抽出したエピソードに関するナマの体験や感情に触れられることはなかった。ある学生は，授

業後のレポートで「『透明な膜』みたいで，そこにあるのにどうしても触れられなかった」と表現し，

何らかの仕掛けがない限り，それ以上体験を深めることは難しいようであった。 

TAE を授業に導入した背景には，このような学生たちの「触れられない」「体験に浸れない」「感じ

られない」状況があったが，さらに，TAE において言葉が産み出されるプロセスが，クライエントが

心理面接の中で言葉を探し出す際に生起するのと同様の働きであることを，筆者が体験的に知ってい

たことも関係していたと思われる。振り返って考えると，「TAE によってセラピストが自身の身体的

実感から言葉を掬い紡ぎ出す営みは，セラピストとしての語る力を鍛えていく」（高橋，2011）こと

得丸によるワークシート ジェンドリンらによる TAEステップ 
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への確信が授業への TAE ステップ導入を支えていたのかもしれない。 

 

（２）研究対象と方法 

授業は修士 1年 13名（男性 3名，女性 10名，うち社会人経験者 5名）を対象に，ステップ式 TAE

ワークシート（得丸，2015）を用いて，計５回（2コマ続き，約 10時間）行われた。毎回の授業後の

レポートと学期末のレポートを分析の対象とした。さらに 1 年後，TAE のプロセスやその効果，意義

等を明らかにするために，1 名（A さん・女性）へのインタビュー調査（60 分）を実施し，その逐語

録もデータとして分析を行った。なお全員が TAE の基礎となる身体感覚に注意を向ける技法として

のフォーカシング（Gendlin,1978,1981）を前期の演習形式の授業で複数回体験している。 

 

Ⅳ．TAE 事例：A さんの体験の言語化プロセス 

１．なぜ A さんの TAE 事例を取り上げるのか？ 

本研究では，A さん（女性，22 歳，修士課程 1 年生）の TAE 事例を取り上げる。 

A さんの実習先は，古くから閉鎖病棟を持つ単科の精神科病院であった。入院患者のほとんどが重度

の統合失調症者であり，心理士は医師・看護師・精神保健福祉士らとの協働を行いながら実習生を受

け入れ，大学院の実習指導教員とも密に連携が図られていた。 

筆者が A さんに注目したのは，実習が終わった直後の後期最初の授業であった。実習修了直後だっ

た A さんは，前期での快活な様子とは異なり，生気が失せ疲弊し言葉を発するのも億劫そうだった。

明らかに心的水準が低下し，精神病様の状態であるようにさえ感じられた。筆者は実習指導教員から，

「実習先で大変な体験をしたらしい。病院の担当心理士も心配していたが，実習後の個別の振り返り

でその体験について語ることはなく触れられなかったので，授業での様子を注意深く見てほしい」と

いう申し送りを受けていた。しかし，５回の TAE を用いた授業で体験の振り返りを経た後，A さん

は混乱した体験を乗り越え，「臨床家としての基礎になる体験だった」という思いを深くしたことがレ

ポート等から伝わってきた。それは筆者から見ても深い体験であり，今後臨床家となる上でも重大な

体験だったことが推察された。A さんはその辛い体験に屈せず，何に助けられて，それを自分の臨床

の基礎体験として捉えることが可能になったのだろうか。これらを明らかにするために，A さんの

TAE 事例を取り上げることとしたのである。 

 

２．TAE による体験の振り返りと言語化プロセス (A さんの TAE 事例) 

（１）印象に残ったエピソードを書く （ステップ６） 

A さんは，実習中の印象に残る体験として 4 つのエピソードを抽出していた。最初に挙げられてい
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たのが，エピソード①『味噌ラーメン事件』で，A さんにとって最も衝撃的なエピソードであった。

彼女は実習中，統合失調症で長期入院している女性患者に，突然ラーメンをどんぶりの中身ごと頭か

らかけられたのであった。他には，『ドクター陪席時の入院患者〇さん』，『デイケアでの体験を通して』，

『各病棟の申し送り』が選ばれ，それぞれ具体的場面がワークシートに詳細に書きこまれた。 

以下は，その授業後の感想レポートからの抜粋である。（レポート部分は斜め文字で記載し，筆者が重

要と思われる部分に下線を加えた） 

今回自身の病院実習を振り返ってみて，自分の中に表現できないほどぐるぐるとしているものがあ

るように感じました。病院実習の出来事を 1つ 1つ振り返ることはできるのですが，そこから私は何

を得られたのか，学べたのかをまとめて考えようとすると，ぽつりぽつりと浮かんでくるものがまと

まらず，ぐるぐるとして非常に落ち着かないような気持ちになるように感じます。 

今思えば私の中で病院実習はまだ終わってなく未消化なものが私の思っている以上に持っていて，そ

の未消化なものに漠然と触れようとすると色々な感情がないまぜになったような思いが込み上げてく

るのだと思います。ここまで感情に翻弄されるほど多くのものをあの場から受け取ってきたのだと理

解して，その得られたものを少しでも自分の財産にできるように，少しずつ少しずつ触れていきたい

と思います。正直，こんなに自分でもどうしようもないような感情に流されそうになりながら今後授

業で振り返ることなど出来るのかという不安や，他の人がいる中で触れたくないという気持ちの両方

を持っていますが，あまり自分で防衛的に閉ざさないようにこの体験に触れて行けたらと思います。 

 

（２）エピソードを眺めて身体感覚（felt-sense）を形成する （ステップ１～５） 

A さんがそれらのエピソードを充分眺め味わった上で作った，「仮の短い文章（仮マイセンテンス）」

は，「この感じは【迷子】という感じである」であった。自身にとって重要な【迷子】という語につい

ての身体感覚（felt-sense）を感じ直した後，A さんは，「この感じは【列からはみだした蟻】という

感じである」という言葉に言い換えた。その【列からはみだした蟻】という意味感覚についての説明

を，以下のように記している。 

「蟻は，列からはみ出ると，巣にも戻れず，行先もなく死んでしまう。病院実習のとき，私は今まで

自分がイメージしていた心理士の在り方と，デイケアでのあり方とかが全く異なっているように思え，

自分はどうあるべきか，私は何者なのか，心理の実習生なのに心理って何？という，今までの自分の

在り方からはみ出し，戻ることも，進むことも出来ないところが自分とよく似ているように思えたの

で蟻のよう，という言葉を選びました」 

 さらに，その授業後のレポートには次のように表現している。 

「今回の授業で，改めて病院実習のことを振り返ることができたように思います。言葉をいくつかピ
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ックアップしていくうちに，今まで自分が授業の中で触れようとしていたものではない，別のストー

リーに関連するものが思い浮かんできて，私が一番触れたい未消化な問題は当初のストーリーではな

く，こちらだったのだということに気が付きました。…私のキーワードは，【迷子】→【ぽつりと】→

【無力】でした。この 3つから浮かび上がってきたマイセンテンスは，【列からはみ出した蟻のよう】

という感じでした。私の中で蟻は，列から外れたら最後，進むことも，巣に帰ることも出来ない存在

で，ただうろうろしながら死んでしまうとても無力な存在という印象がありました。そんな蟻が，ど

ことなく当時の自分に似ているように感じたのだと思います。病院実習中，私は自身の心理士のイメ

ージと実際のイメージが大きく異なっており，自分はどうやって患者さんたちと接するのかが分から

なくなっていたように思います。「これでいいのか？」「間違っているのではないか？」という気持ち

が消えず，寄る辺無い心境で，それもあり，自身の心理士というイメージからはみ出して道が分から

なくなった私をこんな蟻に例えたのだと思います。道からはみ出したことはとても辛かったのですが，

今はその道から出られてよかったのかもしれないとも思っていて，なんだか不思議な心境です。今こ

んな風に思えるのは，私の中で新しい道が構築され始めたからかもしれません。それだけ病院実習は

大きな影響を与えたのだと改めて気が付かされました。」 

 

３．交差と新たなパターンの抽出（ステップ７～９） 

 エピソード（具体例）を共通するグループに分け，交差によって新たなパターンを抽出する。その

プロセスにおいて A さんは，①患者さんにもそのとき出会っているだけの私には見えていない面や，

私には見えないストーリーが存在している，②心理士の枠組みはなんで決まるのかわからないと思っ

た，という新たなパターンを抽出している。 

さらに，交差後のレポートで A さんは，以下のように記述した。（ステップ９） 

「交差の結果，【私の見えない・何で決まるのかわかんない】【CP（臨床心理士）の枠組みは・スト

ーリーがある】という文章ができました。【私の見えない・何で決まるのかわかんない】は【お先真っ

暗】というイメージで，【CP（臨床心理士）の枠組みは・ストーリーがある】は【臨機応変な枠組み】

が連想されました。【お先真っ暗】は絶望的な気持ちかというそうでもなく，“進む道はあるけど答え

が見えないという不安から考えたくない気持ち”と “確かに進む道はきちんとある”といった前向き

な感情が含まれています。ネガティブな言葉の切れ端の２つを組み合わせた言葉から生まれたものが

ポジティブな印象を持っていることに驚きました。また 【臨機応変な枠組み】は，患者さんのライフ

ストーリーをイメージしたことから，患者さんは同じ病名でも性格は一人ひとり異なり，過ごしてき

た人生も異なります。多種多様な枠組みを連想し 【臨機応変の枠組み】になりました。交差してたま

たまできた言葉ですが，共通した枠組みの他に，患者さん１人１人の人生に沿った枠組みも必要かも
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しれないという考えが新たに私の中に生まれてきました。今まですべてに共通する枠組みを守ること

が重要という考え方でいたのですが，こちらの都合を押し付けているように感じ，大きな枠組みの中

に患者さん一人一人の生きてきたストーリーに沿った枠組みも必要なのかもしれないと思いました。

ちぐはぐな言葉からこんなにも自分の気持ちに沿った連想が生まれてきたことに驚きました。言葉の

属性が交差で大きく変化したようにも思えます。別の視点から自分の言葉を見られて気持ちがスッキ

リしたようにも思えます。 

 …私は，病院実習での体験で，何が辛かったのか，自分の何処が至らなかったのかにやっと触れら

れるようになったばかりで，その体験を終わらせられるかというとまだ難しく，終わるにしてもあん

なに整った形ではなく，もっと歪でぐちゃぐちゃしていて“納得できないけど構わない”という終わ

り方をするように思っています。私は未だに何をしたら CP（臨床心理師）なのか分かっていません。

今はこれに無理やり答えを当てはめるより，自分の至らなさや悔しさ，恥ずかしさに少しふれられる

だけで十分で，答えを求めていないのだと思います。今回自分のこういった後悔のような感情に触れ

ることができて，病院実習での体験に少し安心して触れられるようになったようにも思えます。そう

いった意味で，一歩だけ前に進めたのかもしれません。 

…今の感情の中には，終わらせていいのか？やもっと触れたいものがあるのでは？といった不安を喚

起させるようなものが多く，私は一番触れるべき嫌だった体験を避けているのかもしれないと思いま

した。…いつか，触れていく中でそれを見つけたとき，見なかったことにするのではなく，私にとっ

てそれは触れたくないものなのだということを踏まえて少しずつ触れていけたらと思います。」 

 

４．その後の進展と展開 （1年後のインタビューの語りから） 

 約 1年後，筆者は体験の言語化プロセスの中で上記のような顕著な変容を示した A さんにインタビ

ューを申し入れた。体験を言語化する過程で生じたことについて更に聴いて，彼女の身心のプロセス

に何が生じたのかを確認し，それはいったいどのように生じたのかについて考察したいと考えたため

である。 

快く応じてくれた A さんがインタビューの中で語ったことには，心理臨床教育について考えるべき

重要なことがらが含まれ，TAE 導入によってなされた体験の言語化や，その後も A さんの内側で継

続しているプロセスの展開など，重要な要素が多く含まれていた。 

仮マイセンテンスの段階で得た【迷子】という言葉の意味の変化について，TAE を行った当時は,

「なんで迷子になっているかわからない迷子」「右も左もわからない真っ暗なような真っ白なような迷

子」だったが，現在は「行くべき道はあるけれども，答えがないからどこに進んでいけばいいかわか

らない迷子」に変化しつつあると語り，心理臨床の道を歩んで行く上での礎となる普遍的な 【迷子】
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を発見していた。交差の後に生じた，【お先真っ暗】という言葉も，「絶望的な気持ちかというそうで

もなく，“進む道はあるけど答えが見えないという不安から考えたくない気持ち”と “確かに進む道

はきちんとある”といった前向きな感情が含まれています」と彼女の中で変化している。 

さらに怒られることに対して，「怒られない分責任は負わないような感覚だったが，今は逆に責任が

あるからこそ怒られなければいけないし，怒られるのが嫌で引いているくらいならもういっそ堂々と

怒られようと自分に言えるようになった」と語った。そして，過酷な体験だったであろう『ラーメン

事件』も，「途中から『ラーメン事件』はどうでもよくなった」ことに触れ，生々しいリアルな体験に

圧倒されると身動きできなくなる自分だったが，「あれはあれで自分のせいでもあったけど，患者さん

の状態のせいでもあった」と距離を取って観ることができるようになっていた。怖くなると責任を負

わず逃げ出したくなるのが自分の癖だが，それは「病院実習体験でも起こっていたし，今ケースを担

当していても同じ事が起こっている」という気づきへと展開していた。つまり 【迷子】や【お先真っ

暗 】や【怒られる】といったいわばネガティブな意味が，けっしてそれだけに留まらない何かしらポ

ジティブと言っても良いような意味内容を帯びてきたのである。そしてそれに伴って，体験に対する

自分自身の受け止め方や理解の仕方が変化していく様子がはっきりと感じられる。 

 さらに体験との距離感について，「体験の【ゼロ距離】みたいな。目の前にあって。じーっと見てい

るみたい」「結構ずっと【ゼロ距離】でやってきている。TAE を始めたときも【ゼロ距離】。最後の

レポートの頃は，やっと中にいながら全体像がつかめるようになった感じ」「＜1年後の＞今は上から

あぁって眺めてる。でも考えてみたら，私の面接もだいぶ 【ゼロ距離だな】って思う（笑い）」「いい

感じの距離になってきたと思うと，離れていくから面白いな（笑い）私は 【ゼロ距離】にガッと近づ

いて，把握し終わったらぱっと離れられるところがある」など，心理臨床における体験と自身の距離

感の特徴についての気づきも語られた。ここでは彼女固有の用語 【ゼロ距離 】が用いられている。

そして同じ用語の意味内容が，体験直後と TAE 的言語化手続きを踏んだ後では，明らかに彼女の生

を前に進めるような（life-forward）仕方で変化しているのである。 

さらに TAE を用いた体験の言語化の意味について A さんは，「表層ではつながらないものがフェル

トセンスでつながる」と表現した。「私が受け身でいると，クライエントさんが寄りかかれない…怒ら

れないで受身的に無難にやろうみたいな自分がいた。病院体験でもやっていたし，ケースでもやって

いる。そのことに気付いている」と，現在ケースを担当し，個別面接でクライエントとの間に体験し

ていることとの共通性についても語った。これは同じ言葉が自身のフェルトセンスから語られること

によって，その言葉の含む内容が，言葉が語られた状況に応じて生き物のように変化することを意味

している。しかし，このような体験を可能にした手続きとして，本人に未解決の体験から生じるフェ

ルトセンスを言語化し構造化するという，TAE 的手続きがあったことは事実なのである。 
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Ⅴ.考察 

１．身体感覚を伴った気づき・洞察の力 

 身体感覚を伴った気づき・洞察は，TAE の用語，マイセンテンス，マイセオリーにしていくことが

可能である。A さんが見出した体験の 【ゼロ距離】という言葉は，そのような用語の実例である。身

体感覚を伴った気づき・洞察が，TAE のステップを経て，用語，マイセンテンス，マイセオリーにな

れば，それが新しい体験を拡張し，さらに構造化していく。A さんは，病院実習の振り返りにステッ

プ式 TAE（得丸，2010，2015）を用いた実践によって，その後の 1 年の中で，彼女固有の【ゼロ距

離】という用語（概念）を見出している。それは，彼女がその後の新しい臨床経験を，以前とは違っ

た仕方で捉えることを助けたようである。 

実習で体験した【ゼロ距離】とは，いわば患者自身の世界に引きずり込まれたわけのわからない体

験でもあっただろう。しかし【ゼロ距離】という概念化が行われたことによって，そのような患者体

験をした自分とある程度の距離を取れる力が A さんに育ったことが感じられる。近視眼的になってし

まう自分，厳しい体験では距離が取れない自分であるが，【ゼロ距離】という概念化ができたことによ

って，それを意識し使いこなし，距離を取ることもなんとか可能となっている。言葉によって概念化

され，いつでもそれを使うことができるようになったことによって，A さんが臨床をやっていく上で

【ゼロ距離】を活用していくことのできる力が醸成され，それは A さんの心理臨床を繰り返し支え強

化する力となって働くものと考えられた。このような身体感覚を伴う気づき・洞察から得られた概念

化は新たな体験の中で展開し，その後何度でも触れることが可能であり，変化し構造化され続けるこ

とができるのである。 

さらに，ネガティブな体験に留まれるようになったことに助けられて，A さんは「いっそ堂々と怒

られようと自分に言えるようになった」と，上司・同僚やクライエントから自分の問題点を怒られる

ことや責任を引き受けることにポジティブな姿勢を見せている。それは，心理臨床家としての責任を

引き受ける覚悟が生じたとも言えるだろう。クライエントとの面接の場で，クライエントと自分との

やり取り（関係性）こそが心理臨床の中核なのだということが身体感覚的にわかってきたがゆえに，

逃げずにその場にとどまることができるようになってきたとも言えるのかもしれない。これは大きな

変化であろう。精神分析家 Bion( 1970，1988 )が指摘し，土居(1977，1992)，森山（2001），松木（2009），

飛谷（2009），帚木（2017）らが精神療法家に必要な能力として引用している“Negative Capability”

の一例と言うこともできるのではないだろうか。 

 

２．俯瞰化：生々しい体験を概念化することによる相対化 
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TAE ステップによって言語化することは，とりもなおさず「身動きできない自分」を相対化するこ 

とでもあった。A さんは，「今は，上からあぁって眺めてる」と距離感をとる（俯瞰化＝全体を観る）

ことができるようになり，これと関連して自身にとって重要な【ゼロ距離】という言葉を見出してい

る。また，「以前は生々しいリアルな体験に圧倒されると身動きできなくなる自分」だったが，「あれ

はあれで自分のせいでもあったけど，患者さん自身の状態のせいでもあった」という気づきを得るこ

とによって，生々しい体験を俯瞰することが出来るようになり，「途中から『ラーメン事件』はどうで

もよくなった」と語ることができたのである。さらには，「私は 【ゼロ距離】にガッと近づいて，把

握し終わったらパッと離れられるところがある」など ，【ゼロ距離】が固定したものではなく，ある

幅を持つ動的で操作可能なものであることに気づいている。怖くなると責任を負わず逃げ出したくな

る自分ではあるが，それは「病院実習でも起こっていたし，今ケースを担当していても同じ事が起こ

っている」など普遍化されることによって，似たような新しい体験をするときにも，次からは自分か

ら少し距離を取って扱おうとする余裕がもたらされているのである。 

 

３．体験に深く留まること(Dipping＆Crossing）から生じる概念化から構造化・普遍化へ  

未だはっきりしないぼんやりとした感覚に立ち止まる（Dipping）とき，そこにはきわめて多くの

要素が交差する（Crossing）。そしてその結果として，人は自分の言いたいことをより正確に表現す

ることができるが，そのためには浸る（Dipping）中で，「ただそれが現れるのを待つこと」が非常に

重要であるとジェンドリンは指摘している（Gendlin,1995）。 

交差（Crossing）は体験の様々な局面で起こっているのだが，TAE のステップ 8 ではこれを意識的

に行い，そのことから構造化が生じる。構造化はいくつかの要素あるいはパターンが相互に連関し合

い，言語的にも体験的にもその人の身心的存在(身体の方が心に先行する)を堅固なものにする。A さ

んにとって「怒られること」は当初否定的な意味だったのだが，「いっそ堂々と怒られようと…」とい

うように明らかに姿勢が変化していった。これは A さんの体験が構造化された結果であると言うこと

ができるであろう。A さんは，自分の体験をどの方面から見ても自信を持って「〇〇なのだ」と言う

ことができるようになっているのである。構造化は言語的な論理化でもあり得るが，体験を堅固なも

のにする身心的な働きでもあるのである。たとえ言葉でうまく説明することができなくても，A さん

の中でこのように構造化が出来たことによって，身心的な意味における根拠付けが生まれ，自分に自

信が持てるようになっていく。こういった意味で，心理臨床の実践は，スポーツや武道・芸術などと

いった身体性や身体知を用いる他の実践とも共通するのではないかと考えられるのである。 

体験に浸ること（Dipping）とはつまりフェルトセンス（felt-sense）に留まることであるが，それ

はすなわちフォーカシング(focusing)をすることでもある。体験に浸ること（Dipping）と交差
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（Crossing）を意識的に用いた TAE 的な言語化は，その人に自信をもたらし，その人本来の生の前

進（life-forward）を可能にすると言えるのではないだろうか。 

 

Ⅵ．おわりに 

本事例による精神科病院実習体験では，TAE という枠組みによって，その体験に深く留まること

(Dipping＆Crossing）が継続的になされ，そこに俯瞰化・概念化・普遍化・構造化が生じた。これら

は体験（＝felt-sense・身体知）と無意識的・意識的に応答するものであり，時間をかけながら変化し

続け，進展していくものであることが，A さんの TAE プロセスから明らかにされたと考えられる。 

A さんは，大学院を修了後，自ら主体的に精神科の心理士として働く道を選択した。おそらく A さ

んはその後も，自身のフェルトセンス（＝主体性）に導かれ，折に触れて体験との交差を生じさせな

がら，自身の進む道を明確化していったのではないだろうか。そして，TAE によって自ら見出した 【ゼ

ロ距離】や【迷子】【お先真っ暗】といった一見ネガティブな言葉に支えられながら，今後も心理臨床

の道を歩み続けていくであろう。その礎となる言葉が，彼女の実習での実体験から身体知を通して産

み出され概念化されたことは，TAE の効果・意義であると考えられるのである。 

本研究は見事に展開した事例をもとに行われたが，心理臨床訓練の途上にある多くの人々にもこの

TAE の作業が有効となるために，今後どのような工夫が求められるのかが残された課題となるであろ

う。 

 

付記：本稿は，第 3回ジェンドリン学会／TAE 質的研究シンポジウム（明治大学）および日本人間性

心理学会第 35 回大会（東海学園大学）で発表したものに加筆修正を行った。当日，座長として TAE

とジェンドリン理解に基づく貴重なコメントをくださった村里忠之氏に深く感謝いたします。 

また，事例部分は個人が特定されないよう配慮し，必要な若干の改変を行っている。レポートやイ

ンタビューの公表を快く承諾し，学会で筆者と共に登壇し，貴重な体験を語ってくださった A さんに

心から感謝の意を捧げます。 
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大型哺乳類の絶滅に対する環境因子と 

狩猟因子の相互作用 
 

Effects of Environment and Human Hunting 

on the Extinction of Megafauna 
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Akiho Yamamoto 
 

要 旨 

10 万年ほど前からホモ・サピエンスが地球の各地に拡散し始めると、ユーラシア大陸、南北アメリ

カ大陸、オーストラリア大陸など様々な地域で大型哺乳類の絶滅が生じている。その中でも数千年前

に絶滅したケナガマンモス（Mammuthus primigenius）は、生息地域が極北であり、時折凍土の中

から凍り付いた状態で発掘されることから比較的多くのことが知られている。そして、その絶滅原因

については更新世末期の急激な環境変化によるものであるのか、あるいは人類の過剰な狩猟の影響が

大きかったのかという点について今日でも議論が続いている。本研究では、ケナガマンモスについて

既知の情報をベースにして、絶滅に至る過程が環境の不安定性や狩猟パターンの違いによってどのよ

うな影響を受けるのかという点について、数値計算による分析を行った。その結果、環境の不安定な

変化と、人類による狩猟の影響が複合的に作用する可能性が示された。また、年間の狩猟数が同じで

あっても、通年狩猟を行うモデルと冬季のみに集中的に狩猟を行うモデルでは、後者のほうが絶滅時

期を有意に早めることが示された。 

 

キーワード： ケナガマンモス、絶滅、環境変化 

 

１． はじめに 

 更新世末期から完新世にかけて世界各地で生じた大型哺乳類の絶滅は、人類の文化や社会の変化に

大きな影響を与えたと考えられている。ひとつには、最適採食理論が導き出した結論として、大型の

動物は、それが狩猟可能でありさえすれば、非常に効率的なエネルギー源となり、狩猟採集社会にと

って好ましい狩猟対象となるということが挙げられる。また、大型哺乳類の絶滅は、生態系がより小

型の動物群によって構築されるような変化をもたらし、狩猟採集社会の移動の縮小につながると考え

られる。 

しかしながら、更新世末期に大型哺乳類が絶滅へと至った過程のメカニズムは解明されているとは

言い難く、二大因子として、「環境変化」と「人類による過剰な狩猟」の二つが挙げられているが、

この二つがどのように作用していたのかについては結論が得られていない（土屋 2016）。一例をあ

げるならば、クズミンらは気候の変化とそれによる植生の変化がマンモス絶滅の主要な因子であり、

人類による狩猟の影響は二次的な重要性しか持たなかったと論じている（Kuzmin and Orlova 2004）

査読付論文 
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が、スチュアートは狩猟による影響が大きかったと論じている（Stuart 1991）。 

 本稿では、この二つの要素がどのように組み合わさっていた可能性があるのかという点について理

解を深める一助として、マイクロソフト社のエクセルを用いて個体数の増減を計算した。これは、第

70回日本人類学会で論者が行った研究報告を、さらに進展させたものである。 

 

２．進化のプロセスとシミュレーション 

 本研究では、ケナガマンモスが絶滅に至るプロセスを数値計算によってシミュレーションしている。

しかしながら、本研究でのシミュレーションは、決して大型哺乳類が絶滅へと至ったプロセスを再現

することを目的として行っているわけではない。むしろ、どの要素をどの程度変化させた時にどのよ

うな変化が生じるのかを明らかにすることが目的である。この点について説明するために、まずはハ

ナカマキリ（Hymenopus coronatus）の進化を例に挙げて考察してみる。 

ハナカマキリはランの白い花に非常によく似た外観を持っている。その非常に優れた擬態によって、

効率的な狩りを行うことが可能になり、そしてまた捕食者の目を逃れる上でも役に立っていると考え

られる。しかしながら、それほど優れた適応戦略が、なぜハナカマキリの仲間にのみ見られるのか、

という疑問がわいてくる。水野らの研究によれば、ハナカマキリの狩猟戦略は成熟した個体と幼少の

個体では異なっており、成虫は白い花の影に立ち、花を訪れる昆虫類を捕食している（Mizuno et al. 

2014）。しかしながら、幼虫は咲いている花に紛れて狩りを行うというよりも、葉の上に立って、外

観の擬態とフェロモンによってトウヨウミツバチ（Apis cerana）をおびき寄せ、捕食していること

が示された。ハナカマキリが擬態しているランの花には様々な昆虫が訪れる。そのため、体の小さい

幼虫では狩猟の効率が著しく低下してしまうと推測される。そこで、あえて様々なサイズの昆虫が訪

れる花を避け、フェロモンによって特定の昆虫をおびき寄せて狩りをしているのではないかと推測さ

れる。 

このように、ハナカマキリの擬態について理解するためには、ハナカマキリの成長プロセスとその

各段階での適応戦略、そしてまた、擬態する対象となる花が咲いている時期の長さや、狩猟対象とな

る昆虫類の種類と分布密度など、様々な要素を考慮に入れる必要があり、これらすべての要素をシミ

ュレーションによって再現することは困難である。ましてや、すでに絶滅しており、その生態すら観

測による確認が不可能であるため、推測によらざるを得ない動物をシミュレーションによって研究す

ることは非常に困難であると言わざるを得ない。よって、本研究では、当時の生態系をシミュレーシ

ョンにより再構成するというよりも、むしろある仮定された生態系の中で特定の要素がどの程度大き

な影響を与えるかという点に注目して計算を行っている。そのため、本研究ではケナガマンモスやそ

の現生近縁種について知られている情報を織り込んでシミュレーションを行ってはいるものの、それ

はケナガマンモスに実際に何が起こったかを明らかにしているというよりは、ある仮定された環境下

でいくつかの条件を変えた場合に、個体数がどのように変化するかを確認するためのものである。 

 

３．後期旧石器時代のケナガマンモスとシミュレーションの概要 

 本研究で用いた数値計算では、数千年前に絶滅した 1)と考えられるケナガマンモスを想定している。
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ケナガマンモスは最も寒冷な気候に適応したゾウの仲間であると考えられており、ヨーロッパ北部や

シベリア、アラスカなどの他、北海道でも化石が発見されている。凍土の中で氷漬けになっていた個

体が時折発見されており、長い体毛や厚みのある皮下脂肪、小さな耳など、寒冷地への適応だと考え

られる特徴を数多く有することでも知られている。現生種の中で、もっともケナガマンモスに近縁で

あると考えられているのはアジアゾウ（Elephas maximus）であり、400万年ほど前、アジアゾウと

ケナガマンモスの共通祖先がアフリカゾウ（Loxodonta africana）と枝分かれした後に、ケナガマン

モスがアジアゾウから分岐したことが示唆されている（Gross 2006）。生息していた場所は、年間降

雨量が 240mm ほどで、平均気温は最寒月で－30℃ほどと極めて寒冷であり、夏季には 15℃ほどま

で上がったと考えられている（Nogués-Vravo et al. 2008）。今日、これに近い気候としては、バイカ

ル湖に近いウラン・ウデなどが挙げられる 2)。よって、本研究の気候モデルとしてはウラン・ウデの

気候を参考にした。 

 ケナガマンモスの絶滅シナリオを解析した例としては、ノグエス‐ブラボらの先行研究がある

（Nogués-Vravo et al. 2008）。更新世が終わろうとしていた時期、地球は間氷期へと移り変わりつつ

あった。ノグエス‐ブラボらは、当時生じていた地球温暖化の影響を受けて、ユーラシア大陸北部に

広がっていたマンモス・ステップがどのように森林へと変化していったか、そしてそれと共にケナガ

マンモスの個体数がどのように減少していったのかを、シミュレーションによって示した 3)。その結

果として、ケナガマンモスの生息域となっていたマンモス・ステップの減少によってケナガマンモス

の個体数が大幅に減少することが示された。しかしながら、ケナガマンモスの生存に有利な環境が完

全になくなったわけではなく、人類による狩猟が行われていなかったと仮定するならば、マンモスは

わずかに残された生存可能な地域で生き延びていたという可能性が示された。つまり、環境の変化が

ケナガマンモスの個体数を減少させた主要因である可能性が高いとしながらも、それが直接的にケナ

ガマンモスの絶滅に結びついたというよりは、環境変化によるケナガマンモスの個体数減少の結果と

して、種そのものが人類による狩猟圧に対して敏感になる 4)ことで、ケナガマンモスが絶滅するに至

ったと指摘している（Nogués-Vravo et al. 2008）。 

 本研究では、ノグエス‐ブラボらが想定したマンモス・ステップの縮小とそれによる個体数の変化

という要素を考慮するのではなく、生息域は一定であると仮定した上で、不安定な気候によってケナ

ガマンモスに利用可能なバイオマス量が不安定に変動した場合、それがケナガマンモスの個体数にど

のように影響するかという点について調査した。ジモフらによれば、マンモス・ステップは非常に生

産性の高い草原地帯であった 5)が、マンモス・ステップに生える草などの量には強い季節性があった

と考えられる。そこで、季節によってバイオマス量が変化すると想定した上で、この変化量が年によ

って変化しないモデルと、乱数をくわえることで変化させたモデルを比較した。 

 また、本研究ではケナガマンモスが平均５年に一度出産すると仮定した。マンモス・ステップのバ

イオマス量が非常に豊かであった時代には、これよりも早いペースで出産が行われていた可能性もあ

るが、妊娠期間と授乳期間を考慮するならば、アジアゾウを参考に、４～５年に一度のペースで出産

していたと想定できる。また、出産時期は４月と５月に限定した。これは、気温が上昇して草が生い

茂る直前の時期であったと考えられる。 

－17－



 

さらに、ケナガマンモスの捕食者を想定してその影響を組み込んだが、この捕食者が成熟したケナ

ガマンモスの個体を襲うことはほとんどなく、自然死したり弱ったりした個体を選択的に捕食すると

仮定した。ただし、捕食者が十分な食料を得られない時期には、未成熟のケナガマンモスの個体を捕

食対象とするように設定した。そのため、何らかの要因で捕食者が数を増やすと、生まれたばかりの

ケナガマンモスが捕食されるリスクが高まることになる。 

そして、本研究では上記の生態系を設定したうえで、ケナガマンモスの成熟した個体を狩猟する存

在として人間を加えた。想定している人間の狩猟パターンは、以下の二点でその他の捕食動物と異な

る。 

１．ケナガマンモスの個体数と関係なく、狩猟期間中は常に一定数の狩猟を行う。 

２．成熟した個体を狩猟する。 

実際に、ケナガマンモスを含むマンモスの仲間は、後期旧石器時代に人間の狩猟対象になっていた

と考えられている。一例として、ウクライナ共和国にあるメジリチ遺跡ではマンモスの骨を組み合わ

せて作られたと考えられる４つの住居跡が発見されており、そこで用いられたマンモスの個体数は

149 体にも達するとされている（Pidoplichko 1998）。このような住居跡はシベリアで多く見つかっ

ている。しかしながら、マンモスの狩猟がシベリアに限定されていたというわけではなく、マンモス

は後期旧石器時代のユーラシア大陸北部や北アメリカの広い範囲で狩猟の対象となっていたと考え

られており（Brugère 2014, Pitulko et al. 2014）、マンモスの生息範囲では、人類にとって貴重な食

料源であったことがうかがえる。 

残念ながら、当時の狩猟の実態については明確になっていない点が多いが、今日の狩猟採集民族に

多く見られる特徴の一つとして、「集合と離散」が挙げられる （Lee and Daly 1999）。季節によって

バンド社会 6)が集まったり、離散したりして集団の規模が変化するのである。マンモスが姿を消して

ゆく後期旧石器時代においても、このような社会集団の変化が起きていた可能性はあるし、大型のマ

ンモスからは一度の狩猟で、すぐに食べきることができないほどの肉が得られたと考えられる。夏の

間に狩猟したとしても、腐らせるだけに終わったと可能性があるし、また食物が比較的豊富だったで

あろう夏季に、あえてマンモスを狩猟する必要性も少なかったと考えられる。そこで、マンモスの狩

猟が冬季のみに行われたモデルも構築し、比較した。 

 

４．数値計算の概要 

 本研究では、月ごとに生じる個体数の増減を計算することで、累計的な数の増減を記録していった。

特定の月の個体数N(n)は前月の個体数N(n－1)と前月の死亡個体数 D(n－1)、そして成熟した幼少個

体の数 I(n)によって以下のように決まる。 

   N(n)＝N(n－1)＋I(n)－D(n－1)     ……１ 

そして、D(n－1)は以下のように設定した。 

   D(n－1)＝(N(n－1)／100－B)×Rand(0～2)×T＋N(n－1)／150＋H ……２ 

 ここで、B はバイオマス量、T はバイオマス量が個体数維持に不足している場合に死亡する割合、

Rand(0～2)は０以上２以下の範囲で設定された乱数である。また、N(n－1)／150 は十分なバイオマ
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ス量があっても自然死する個体数 7)の推定値である。 

 このシミュレーションにはスミロドン（Smilodon sp.）やホラアナライオン（Panthera spelaea）

のような捕食者も考慮しているが、この捕食者は自然死した成体のみを捕食するため、成体の個体数

そのものには影響を与えないものとした。しかし、捕食者の個体数が増えすぎた場合には、ケナガマ

ンモスの幼体を捕食することで飢えをしのぐ。捕食者の繁殖期は４～６月に設定した。 

 人類による月ごとの狩猟数は H で示されている。H の値は基本的に固定してある。本研究では人

類による狩猟が行われない状態（H＝０）から、毎月５頭の狩猟が行われる（H＝５）モデルまで、

様々なシナリオを想定した。また、前述のように、人類によるケナガマンモスの狩猟を冬季に限定し

たモデル（H＝０／10）も作成した。また、バイオマス量は季節による変動のみで、年較差を想定し

ないモデル（以下、Msta）と、このモデルにさらに乱数を加えて不規則に変動させたモデル（以下、

Mran）の２つを想定した。バイオマス量は 10,000頭のケナガマンモスにとって十分な量を 100と設

定し、Mstaでは季節によって 10～100の範囲で変動させているが、図１に示すように、乱数を加え

たものは激しく変動し、最大で 200 にまで達する。ただし、乱数が０～２の範囲で設定されており、

その平均値は１となるため、バイオマスの総量自体は、長期的に見ればMstaでもMranでも等しく

なる。 

 

 各シナリオでMstaとMranの両方を５回ずつ計算した。年ごとに５回の平均値を取り、その結果

を示す。 

この数値計算では１千年の期間を想定している。そのため、12,000行の計算を実行しているが、そ

の結果の表示については、１月の数値のみを抽出している。つまり、以下の図で示される数値は、各

年の１月における個体数を示しているということになる。 

 また、本研究において示す個体数は、全て成熟したメスのみを想定しており 8)、オスを含める場合

には、この二倍の数がひとつの目安となるだろう。また、成熟するまでの個体は個体数に含めず、生

後 14年で成熟したとみなし、雌雄比を１：１と想定して、その半数を個体数に含めた。 

本研究では、以下の５つのシナリオを想定し、それぞれについてMstaとMranがどのように変化

するかを調査した。 

１．人類による狩猟が行われない。（H=０） 
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２．人類による狩猟が行われる。狩猟は年間を通して月当たり２頭。（H=２） 

３．同上。狩猟は年間を通して月当たり４頭。（H=４） 

４．同上。狩猟数は年間を通して月当たり５頭。（H=５） 

５．同上。狩猟数は冬季に限定され、月当たり１０頭。（H=10／０） 

 月当たりの狩猟数は、あくまでも人類による狩猟の総数である 9）。まず、H＝０モデルでシミュレ

ーションを行い、個体数が適度に維持されるよう、Tの値などを調整した。これらの数値がどの程度

のものであったのかは実測によることができない以上、推測によらざるを得ない。しかしながら、ケ

ナガマンモスを含むマンモスの仲間がいくつかの間氷期を含む数十万年から数百万年の期間にわた

って生息してきたということは、少なくとも人類による狩猟が行われない状況下では、彼らの生態系

上でのニッチが比較的安定していたということを意味すると考えられる。そこで、H＝０モデルを安

定させた上で、他のモデルを計算している。 

 

 

５．数値計算の結果 

以下に、５つのモデルで得られた計算結果を示す。 

１．H＝０モデル 

 最初に、人類による狩猟が行われないモデルでの計算を行った。その結果を図２に示す。 

  

図２では横軸がシミュレーション開始後の経過年数を示している。縦軸はケナガマンモスの個体数

であり、10,000頭から始めているが、生まれた個体が成長して成体の個体数に加わるようになるまで

に時間がかかるため、最初の数年間は個体数が減少し続ける。しかしながら、一度個体数が減少して

も、その後回復基調に向かい、２百年程度後には個体数が安定している。また、バイオマス量が季節

ごとに固定されているモデルMstaも変動させているモデルMranも大きな変化はない。つまり、多

少バイオマス量が変動したとしても、個体数にはそれほど大きな影響が現れず、8,500 頭ほどで安定

している。 

２．H=２モデル 
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 次に、毎月２頭ずつ狩猟が行われる（H＝２）シナリオで得られた計算結果を図３に示す。 

 

一度減少した個体数は 400年ほどで７万頭にまで回復しており、その後はほぼその状態が維持され

ている。H＝０モデルと比較すると総数が減少してはいるものの、やはり非常に安定した状態で個体

数が維持されている。このモデルにおいても、Mran におけるバイオマス量の不確実性はそれほど大

きな影響を及ぼしていない。MstaとMranの相違もほとんど見られない。 

３．H=４モデル 

続いて狩猟数を月当たり４頭まで増やすと、図４に示されるような結果が得られた。 

 

 初期段階では図２や図３と同様の変化が生じているが、その後は図２や図３に見られたような急激

な回復は見られず、個体数は緩やかに上昇するのみである。このことから、H＝４モデルでは個体数

の回復力が大幅に弱まっていることがうかがえる。ただし、この段階でも図４上でMstaとMranは

ほぼ重なり合っている。つまり、バイオマス量をランダムに変化させても、その影響はほとんど認め

られない。 

４．H＝５モデル 

 さらに狩猟数を増やして月当たり５頭に達すると、個体数は急速に減少に転じた。この様子を図５

に示す。さらにこのモデルではMranのほうが減少する割合が大きく、早く絶滅へと向かっている。 
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 このように、人類による狩猟数がある特定の閾値を超えると、個体数は急速に減少し、絶滅へと向

かう。これは、先行研究に示された通りの現象であると言える（Nogués-Vravo 2008）。ただし、こ

の際にバイオマスの変化パターンにランダム性を付け加えると、その影響はより大きくなることが示

唆されている。このシナリオで行った５回のシミュレーションでは、Mstaでは 506年から 563年で

絶滅に至っているのに対し、Mranでは、480年から 514年で絶滅に至っていた。 

６．H＝10／０モデル 

 さらに、人類が冬季のみに狩猟を行った場合の影響を調べたところ、以下のような結果が得られた。 

 

図６に示したモデルでは冬季の半年間（10月～３月）に 10頭ずつ狩猟を行っている。夏季はその

他の動物を狩猟すると想定しているため、ケナガマンモスの狩猟は行わない。年間の狩猟等数自体は、

図５に示したモデルと同じ年間 60 頭であるが、ケナガマンモスが絶滅に至るまでの期間は、冬季の

みに狩猟を行うモデルのほうが短くなった。Mstaでは 407年から 430 年で絶滅に至り、Mranでは

418年から 432年で絶滅に至っている。よって、狩猟期間を冬季に限定することで、絶滅に至るまで

の期間は 70～100年ほど短くなっている。MranのほうがMstaよりも絶滅時期が遅くなっている理

由は不明であるが、冬季の死亡数がもともと大きく設定されているため、バイオマス量のランダムな

変化による悪影響が大きく作用せず、H=５モデルと比較して Mran と Msta の値が接近したと考え

られる。その結果、乱数の偶発的な偏りが強く現れたのではないだろうか。 
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いずれにしても、冬季に限定して狩猟を行ったほうが、ケナガマンモスの個体数維持という面では、

より大きな悪影響を与えるということが示唆される結果となった。 

 

６．考察 

 既に論じてきたように、数千年前に絶滅したケナガマンモスについては、その生態など不明な点が

多い。本研究ではアジアゾウを参考にして出産間隔を設定しているが、いかに生物学的に近縁な種で

あるとはいえ、数百万年前に分岐してから全く異なる環境に適応している両種は、おそらく全く異な

る適応戦略をとっていたと考えられる。 

例えば、子供を産む間隔を半分にするだけで、モデルの振る舞いは大きく変化し、H＝０モデルを

安定させるためには Tの値を大幅に修正する必要が生じる。また、ケナガマンモスが人類による狩猟

の対象となっていたことは、前述したように恐らく間違いないだろうが、それがどの程度の規模だっ

たのか、そしてそれがどのように変化していたのかという点については推測の域を出ない。そのため、

実際に生じたケナガマンモス絶滅のシナリオに、本シミュレーション結果を当てはめる上では多くの

問題があると言えるだろう。よって、本研究によって得られた結果を、そのような観点から分析する

ことは許されない。 

 しかしながら、人類による狩猟数やバイオマスの変化パターンなど様々な要素を変化させることで、

人類による狩猟と環境がどのように相互作用をしていたのかという点について、以下に示すように、

いくつかの示唆が得られたということは指摘できるだろう。 

１． ケナガマンモスの個体数がある程度減少すると、人類による狩猟や、環境の急変などの要素が

個体数に与える影響が非常に強く現れるようになり、種の維持は困難になる。 

２． 環境がケナガマンモスの個体数に与える影響と、人類による狩猟が個体数に与える影響は、相

互に関連しあって作用する。このことは、人類による狩猟が行われている場合に、環境変化の

影響がより強く現れると表現することもできるし、またその逆に、環境変化が激しく生じてい

る場合に、人類による狩猟の影響が顕著に現れると表現することもできよう。 

３． おそらく冬季から早春にかけてケナガマンモスの死亡数が増加していたと考えられるが、この

時期に人類による狩猟が重なることで、マンモスの個体数が減少する傾向は強まる。しかし、

この傾向は人類の狩猟パターンによっても変化する。 

４． 環境要因については、バイオマス量の不規則な変化は、どのモデルにおいてもそれほど大きな

個体数減少の要因とはならなかったが、H=５モデルのような絶滅に向かうシナリオでは比較的

大きな影響を与えていた。 

 これらの点からも、大型哺乳類の絶滅が環境変化によるものか、人類の狩猟によるものかという議

論にはあまり意味がないと考えられる。この二つの因子は独自に作用するというよりも、相乗効果に

よって複合的に作用すると考えられるからである。 

 

７．終わりに 

 「ケナガマンモスはなぜ絶滅したのか」という問いは古今東西の様々な研究者を魅了してきた。今
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日では遺伝子工学の発達により、ケナガマンモスを復活させるというプロジェクトそのものも真剣に

議論されるようになってきているが、それは現代科学の発展に裏打ちされた、「夢」を追い求める探

求心の現れでもあると言えるだろう。 

しかしながら、我々が過去に目を向ける時、そこにあるのは非常に激しく変動する地球の姿である。

今日の地球環境は、対照的に、たとえそれが急激に変化しつつあるとはいっても、農耕が可能となる

程度には温暖で安定したものである。それが今後どの程度続くのか、そして、その先にはどのような

地球環境が待っているのか、それは現時点では誰にも答えられない問いである。 

過去の激変する地球環境はどのようなものであり、当時の生態系はどのようにしてそれに適応して

いたのか。そしてまた、そのような厳しい環境を生き延びてきたにもかかわらず、我々ホモ・サピエ

ンスが寒冷地に進出するとともに衰退し、そして絶滅へと至ったケナガマンモスに起こったのはどの

ような現象であったのか。 

これらの問いに向き合うことは、今後地球環境が変化した時、今日ある生態系はどのような影響を

受け、どう変化していくのか、そして、我々人類は環境の変化にどのようにして対応していけばよい

のかという問いに対する答えを模索していくことにもつながる。本研究では、人間とケナガマンモス、

そしてその捕食動物から構成される生態系を想定し、その振る舞いについての分析を試みたが、この

ような分析の精度を今後一層高めていくためにも、ケナガマンモスをはじめとする絶滅動物の生態や、

彼らに何が起こったのか、さらに詳細な知識の獲得が求められていると言えるのではないだろうか。 
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注 

１．ユーラシアのマンモスが衰退したのは 12,000年ほど前であるが，シベリアの西部では 9700年ほど

前に絶滅したと考えられている．ウランゲリ島など一部の地域では小型化したマンモスが数千年前ま

で生存していた（Nogués-Vravo et al. 2008, Stuat et al. 2004, Vartanyan et al. 1995）． 

２．ウラン・ウデの気候については参考ウェブサイト１を参照した． 
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３．温暖化によるマンモス・ステップの減少がマンモスの個体数を減らしただけでなく，マンモスの個体

数が減少したために樹木が育ちやすくなり，マンモス・ステップの縮小につながったとする研究成果

も出版されている．Doughtyら（2010）を参照のこと． 

４．一般論として，ある生物種の個体数が減少すると，個体数や環境の確率的揺らぎにより種が絶滅する

リスクそのものが高まる．絶滅リスクを評定する指標には個体群存続可能性分析（ＰＶＡ）などがあ

る．Nogués-Vravo ら（2008）の議論によれば，人類による狩猟が，気候の変化により個体数が減少

していたケナガマンモスの絶滅リスクを高めることになったと考えられる． 

５．マンモス・ステップの生産性については Zimov ら（2012） を参照のこと． 

６．バンド社会は，主として狩猟採集社会に見られる遊動的な社会集団である．一般には，複数の家族か

ら構成される 50人程度の居住集団であるが，集団規模が季節的に変化することがある． 

７．ここでは怪我や老衰による自然死を想定している． 

８．アジアゾウやアフリカゾウの群れは主にメスとその子供によって構成されている．ケナガマンモスに

ついても同様の生態が見られたということは想定できるが，その関わり方が明らかになっていない上，

オスの個体数そのものは全体の増減にさほど影響しないと考えられるため，メスとその子供によって

構成される群れを本研究の対象とした． 

９．マンモス・ステップは最大で８百万㎢に達していたと考えられる広大な地域であり，この地域だけで

もケナガマンモスが何頭程度生息していたのか，そして当該地域にどの程度の人類が居住していたの

かという点についても推測の域を出ない．Nogués-Vravo ら（2008）を参照のこと． 
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『夢十夜』の「第一夜」の臨床心理学的研究 

 
A Clinical Psychological Study of‘The First Night’  

in Soseki Natsume’s“Ten Nights Dreams” 

 

石橋 泰 

Yasushi Ishibashi 
 

要 旨 

 本論は夏目漱石『夢十夜』の「第一夜」について、精神分析、ユング心理学等の観点から、その意

味について臨床心理学的に考察したものである。「第一夜」は女性が死ぬところから始まるが、『夢十

夜』と前後する漱石の初期作品に「死んでいく女性」のイメージが繰り返し現れることから、それら

の像を収集し、それらを踏まえて「第一夜」に考察を加えた。考察は、①漱石の母子関係と内的母親

像のあり方、②本居宣長との比較から「第一夜」の女性像を漱石のアニマ像として検討すること、③

「第一夜」において人間的次元の母親像、元型的次元の母親像、アニマ像がどのように現れ、それぞ

れがどのような意味を持っているか、という観点によった。漱石の人間的次元の母親像が鏡子婦人と

の関係の中でかなり修復され、元型的次元での肯定的な母親像の体験につながり、漱石に安定感を与

えているが、より人間的・個人的次元の実現が課題として残されている可能性があることを論じた。 

 

  キーワード：夏目漱石、夢、死、母親、アニマ 

 

１．はじめに 

 2016 年は夏目漱石没後百年の年にあたり（漱石は 1916（大正 5）年 12 月 9 日に永眠）、山梨英和

大学でも県民コミュニティカレッジの一環として「夏目漱石との新たな出会い〜漱石宇宙の多元性に

触れる」と題した全 5 回からなる講座を実施した。個人的なことになるが、筆者もそのうちの 1 回を

「漱石の人生と『夢十夜』」と題して担当した。もともと筆者はイメージを媒介とした心理臨床を専門

としているので、『夢十夜』について何か言えることがあるだろうと思ってお引き受けした。漱石に関

してはもちろんだが、『夢十夜』だけに絞っても多くの研究の蓄積があることは知っていたが、どうせ

消化しきれないと考え、漱石の成育史は最低限見直したが、基本は『夢十夜』そのものから離れずに

考えることを試みた。何度か読み返すうちに、筆者なりのポイントが見てきて、上記の講座ではそれ

を中心にしてお話しさせていただいた。そのときのポイントは大きく以下の 2 点であった。 

① すべてが漱石の本当の夢であったとは言えないが、シリーズとして見ると明らかに流れがある。

本人の連想を聞けない状態での解釈は恣意に流れる危険があり、この危険を減らすために、まず

一般論文 
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十夜をシリーズとして考察した。そのとき「第七夜」が転換点になっていることを指摘した。そ

れまでの夢では死に引き込まれる心性が優勢であったが、「第八夜」以降では生きようとする姿勢

が明確に現れてきていることを指摘した。 

② 「第一夜」と最後の「第十夜」は、表現内容は違いが大きいが、女性が男性に依頼ないし命令を

し、男性がそれに応えるというモティーフが中心になっていることに注目すると、同じ主題のヴ

ァリエーションとも考えることができ、それを踏まえ考察を試みた。 

 このときの筆者には、「第一夜」が他の夢とは質的に違うと感じられ、十夜の流れに収めることがで

きない状態であった。そのため②に関しては十分な考察ができなかったと思うので、ここではその内

容には触れないことにする。 

 その後も『夢十夜』をどう考えたらいいかが心に残り、漱石に関係する本、漱石自身の小説や評論、

『夢十夜』についての研究論文などを少しずつだが読むようになった。その上でも上記の二点につい

ては変更する必要はないと感じているが、「第一夜」については徐々に夢の流れの中に収められる方向

で思考が進んだように思う。本稿では、上記講座のときはうまく考えられなかった「第一夜」に焦点

を当てて、臨床心理学的な考察を試みるものである。筆者の夢を考える基本はユング派的アプローチ

であるが、それだけに拘らずにできるだけ視野を広げて考えてみたい。本稿の構成は以下のとおりで

ある。まず、『夢十夜』成立の背景を概括し、「第一夜」を要約し、予備的考察を加える。次に、「第一

夜」を考察するための準備作業として、漱石の初期作品にみられる関連するイメージを収集し、そこ

に見られる特徴について考察する。これらを踏まえて、「第一夜」の解釈と考察を試みる。 

 

２．『夢十夜』と「第一夜」 

２−１．『夢十夜』執筆の前後 

 『夢十夜』は、最初、東京と大阪の朝日新聞に 1908（明治 41）年の 7 月から 8 月にかけて連載さ

れた。同年の作品としては、『坑夫』（1 月〜4 月）、「文鳥」（6 月）、『夢十夜』の直後の 9 月からは『三

四郎』をいずれも朝日新聞に連載している。翌年には『永日小品』が書かれた。『夢十夜』執筆の時期

は、漱石の人生にとってもきわめて大きな転機にあたっている。 

 漱石は大学卒業後、東京高等師範学校、愛媛県尋常中学校（松山中学）、第五高等学校（熊本）で教

鞭をとっていたが、1900 年、五高在職中に文部省から英語研究のための英国留学を命ぜられる。漱石

33 歳のときである。英国留学を終えた漱石は 1903 年に日本に帰国し、同年、第一高等学校と東京帝

国大学の講師に就任している。翌年には明治大学講師も兼任し、教員として多忙な生活を送っていた

が、1905 年に「ホトトギス」に掲載された「吾輩は猫である（一）」が評判となる。その後、小説執

筆の比重が大きくなっていくが、1907 年（漱石 40 歳）に、朝日新聞からの招聘を受け、職業小説家

に専念すべく一切の教職を辞している。『夢十夜』は職業小説家としての形成期であるその翌年に執筆
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されている。 

２−２．「第一夜」の概要と予備的考察 

 まず「第一夜」の概要を示すが、短いものなので原文にあたっていただけることを期待する。 

【「第一夜」の概要】 

 仰向けに寝た女の枕元に「自分」が座っていると、女が静かな声で「もう死にます」と言う。女は

血色がよく死にそうには見えない。女は「死んだら私を埋めて、墓の傍で待っていて下さい。また逢

いに来ますから」と言い、「自分」は約束する。女は「百年待っていて下さい」と思い切った声で言い、

「自分」はただ「待っている」と答える。「長い睫の間から涙が頬に垂れ」女は死ぬ。「自分」は約束

通り女を埋め、墓を作り、太陽が昇っては沈むのを数えつつ待ち続ける。ずっと待つが「自分は女に

騙されたのではなかろうか」と思う。と、そのとき墓石の下から青い茎が伸びる。そして茎の先に真

っ白な百合が花を咲かせる。そこに遙か上から露が落ちてきて、花にあたり、花を揺らせる。「自分」

はその花に接吻する。空を見上げると、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな

とこの時初めて気がついた、というところでこの夢は終わる。 

 

 この夢について、素朴な次元からになるが、若干の考察を加えよう。 

 第一。「自分」の心には疑いが芽生えもするが、結果として女の約束は成就する。信じて待った甲斐

があったという結末になっている。これは読者の心に「よかった」という感想を抱かせるだろう。 

 第二。それにも関わらず、読者の心には若干の物足りなさ、寂しさが残らないだろうか。女が「ま

た逢いに来る」と約束したことは、言葉どおり受け取れば、人間として逢いに来ることを期待させる

からである。白い百合の花のイメージは美しいが、無言であり、言葉がない。これは夢の最初に描か

れた女と男の印象的な言葉のやり取りとの対比を形成し、読者の心に上記のような感想を抱かすのだ

と思われる。 

 第三。この夢の最後の場面は「夜明け前」にあたる。この夢は一つの成就を示しているが、この成

就は新しい昼間の世界を生み出す最初の種子のようでもある。それでは「昼間」は何なのだろう、そ

れをもっと知りたいという気持ちを読者に引き起こす。 

 以上、筆者が読者の代表としてこの夢の引き起こす心の動きを描いてみた。後の考察でもこれらを

踏まえて考えてみたい。 

 

３．漱石の初期作品に見られる関連するイメージ 

 ここからは「第一夜」のイメージと関連するイメージを漱石の初期作品から集め記述していく。 

３−１．死んでいく女性の像  

 「第一夜」でも女性が死ぬことが印象的であるが、漱石の初期作品には「死んでいく女性」の像が
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繰り返し印象的に描かれている。それらをまず順番に記述する。 

３−１−１．『吾輩は猫である』その 1 

 まず『吾輩は猫である』（1905）である。第二章（以下「二」と記す）で、お正月気分が抜けない

一月、主人のところに迷亭と寒月がやってきて不思議な体験をそれぞれが話す。そのうちの寒月の話

である。内容は以下のようである。 

 昨年の暮れのこと、知人の家で忘年会兼合奏会があり、私も出席した。帰ろうとしているとき、某

博士の夫人が来て「○○子さんが病気だ」と言う。その女性には 3 日前に会ったところでそのときは

元気だったが、その晩から発熱したのだという。譫言を口走っているが、その譫言の中に寒月の名前

がときどき出てくるという。もし薬が功を奏さないと危険だという。「私はそれを聞くと一種いやな感

じが起こったのです。ちょうど夢でうなされる時のような重くるしい感じで周囲の空気が急に固形体

になって四方から吾が身をしめつけるごとく思われました」。 

 その帰り道のことである。吾妻橋にかかったとき、人力車が一台来るが、その提灯の火を見送って

いると、「段々小さくなってサッポロビールの処で消え」た（この細部に言及するのは後で触れる「琴

のそら音」でも火が消えることが描かれているからである）。すると遥かの川上の方で寒月の名前を呼

ぶ声が聞こえる。見るが暗くて何も分からない。気のせいに違いないと思い、歩き始めるとまた遠く

から名を呼ぶ声が聞こえる。以下、引用する。 

 

 三度目に呼ばれた時には欄干に捕まっていながら膝頭ががくがく悸え出したのです。その声は遠

くの方か、川の底から出るようですが紛れもない○○子の声なんでしょう。私は覚えず「はーい」

と返事をしたのです。（中略）その時に私はこの「夜」の中に巻き込まれて、あの声の出るところに

行きたいと云う気がむらむらと起こったのです。○○子の声がまた苦しそうに、訴えるように、救

いを求めるように私の耳を刺したので、今度は「今すぐに行きます」と答えて欄干から半身を出し

て黒い水を眺めました。（中略）ここだと思って力を込めていったん飛び上がっておいて、そして小

石か何ぞのように未練なく落ちてしまいました。（p.72） 

 

 気がついてみると、水の中に飛び込んだつもりが橋の真ん中に飛び降りていた、というおち
、、

である。

主人は「やはりゼームス教授の材料になるね。人間の感応という題で写生文にしたらきっと文壇を驚

かすよ」と感想を述べる。後日談が語られ、数日前に年始にいったとき、〇〇子さんは羽根をついて

いて「病気は全快したもの」と思われるということである。 

 ○○子さんは寒月の恋人というわけではないのだが、寒月は○○子さんが死につつあるというイメ

ージに取り憑かれてしまう。またそうした女性に引っ張られるように、「夜」の側にひっぱられたこと

が語られている。現代ほど医療が進んでいない明治時代において、元気だった人が突然なくなってし
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まうことは珍しくはなかったのだろうが、寒月を通して「はかなく死んでしまう脆い女性像」が語ら

れていると思われる。 

３−１−２．『吾輩は猫である』その 2 

 上述の寒月のエピソードは、寒月の独り相撲であったが、同じ『吾輩は猫である』の「二」におい

ては本物の死も語られている。それは「新道の二弦琴の御師匠さんの処の三毛子」の死である。三毛

子について語り手の名無しの猫は次のように語っていた。「三毛子はこの近辺で有名な美貌家である。

吾輩は猫には相違ないが物の情けは一通り心得ている。うちで主人の苦い顔を見たり、御三の険突を

食って気分が勝れん時は必ずこの異性の朋友の許を訪問して色々な話をする。すると、いつの間にか

心が晴々して今までの苦労も何もかも忘れて、生まれ変わったような心持になる。女性の影響という

ものは実に莫大なものだ」。この三毛子がご飯を食べなくなり、ついには死んでしまうことが語られて

いる。二弦琴の御師匠さんは医者に診せに連れて行かせるが、人間のための医者だったので役に立た

ず、三毛子は遂には死んでしまったのである。そして、御師匠さんと下女（当時の表現、以下も同じ）

は「つまるところ表通りの教師のうちの野良猫がむやみに誘い出したからだと、わたしは思うよ」「え

えあの畜生が三毛のかたきで御座いますよ」などと話しているのである。 

 「吾輩」にとってはつらい喪失の体験であったことだろう。これは猫の世界では切実なリアリティ

をもったものだが、猫の家の「主人」にとっては意識されないところで起こっている。無意識の世界

で起こっていることである。もちろん漱石は全体の作者としてその両方を眺めているのであるが。 

 「吾輩」は前年のデビューで人気者になり、「二」の前半にはそれを反映した軽躁的な気分があるの

だが、この成功の影で「吾輩」は三毛子の死という喪失体験に出会っているのである。猫ではあるが、

これも「死んでいく女性の像」に含めていいだろう。 

３−１−３．琴のそら音 

 次は「琴のそら音」である。この作品は『吾輩は猫である』と並行して書かれ、当初は『漾虚集』

（1906）に収録された。次のような作品である。 

 主人公が大学時代の友人津田君を訪ねると、津田君は「幽霊の本」を読んでいる。主人公は結婚を

予定している女性がいて、その準備として最近一戸を構えたところで、家事をしてくれる「婆さん」

と暮らしている。この「婆さん」は迷信深いところがあり、坊主に引っ越しの方向がよくないので家

内に不幸があると言われたとか、犬が遠吠えしているので変なことがある、などと言っているという。

主人公が婚約者がインフルエンザにかかったと話すと、津田は低い声で「よく注意したまえ」と言う。

津田の親戚がインフルエンザにかかり一ヶ月たたないうちに死んでしまったのだという。死んだのは

若い女性で、夫は陸軍中尉であり、日露戦争に従軍中のことであったという。妻は夫の出征にあたり、

「もし万一御留守中に病気で死ぬような事がありましてもただでは死にません」と言ったという。夫

がある朝、懐中持の小さな鏡を取り出してみると、そこに「細君の病気に窶れた姿」が現れ、夫は妻
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の死を知ったのである。後日、妻の死の時間と一致していたことが確認されたというのだ。 

 津田の下宿を出た帰り道、夜のかなり遅い時間になっていたが、鐘の音が不気味に響き、雨が降り

始める。死んだ乳飲み子のものらしい棺桶を担いでいく男たちに出会う。その一行の一人が言ってい

た言葉「昨日生まれて今日死ぬ奴もあるし」を主人公は胸の中で繰り返す。すると自分も死ぬものだ

ということを生まれて初めて感じ始める。「功名心には冷淡な男である。死ぬとしても別に思い置く事

はない。別に思い置く事はないが死ぬのは非常に厭だ、どうしても死にたくない。死ぬのはこれほど

いやな者かなと始めて悟ったように思う」。 

 茗荷谷の坂の中途で、赤い鮮やかな火が見える。下から上へ動いてくるので、提灯に違いないと思

うのだが、それが不意に消えてしまった。「この火を見た時、余ははっと露子（筆者注：婚約者の名前）

の事を思い出した。（中略）同時に火の消えた瞬間が露子の死を未練もなく捻出した」。主人公は婚約

者が死ぬのではないかという強い不安に襲われる。何とか家にたどり着くと、「婆さん」が犬がおかし

いので不吉だと言う。主人公はその日は夜であり雨もひどいため、ひどい不安を胸に抱えたまま家に

留まるが、翌朝はやくに泥道の中を婚約者のもとにかけつける。婚約者は病気も治り元気にしている。

主人公はその場をごまかすが、婚約者は後日この一件について聞き、主人公への愛情を深めたのだっ

たと最後は明るい結末で終わる。 

 この物語でも主人公は婚約者の女性が死んでしまうのではないかという強い不安を体験している。

それは火が消えたときに起こっている。 

 この時期の漱石は職業小説家として色々な小説手法を試してみようという意識があったと思われ、

同様のモティーフを様々に展開してみることを意識的にやってみたのかもしれない。しかし、この作

品でも男性が「女性が死んでしまう」というイメージに取り憑かれてしまう。寒月のエピソードと比

べると、この作品での方が不安がはるかに切迫感をもって描かれている。おそらくそれは、その直前

に主人公が死ぬのは厭だと強く感じたことと関係していると思われる。 

３−１−４．文鳥 

 次は「文鳥」という短編である。『夢十夜』の直前の時期にあたる 1908 年 6 月に「大阪朝日新聞」

に発表された。リアリズムの文体の小説で、主人公が文鳥を飼うが死なせてしまった体験が描かれて

いる。内容は以下のようである。 

 三重吉（鈴木三重吉）が主人公（漱石自身であると思われる）のところにきて「文鳥を飼いなさい」

と勧める。三重吉に依頼して金を渡すが、三重吉はそのままにして平気な顔をしている。霜が降り出

した頃、三重吉は文鳥と籠を持ってきて、主人公に色々世話の仕方を教え、主人公は不器用ながらも

文鳥の世話をし始める。文鳥を見ていると「淡雪の精のような」気がする。あるとき、文鳥がこちら

の顔をみたとき、主人公は昔知っていた「美しい女」のことを思い出す。文鳥の世話を主人が忘れる

ときがあっても、家人が面倒をみてくれるようになり、文鳥は主人公の日常の一コマになる。しかし、
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あるとき猫が籠を襲う。文鳥は生き延びたもののひどいショックを受けたようで数日たつと死んでい

るのがみつかる。主人公は「家人が餌をやらないからだ」と家人に怒りを感じ、怒りを下女にぶつけ

てしまう。文鳥は主人公の子どもたちによって埋葬される。「午後三重吉から返事が来た。文鳥は可愛

想な事を致しましたとあるばかりで家人が悪いとも残酷だともいっこう書いていなかった」という文

章で終わっているが、これを見ると主人公の怒りはまだ収まっていないようである。 

 ここでは可憐な文鳥の死が語られている。漱石にとってこれが辛い体験であり、心に納めきれず、

家人のせいにすることが描かれている。文鳥は鳥であるが、連想を介して女性のイメージが重ねられ

ている。ここでも「美しいが無力なもの」が死んでいくことが描かれており、「死んでいく女性」のイ

メージ系列に入れてもいいと思われる。 

３−２．寡黙に死んでいく男 

 次は「死んでいく女性」ではなく「死んでいく男性」の像である。これは心理的次元というよりも

社会的次元の像である。やはり『漾虚集』に収められた「趣味の遺伝」という作品である。内容の概

要は以下のようである。 

 語り手が人との待ち合わせで新橋駅にやってくると、大勢の人がいる。日露戦争から凱旋する兵士

たちを多くの人々が待っているのである。語り手の「余」は、約束した人が来ないので、見物をして

いくことにする。「余」は様々な感慨を抱きながら帰還した将軍や兵士たちを見ているが、その中に「目

鼻立ちは他の者とは比較にならぬほど立派」で背の高い「年の頃に二十八、九の軍曹」を見る。この

兵士が先年旅順で戦死した「余」の高等学校時代からの友人である「浩さん」を思い出させる。「余」

は浩さんが大好きだったようで、浩さんがいかに魅力的な男だったかが語られる。 

 翌日、「余」は浩さんの紀念の遺髪を収めたお寺にお墓参りに出かける。すると「余」を驚かせたこ

とに、墓には先客がいた。それも若い女性である。女は帰るところであり、二人は言葉をかわすこと

なく行き過ぎる。墓に着くと、花筒には菊がさしてある。「余」は浩さんがこのような女性と知り合い

であったとはまったく知らなかった。誰かを知らねばならぬとなぜか強く思い、女の後を追いかける

がすでにその姿はなかった。「余」は浩さんの母親に会って話をきいてみることにする。 

 浩さんの母を「余」は訪ねる。浩さんが嫁をもらうつもりがあったのかという話題になるが、「余」

は浩さんの母に逆に息子には好きな女性があることを「余」に話はしなかったかと訊かれてしまう。

浩さんの残した日記にそれらしいことが書かれているのを読んだのだという。「余」は「ポッケット入

れの手帳」の日記を預かって帰ってくる。 

 「余」は書斎に籠もり、日記に向きあう。戦陣の中での出来事が簡潔な文体で書かれている。読み

進むと、次の文章を見いだす。「二、三日一睡もせんので勤務中坑内仮眠。郵便局で逢った女の夢を見

る」。ここから文体が言文一致体になっている。「ただ二、三分の間、顔を見たばかりの女を、ほど経

て夢に見るのは不思議である。よほど衰弱している証拠であろう、しかし衰弱せんでもあの女の夢な
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ら見るかもしれん。旅順に来てからこれで三度見た」とある。日記のこの後の部分は最後の戦闘が迫

る中で書かれた文章で、「強い風だ。いよいよこれから死にに行く。丸に中って仆れるまで旗を振って

進むつもりだ。御母さんは、寒いだろう」と記され、そこで「ぶつりと切れている」。 

 「余」は日記の女性と寺で出会った女性が同じ人ではないかと考え、この人を見つけたいと思う。

「余」はこの問題で頭がいっぱいになる。「余」は、専門外ではあるが遺伝という問題に関心を持ち、

メンデル、ヘッケル、スペンサーなどの書物を研究している。この日、リードの著述を読んでいるう

ちに「この問題は遺伝で解ける問題だ」とはっと気がつく。「こんな芝居的夢幻的現象の因を極めるの

は遺伝による外に仕様はなかろう」と思う（ここまで「余」は今回の出来事を「小説的」と表現して

いた。この問題は小説では解けない、科学が必要だと路線を変更したのである。疑似科学と言われる

だろうが、「余」の思考様式は仮説検証的であり、これが後述するように小説の展開にも意味を持って

いると考えられる）。 

 浩さんの家はもともと「紀州の藩士であったが江戸詰で代々こちらで暮らした」ことから、「余」は

元藩家老だった老人を探し出し、会いに出かける。そこで浩さんの祖父にあたる才三という人の話を

聞く。「藩中第一の美人」が才三を好きになり「才三方へ嫁に行かねば死んでしまうと騒いだ」。才三

も「実は大変貰いたかった」ので、話は順調に進み、結婚の日取りを決めるまでになっていた。しか

し、国家老の倅がこの女性に横恋慕した。当時のこととて才三の方を破談にし、女性は国家老の倅に

嫁がざるをえなかったという。そして、この女性方の家の末裔である小野田の妹がこの女性によく似

ているというのである。 

 「余」は小野田を探し、この女性と会うことができる。しかし、「日本は西洋と違って男女の交際が

発達しておらん」ため、浩さんのことを訊ねるのがはばかられる。浩さんの母に相談すると「近頃、

息子を亡くした女がいて、朝夕寂しがって暮らしているので、慰めてやろうという気持ちがあれば、

お嬢さんをときどき遊びにやってあげてください」とこの女性の兄に頼んでみて欲しいと言う。女性

は浩さんの母をときどき訪れるようになり、仲がよくなり、「まるで嫁御さんのようになった」。とう

とう母が浩さんの日記を出して見せると、「それだから私はお寺参りしておりました」と当たり前のよ

うに答えたのであった。「浩さんは塹壕へ飛び込んだきり上がって来ない。（中略）天下に浩さんのこ

とを思っているものはこの御母さんとこのお嬢さんばかりであろう。余はこの両人の睦まじき様を目

撃する度に、将軍を見た時よりも、軍曹を見た時よりも、清き涼しき涙を流す」のであった。 

 少しだけコメントを加えたい。この作品の前半では「余」が想像力の限りをつくして、浩さんの最

期の場面を描き出し、悲憤慷慨する姿が描かれているのだが、後半、女性が登場し、話が進むについ

て、感情の色調が落ち着いたものに変わる。浩さんが失われた悲しみは持続しているが、それは「深

く静かな悲しみ」に変化するかのようである。「余」は前半で感じていた激情に近いものから距離をと

れるようになるのだが、「科学的思考」を「余」がとることが、このことに貢献していると思われるの
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である。 

 「深く静かな悲しみ」は大切なものであり、日本文化の通奏低音とさえ言えるものかもしれない。

この作品でもこうした感情に落ち着いていく。しかし、ここから「怒り」が消えてしまったことは残

念でもある。日本人にとって「静かに持続的に怒ること」は難しいのだと思わされるのである。 

 

４．考察 

 ここからはここまで集めたイメージをもとに、「第一夜」の解釈と意味について考えていく。 

４−１．母子関係の問題 

 前章ではまず「死んでいく女性の像」を漱石の初期作品から集めた。「文鳥」は人間の女性ではない

が、そこでは「美しいが無力なもの」が死んでいくことに対する漱石の反応が語られていた。 

 まずこうしたモティーフとの関連で考えなければいけないのは母子関係の問題である。母親（ある

いは母親代理者）との発達早期の関係は精神分析において、子どもを守り育ててくれる母親表象が心

に内在化されることによってその後の発達の土台となると考えられてきている。「死んでいく女性の

像」は漱石において「若い女性」として語られており、一見、母親ではない。しかし、そこに母親像

の問題が重なっているという視点から考えてみたい。 

 母親との安定した関係のイメージ・像の欠如は、母親という対象の側の像としては、依存あるいは

関係を持とうとしても消え去ってしまうこととしてイメージされるだろう。また子どもという主体の

側に焦点を置けば、見捨てられる体験、あるいはそのことへの不安として現れるだろう。後者の方が

より直接的な表現であり、前者はやや間接的な表現であるが、漱石には母親との関係の弱さからくる

運命的に負わされてしまった心性があることが推察されるのである。思い起こしてみると『吾輩は猫

である』も「吾輩」が母猫や兄弟たちといるところから一匹だけ書生という「人間中で一番獰悪な種

族」によって引き離され、捨てられるところから始まっている。「３−１−２」に略述した三毛子の死も

「吾輩」にとっては喪失の体験である。人間ではなく猫としての方が「母の剥奪（maternal 

deprivation）」の体験を素直に語れるようである。 

 「３−１−１」の寒月のエピソードと「３−１−３」の「琴のそら音」について、ここには寺田寅彦の

若くして亡くなった妻の像が重なっている可能性があることを、藤井（1991）が詳細に検討している。

寺田は第五高等学校での漱石の教え子であり、卒業後も漱石を慕い師事し、しばしば漱石宅を訪れて

いた。寺田とその妻は若くして結婚するが、寺田の勉学のために熊本、後には東京と離れて暮らすこ

とが多かったが、妻は病気のためわずか二十歳で亡くなってしまう。藤井は寺田が漱石にこの辛かっ

た体験を話したと考えている。確かに漱石がそれを素材に使ったことは十分考えられることである。

しかし、漱石の側にも寺田の話に反応し動かされる内的な要素があり、それは漱石自身の問題と重な

っていると考えることもできる。漱石が子ども時代の養育に恵まれなかったことは知られているが、
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ここで振り返っておく必要があるだろう。 

 以下、十川（2016）、亀口（2011）をもとに、母あるいは母親代理者との関係を中心に漱石の家族

との関わりをまとめる。 

 漱石の本名は夏目金之助である。金之助は 1867 年、町方名主の家に生まれる。父が 50 歳、母が

42 歳のときの子どもである（年齢は数え年。以下も同様）。母千枝は父にとっては先妻が病死したた

めの再婚で、早世した一男一女の他に四人の男子を生み、金之助は五男にあたる。その他に先妻との

間の二人の姉がいて、金之助は六人兄弟の末っ子であった。母は「この年で子供を産んで恥ずかしい」

と漏らしたという。母の乳の出が悪かったので、金之助は早々に里子に出される。里子に出された先

の古道具屋の店先に金之助が籠に入れられていて、それを見た姉の一人がかわいそうに思い、引き取

ってきたという。当時、家督を継ぐ可能性のある男児は尊重されたが、金之助の上には三人の兄がお

り、金之助は「乳離れとともに当然養子に出される運命にあった」（十川）のである。 

 養子先は塩原昌之助・やすという子供のない名主の夫婦であった。この夫婦は、もともとは大変な

倹約家であったのだが、金之助を溺愛し、金之助に対しては惜しげもなく様々な品を買い与え、芝居

などにも連れて行ったという。また金之助は近所の子供と交わることを禁じられたようなのだが、十

川は「養父母が彼を宝物のように蔵いこみ、『下品な』子供から悪習を教えこまれることを避けたから

ではないだろうか」と推測している。自伝的な要素が強い『道草』に従うと、養父母はお前の父や母

は誰か、一番好きなのは誰かを尋ね、自分たちを指せば満足したが、これらは逆に鋭敏な金之助の心

を養父母から離してしまったのだった。亀口は金之助と養父母との関係を「ダブルバインド」の状況

に相当すると述べている。 

 養父の浮気から養父母は連日夫婦げんかをするようになる。今日的には「心理的虐待」にあたるか

もしれず、金之助の心にも大きな影響を与えたことが推察される。養父が家を出たため、残されたや
、

す
、
と金之助は一時、夏目家に引き取られる（金之助 7 歳）。その後、金之助は養父の下に戻され、そ

こで小学校入学を迎える。金之助は勉強に打ち込むが十川は「いわゆる家族的愛情を受けなかった彼

は、その『牢獄』から脱出するために、勉学せざるをえない気持ちに追い立てられていたのだろう」

と述べている。金之助 9 歳のとき、養父母の間に離婚が成立し、戸籍上は塩原家在籍のまま、夏目家

に戻される。金之助はここで下女から「あなたがお爺さん、お婆さんだと思っていらっしゃる方はあ

なたの本当の父と母なのですよ」と教えられたという。時間が飛ぶことになるが、金之助が夏目家に

復籍するのはずっと後、金之助 21 歳のときである。1887 年に兄二人が続けて病死し、残る三番目の

息子には夏目家を託せないと父が考えたことによる。しかし、復籍に塩原家は抵抗する。表面上は「家」

の継続を理由として争うが、実質的には金の問題で、夏目家側がそれまでの養育費を支払うことで復

籍が成る。 

 金之助 14 歳時に実母千枝が 55 歳で亡くなっている。金之助は実父や養父母には悪感情を持ってい
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たが、実母には悪感情は持っていなかったという。『硝子戸の中』の「母の記念のために」書かれた文

章で次のようなエピソードを述べている。ある日、他人の金を使いこんでしまうという夢を見て、あ

まりにリアルであったので、大声を出した。すると、その声を聞きつけた母が寝所のあった二階まで

上がってきて、「心配しないでも好いよ。御母さんがいくらでも御金を出してあげるから」と安心させ

てくれたという。漱石にとってこの思い出は大切なものであったようだ。 

 金之助は 17 歳のとき、実家を出て、下宿生活を始める。ここには実家から離れたいという気持ち

が強く表れているだろう。また後の 25 歳時のことであるが、戸籍を実家から分家させて北海道に移

している。北海道開拓に従事するという理由で徴兵を逃れることができたという合理的理由もあった

ようであるが、ここにも漱石の実家への否定的な思いが表れていると見ることもできる。 

 以上を踏まえて、まとめる。 

 漱石は実母に対しては他の親族に対するような悪感情は持っていなかったようである。また、里子

や養子も当時の風習としては異例ではなかった。しかし、漱石の場合は、早く実母から引き離された

こと、養子先でも養母との間に本当に安心できる関係を持てなかったことが伺われ、これらを考える

と母子の絆の形成に問題があった可能性が大きい。筆者には、こうした母子関係の不全による安定し

た母親イメージの欠如が、漱石の初期作品に繰り返し見られる「捨てられる・取り残される体験」「女

性が死んでしまうという予期・イメージ」に表れていると思われるのである。 

４−２．「第一夜」と母のイメージ 

 それでは「第一夜」においては、こうした母子関係、母親イメージはどのように現れ、対処されて

いるだろうか。 

 まず夢の最初で、女性が死ぬことが端的に語られている。女の方は死ぬときに「長い睫の間から涙

が頬に垂れ」たと感情への言及があるが、男の側の反応は淡々としている。男は、女の死を感情も含

めて体験することが難しいのかもしれない。 

 しかし、男は「また逢いに来る」という女の約束を信じて、待ち続ける。ここでも男の感情は淡々

としている。あるいは語られない。ここで男がした仕事は、女を信じ続ける、待ち続けることであっ

た。これ自体が漱石のように母、女性への不信があるだろう人にとっては、真に「大きな仕事」であ

ったと思われる。またこのような夢が見れたこと、あるいは創作が可能であったことは、この時期の

漱石にこうしたことが可能であるだけの「心の準備」ができていたからでもあると考えられる。 

 ずっと待っていた男の心に「自分は女に騙されたのではないか」という疑いの心が芽生える。その

瞬間に墓石の下から青い茎が伸びてくる。男が不信を持つことも必要である。それを裏切る体験が起

こったことが重要である。そして再生が生じ、新しい次元での愛が生まれる。ここから伺えるのは、

漱石は女性への不信感というハンディを運命的に背負わされたが、『夢十夜』執筆時には女性への信頼

感が相当に回復していたのではないかということである。「第一夜」において新しく起こったのではな
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く、信頼感が修復されてきたことを確認するために象徴化が必要であったと思われるのである。 

 しかし、再生後の形態が人間・女性ではなく「百合の花」であることはどのように考えたらいいだ

ろう。ここにはいまだに課題が残されていることが感じられる。最初に述べたように、筆者は当初、

「第一夜」をシリーズにどのように位置づけたらいいかが分からなかった。現在の理解の述べると、

「第一夜」で確認された新しい土台を踏まえて、漱石はいまだ未整理の過去の残滓に取り組み、新し

い地平に進もうとしていることとして夢シリーズを見るとよいというものである。 

 女性への信頼感の回復がなぜなされたかを考えると、鏡子婦人との結婚生活のおかげではないかと

思われる。漱石は第五高等学校講師の 29 歳のとき、鏡子と結婚している。その後、漱石 31 歳時には、

鏡子が自殺未遂をするという事件があり、33 歳から 2 年間の漱石のイギリス留学による別居などもあ

ったが、子どもにも恵まれ、漱石の傷と不信感は徐々に癒されていた面があるように思われるのであ

る（否定的な面も多く残されてもいることもその通りではあるが）。 

４−３．本居宣長との比較 

 ここで連想を広げ、補助線を入れたい。本居宣長との比較である。筆者が「第一夜」を読んで連想

するのは、本居宣長の墓だからである。 

 本居宣長には二つの墓がある。一つは松坂城址に近い本居家の菩提寺である樹敬寺にあり、もう一

つは町から少し離れた山室の妙楽寺の裏山にある。「第一夜」と重なるのは後者の墓である。小林秀雄

は大著『本居宣長』（1992）を、この墓についての詳細な指示を含む宣長の遺書を読むことから始め

ている。妙楽寺の墓には、山桜のよいものを傍らに植えるよう指示している。葬式は諸事粗末でいい

と言いながら、大好きな桜の木は「これだけは一流の品を注文しているのが面白い」と小林はコメン

トを加えている。宣長は子息や弟子たちと共に妙楽寺に墓の場所を見立てに出かけ、場所を定めるこ

とができたとき、次の歌を詠んでいる。「山むろに ちとせの春の 宿しめて 風にしられぬ 花をこ

そ見め」。宣長のこうした行動は子息や弟子たちに混乱を与えた。なぜかというと宣長は、古事記の時

代の人々の心を蘇らせ、自らもそれに従う姿勢を日頃語っていたからである。人が死ねば霊魂は良き

も悪きもすべて「夜見」に行くのであり、そこは薄暗く汚い場所であるが、そのときが来れば行かな

ければいけないと語っていたので、死後の住処として墓所を大切にするということが不整合であると

感じられたのである。小林は「宣長という一貫した人間が、彼に、もっとも近づいたと信じていた人々

の眼にも、隠れていたという事である」と注釈を加えている。小林はこの後、『本居宣長』を十年以上

にわたって書き継いでいくことになるのだが、果たしてこの「隠れていた」部分を描けただろうか。

これらの点に関して、筆者が目からうろこが落ちたと感じたのは、橋本治の『小林秀雄の恵み』（2007）

を読んだ時である。そこで橋本は次のように述べていた。 

 

 《何か異常なものがあった》と言われる、本居宣長の桜への愛着とはなにか。そんなにむずかし
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いことはない。「本居宣長は桜に恋していた」と考えればいいのである。宣長の二つの墓の内の「私

的な墓」は、その「愛しい桜」と共に暮らす《千代のすみか》なのである。だから、その墓にはし

かるべき「山桜」が植えられ、そこには彼の妻がいてはならない
、、、、、、、

のである。死ぬと同時に、本居宣

長は、いわば「愛人の桜という少女」とこっそり同居を始めるつもりだったのだ。それは、彼のそ

れまでの人生のあり方や、彼の思う「世間の道徳」に反する。（中略）死ぬと同時に、彼は長年連れ

添って来た「外的現実」という名の妻と離婚するつもりだった。（p.77） 

 

 橋本はこれが恋である証拠として宣長の詠んだ和歌をあげている。一首だけ引用する。 

 我心 やすむまもなく つかはれて 春はさくらの 奴なりけれ 

 筆者は、桜は宣長の「アニマ像」、「自己に近いアニマ像」だったのだと受けとめ、目が開かれる思

いがしたのである。 

 本居宣長（1730〜1801）は、徳川幕府の支配下で生涯を送った。当時は戸籍の管理も兼ね人々はど

こかの寺の檀家になる制度であり、また幕府公認の官学は朱子学（儒学）であった。そうした中で本

居宣長は、古事記を研究し、『古事記伝』を著した。それは「漢意（からごころ）」を捨て、古代の日

本人の心を蘇らせる試みであり、宣長はそれに沿って自分の人生を整えようとした。これらは近世が

進んだ江戸後期においてはすでに理解されやすいものではなかった。宣長が幕府や当時の思潮が押し

つけるものに抵抗し、国学の道を歩いたということは一般に認識されていることであるが、上記の橋

本の見方をすると国学、古事記に表現されている日本人の伝統的心さえも集合的であり外在的であり、

宣長はその先まで進んだと考えることが可能になる。（わがままに見えても）桜という「愛人」との（死

後においてであるが）生活を描いたことに宣長の真の個性に連なるものが顕れていると思われるので

ある。ユング心理学の用語では、ペルソナを離れ、アニマ像に従うことと考えることができるのであ

る。 

 「ペルソナ」とは、社会に向けた顔・仮面であり、歴史的に成立している心の部分である。江戸時

代は身分社会であり、本居宣長は町人であったので武士に比べればましであったかもしれないが、ペ

ルソナを越えた心を生かすことがいかに難しかったかを思わされるのである。上記の見方をすると本

居宣長は死を前にしてこそペルソナを越えた心を見い出したとさえ言うことができる。 

 本居宣長について長くなったが、「第一夜」の白い百合の花は本居宣長にとっての桜によく似た意味

を持っているように筆者には思われるのである。桜の赤と百合の白という違い、本居宣長は死後とは

いえ現実世界の中での実現をはかったのに対して、漱石は夢あるいは創作の中で象徴的に実現したと

いう違いはある。しかし、漱石も教職（国家公務員）を辞し、それまでのペルソナを捨てたところで

この像に出会っている。漱石の白い百合もペルソナを越えてこそ出会うことができる個人性の強いア

ニマ像と考えることができるように思われるのである。 
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 本居宣長については、もう少しだけ考えておきたい。本居宣長の国学は「もののあはれを知る」文

学的な思想であり、政治的なものではなかった。しかし、歴史の大きな流れの中で、国学は尊皇思想

と結びつき、徳川幕府を倒し、明治維新を実現する巨大なパワーにつながった。なぜこんなことを書

いているかというと、尊皇思想は明治維新で終わることはなく、以後も皇国イデオロギーとして第二

次大戦の敗戦まで皇軍と国民を支配し運んでいったものであるからだ。日露戦争も皇軍の戦争の一つ

である。「趣味の遺伝」の浩さんも皇軍の一兵士として黙々と使命を果たして死んでいったのである。

浩さんは英霊として靖国神社に祀られたことだろう。しかし、漱石は最後にどのように書いていただ

ろう。「浩さんは塹壕へ飛び込んだきり上がって来ない。（中略）天下に浩さんを思っているものはこ

の御母さんとこのお嬢さんばかりであろう」。「このお嬢さん」は浩さんの「個人的アニマ像」とも重

なり、漱石は国家という集合的なものとの関係における浩さんとは別の浩さん、本当は失われるべき

ではなかったその命と個の重さを語ることに成功していると思われる。 

 アニマ像に戻ると、西欧のユング心理学では、アニマ像は最初のうちは女性像として人格化される

が、自己実現のプロセスが進むと「関係」という機能になり、人格化されなくなると語っている。意

味に注目した場合、人間以外のものをアニマ像として解釈することはおかしくはないのであるが、な

ぜ人間として現れないかは考えてみるべきだろう。次にそれを考察してみたい。 

４−４．母親像とアニマ像 

 まず「母親像」と「アニマ像」について、ユングやノイマンの説を踏まえ、筆者なりの理解に沿っ

て以下にまとめる。 

 「４−１」で内的な「母親表象」について考察した。「母親表象」は、子どもの自我を外界や無意識

から保護することが主要な機能である。こうした人間的次元の「母親表象」の意味を語っているのは

精神分析である。ユング心理学では、こうした人間的次元の「母親表象」が弱い場合、元型的な母親

像（グレートマザー像）に晒されやすくなることが指摘されている。漱石の初期作品に「死んでいく

女性像」とともに「水底や夜へと誘う女性像」が多く登場することは、こうしたことの例であると思

われる。元型的次元に引き戻されることは一般に否定的に感じられやすいが、人間的次元の「母親表

象」に恵まれなかった場合、元型的次元まで下降することが治療的な意味を持つと考えることがユン

グの特徴である。臨床的には人間的次元で母親に不信がある人は、元型的次元にも同様の不信を向け

ているので、身動きがとれない状態に陥ることが多く、実際的にはとても難しい問題であるのだが。 

 人間的次元の母親像の主機能が「保護を与えること」だとすると、「アニマ像」は、保護下の安全・

安心な領域から、意識を外部に導くことを機能とする。男性がアニマの要求に応えられれば、その男

性の意識性は以前よりもずっと大きな広がりと深さを獲得する。しかし、応えられない場合もある。

母親像の保護下に逃げ帰れればいいが、最悪では破滅して終わることもありうる。 

 ユングに従えば、人間の自我・意識は、もともとは無意識から生まれたものである。自我の無意識
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からの分離のプロセスを描いたものがノイマンの『意識の起源史』である。自我は無意識から「自立」

し、もはや無意識から切れたものとして自らを体験する。しかし、本当のところは、これは自我の誇

大な思い込みかもしれないのである。自我は集合的無意識の一部に相対的に自律的・自立的領域を得

ただけであり、常に集合的無意識の影響を受けているという方が現実であるだろう。 

 自我の自立という幻想を支えるのが、青年期のアニマ像である。アニマ像は無意識の一部であるが、

自我の味方である部分なのである。アニマ像は、自我の有能感を、集合的無意識の圧力から保護する

という母親的役割をとっているが、母親像より個性化されている。ノイマンがアニマ像を「甦り若返

った母親像」としているのも、こうした特徴を指していると思われる。 

 しかし、人生の後半になるとアニマ像は、自我・意識が依然として集合的無意識の影響下にあるこ

とを教え（自立などしてない）、集合的無意識とつなげ、意識が集合的無意識と向き合うことへ導く方

向にその機能が変わる。母親的機能からアニマ的機能への変化と言うことができる。ユングは自我・

意識の集合的無意識との出会いにおいて、アニマ像は当初は無意識の中でのガイド（アリアドネ）と

して機能するが、意識自身が無意識と向き合えるようになるにつれて、アニマの人格化が解消され、

アニマは集合的無意識そのものになると語っている。すでにここには自己の元型が布置しており、意

識と無意識の自己における統合と和解が体験されることで個性化、自己実現が成就する。 

 ここで「第一夜」の「真っ白な百合」に戻ろう。なぜ人間ではなく、植物なのか？ 

 ギリシャ神話には人間が神々によって動物や植物に変身させられる話が多く語られている。ヨーロ

ッパの昔話であれば、女性が植物（あるいは動物）にされてしまっているのは、「魔女」や「魔法」の

呪いであり、この呪いを解いて人間に戻すための一冒険が展開しそうである。 

 一般にヨーロッパ文明は、文明と自然を対立と見て、自然に落ち込むことを「呪い」と否定的にみ

る感じ方が強い。心理学的に言い換えると、文明＝意識こそが救いであり、自然＝無意識に落ち込む

ことは否定的である、ということになる。これに従って、漱石の百合を考えると、元型的なグレート

マザー像（魔女あるいは女神）の強い影響下にあるからということになるだろう。 

 しかし、日本人はどうだろう。日本人には自然の方が善で、文明は悪であるという感じ方がある。

本居宣長は日本人のこの感じ方を純化した人であるだろう。山桜や自然の四季のめぐりとともにある

こと、そこには循環し永続する実在の感覚があり、宣長もそこに魂の救いと安定を見いだしたように

思われる。その表現が宣長の個人的な墓である。この「自然」は、大自然の中で生きた人々の感受性

を反映する古事記（しかし、古事記は「文化」の端緒でもある）とも微妙な齟齬があり、それが宣長

の周囲の人々の困惑をもたらしたように思われる。 

 橋本治の解釈を加味すると桜も女性像として見ることができるので、漱石の百合と並べてみたのだ

が、並べてみると類似だけではなく、印象に大きな違いがあることが分かる。宣長の桜のイメージは、

循環を伴う永続性を感じさせ、安定感がある。しかし、百合は一度枯れてしまえば、また生えてくる
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か 100％の保証はない。個体性をより強く帯びていると同時に、個であるがゆえの儚さや弱さも感じ

させる。また白という色は、純粋性や無垢を表すとともに、死装束や白無垢が白であるように死のイ

メージとも重なる。「真っ白な百合の花」は、死んでいった最初の女性像のある部分は確かに蘇ったの

だが、まだ死んでいる部分があることを意味しているとも考えられる。このために「第一夜」が読者

の心にまだ終わっていないという印象を与えるのだろう。 

 漱石においても、日本人にとっての自然の意味は機能しているように思われる。偉大なグレートマ

ザー像に包まれることで一定の安定を得ていると考えられるのではないだろうか。漱石の女性像は鏡

子婦人のおかげで相対的に修正された可能性を指摘したが、ここで論じてきたことと矛盾はしない。

人間的次元の母親像がある程度修正されてこそ、元型的次元の母親像の肯定面が体験されやすくなる

ことは臨床的な事実であるからである。 

 本居宣長の桜との《千代のすみか》が安定感があるのに対して、漱石の百合は弱くはかない。人間

は神々と違って死すべき存在である。しかし、死すべき人間としてこそ実現すべきものもあるだろう。

漱石は明治時代の人であり、イギリス留学も体験している。宣長以上に人間の個人性の価値を考えて

いただろう。しかし「白い百合」においては、自然的部分は救われても人間的部分がまだ死んでいる

のかもしれない。進展があるとしたら、どのようにありえるだろうか？夢見手が最後の場面で見上げ

る「暁の星」が鍵であるとも思われるが、さらなる考察は機会を新たにしたい。 

 

５．「心」について 

 『夢十夜』の翌年（1909 年）に『永日小品』があるが、ここに収められた「心」という作品は不思

議な作品である。文庫で 4 ページに満たない小品であるが、前半と後半に分けることができる。 

 前半は以下のようである。語り手は湯上がりで銭湯の二階の手摺から町を見下ろしている。すると

何の鳥か分からないが小鳥が近くにやってきて手摺の桟にとまる。おどかさないようにするが、鳥は

平気なようで語り手のすぐ目の前にやってくるので「半ば無意識に右手を美しい鳥の方に出した」。 

 

 鳥は柔らかな翼と、華奢な足と、漣の打つ胸の凡てを挙げて、その運命を託するものの如く、向

こうからわが手の中に、安らかに飛び移った。自分はその時丸味のある頭を上から眺めて、この鳥

は・・・・・と思った。しかしこの鳥は・・・・・の後はどうしても思い出せなかった。ただ心の

底の方にその後が潜んでいて、総体を薄く暈
ぼか

かすように見えた。この心の底一面ににじんだものを、

ある不可思議の力で、一所に集めて判然と熟視したら、その形は——やっぱりこの時、この場に、自

分の手のうちにある鳥と同じ色の同じ物であったろうと思う。（夏目、1987、p.149） 

 

 この「鳥」は他の表現では代替できないという点で、まさにユングのいう意味での「象徴」である。 
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 後半、語り手は散歩に出るが、多くの人の中に一人の女が立っているのを見る。「百年の昔から此処

に立って、目も鼻も口もひとしく自分を待っていた顔である。百年の後まで自分を従えて何処までも

行く顔である。黙って物をいう顔である」。女は黙って後ろを向き、細くて暗い露次に入っていく。語

り手もついていく。露次は行き止まるが、女は語り手の方を振り返り、急に右に曲がる。「その時自分

の頭は突然先刻の鳥の心持に変化した。そうして女に尾いて、すぐ右に曲がった。右に曲がると、前

よりも長い露次が、細く薄暗く、ずっと続いている。自分は女の黙って思惟するままに、この細く薄

暗く、しかもずっと続いている露次の中を鳥のようにどこまでもついて行った」。 

 この作品はここで終わっている。前半は「文鳥」を連想させるが、鳥と語り手の関係が明らかによ

くなっている。後半、語り手は女についていく。この道行きが何を生み出すのか？それを明らかする

には漱石のこの後の全作品の精査を要するだろう。課題としておく。 
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SCT（Sentence Completion Test:文章完成法）

の臨床的活用について 

 
The Clinical Application of Sentence Completion Test 

 

黒田 浩司 

Hiroshi Kuroda 
 

要 旨 

本論文は SCT（Sentence Completion Test）の臨床的な活用についてまとめたものである。SCT

は臨床家であれば誰もが知っている投映法であり、利用している臨床家も多いが解説書・実用書

は少なく、研修会も少ない。SCT には多様なものがあるが最も多く活用されているのは精研式

SCTであることや、投映法心理検査の中で SCTの有する特徴を論じている。さらに、SCTを施

行する際に留意しなければならないことをまとめ、SCTを解釈する具体的な方法・視点について

紹介した。最後に臨床例を１例示し、SCTを中心に理解を進める場合と、ロールシャッハ法や描

画法と組み合わせたテスト・バッテリーを組んで理解する場合の実例を示した。 

 

 

１．はじめに 

SCT（Sentence Completion Test）とは未完成の文あるいは短文を刺激として提示し、被検者は

そこから思いつくこと、感じたことを自由に記述して文章を完成させてゆくといった形式ですすめら

れる検査法であり、代表的な投映法の一つとされている。日本の心理臨床界において、SCTは諸外国

に比べて多く用いられているようである。日米の心理臨床家が各種心理テストをどの程度の頻度で用

いているかを縦断的に調査している小川（2008）によれば、SCTは投映法の中では描画法やロールシ

ャッハ法と並んでよく用いられており、米国における使用頻度よりもそれはずっと高い。しかし、SCT

は他の投映法に比較して施行法や解釈技法を記した解説書があまり多く刊行されていない。また、こ

の技法に関する研修会やワークショップも多くない。心理臨床や投映技法に関連する諸学会（例えば、

日本心理臨床学会や包括システムによる日本ロールシャッハ学会、日本ロールシャッハ学会、日本芸

術療法学会などがこれにあたるであろう）などで行われる研修会・ワークショップにおいて、ロール

シャッハ法や各種描画法は比較的多く扱われる。しかし、これらのワークショップ・研修会で SCT

が扱われることは少ない。また、研究に関してもここ数年は若干増えている印象を受けるものの、SCT

に関する研究も多くない。TATもロールシャッハ法や描画法に比較すると学ぶ機会やこの技法を扱っ
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た研究も少ないが、SCTと比較すればまだそこまでは少なくはないと言える。 

以上のことから、SCTは心理臨床家が臨床現場におけるアセスメント業務のなかで活用することが

多いものの、この技法の解説書も少なく、研修する機会も多くなく、この技法の施行法や解釈法を系

統だって学んだことがある臨床家は少ないと言える。筆者もそうであるが、臨床家としてのいわゆる

『経験値』にもとづいて理解・解釈をおこなっていることが多いのではなかろうか。筆者が勤務して

いる臨床心理士養成大学院第一種指定校においても、授業の中で SCT について系統的に教えること

はなく、ロールシャッハ法を中心とするテストバッテリーを構成する検査の一つとして簡単に触れる

にすぎず、不十分さを感じている。SCTという心理アセスメント技法はクライアントを理解する手法

としてとても有用であり、それは SCT 単独で利用する場合であっても、ロールシャッハ法などと組

み合わせるテストバッテリーとして活用する場合であっても、どちらにおいてもそうである。テスト

バッテリーとして SCT を活用する場合にはクライアントをより多層的に理解することを可能にする

技法であると言える。 

SCT をどのように臨床的にもちいるのかについては具体的に解説されている文献や、臨床事例を

SCT に重点をおいて分析した研究・文献はほとんどない。また、SCT を含むテストバッテリーをも

ちいて事例研究をおこなっている場合も、SCTに割かれる時間やスペースは非常に少ないと筆者は感

じている。こういった研究では多くの場合、ロールシャッハ法や描画法などと一緒に SCT が用いら

れている。そして、ロールシャッハ法や描画の分析や理解に時間やスペースが大きくとられ、SCTに

ついては僅かにしか記述されないことが多い。ある事例研究論文においては、ロールシャッハ法の分

析にほとんど紙面がとられ、描画法については半ページ、SCTについては僅かに 5行程度しか記述さ

れなかった。こういった研究においては、ロールシャッハ法や描画法から理解されたことを傍証する

ために SCT が適用されているように見える事例研究も認められる。いずれにしても、SCT はクライ

アントに強いている労力に比してあまり大切に扱われていない印象を受ける。こういった現状に際し

て筆者は、SCTを『心理臨床家によく知られており、多く心理臨床家がアセスメントにもちいている

のに、あまり丁寧にあつかってもらえないかわいそうな心理検査』と言及することが多い。クライア

ントが実際に SCTに記入するには平均して 40分～1時間程度の時間がかかる。長くかかる場合には

2 時間もの時間を要する場合もあり、記載するのに苦労されるクライアントも少なくない。筆者はこ

ういったクライアントの労力に報いるためにも、SCTをより積極的に活用する方向性を模索している。 

 本論文では、SCTを臨床現場で活用するにあたり、そのおおまかな背景や歴史、さまざまな投映法

心理検査の中で SCT の心理検査としての特徴と、そこに反映される心理的特性、SCT の解釈法の基

礎、テストバッテリーの一つとして SCTを施行する場合に SCTをどのように活用することができる

かについて概説する。本論が、臨床心理アセスメントに際して SCT を使用する場合に、SCT の基礎

知識と臨床実践のための留意点を知るためのもっとも簡略な手引書になればと考えて執筆している。 
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２．SCTの起源と SCTの種類 

 心理検査として不完全文章をはじめてもちいたのは Ebbinghaus,H.であり、SCTはいわゆる言語連

想検査法（Word－Association Test）から発展させられたものと言われている（辻 1978など）。現代

において言語連想検査は投映法として一般化されていない。言語連想検査の場合、単語対単語の自由

な連想法をもちいているので限定が少なく、①変数が多様でありすぎる、②人格特性を知るためには

適格性が落ち、無駄が多い、と辻（1978）は述べている。SCTは文脈を完成させるという構造を持つ

ことによって、クライアントに「何を感じているのか、思っているのか、考えているか」を規定する

ことができ、しかも「何を」を自由にあけておくことができるとしている。この何について、どのよ

うに感じており、どのように思っており、どんな風に考えているかにクライアントのパーソナリティ

や対象関係に関するイメージなどが映し出されると考えられる。 

 SCTには多様なものがあるが、日本でおそらく最もよく利用されているものは佐野・槇田（1972）

による精研式文章完成法と法務省式文章完成法（MJ 式文章完成法）である。佐野・槇田（1972）の

方法がよく利用されているのは、検査用紙が金子書房から刊行されている理由が大きいのではないか

と考える。法務省式文章完成法（MJ 式文章完成法）はその名の通り、法務省管轄の矯正機関などで

用いられているものであり、正式な検査用紙が作成されている。このMJ式文章完成法は一般の心理

臨床家が利用できるようにはなっていない（法務省領域で働いている臨床家でないものが検査用紙や

解釈の手引きを手に入れることが原則難しい）。佐野・槇田（1972）以外では、片口・早川（1989）

の構成的文章完成法（K-SCT）も金子書房から刊行されているがそれほど活発には利用されていると

は言い難い状況である。この他には、辻（1966，1978）による阪大式 SCT、小林（1990）による SCT

－B、下仲・村瀬（1975）による高齢者の SCTなどがある（下仲・村瀬は「老人用」という表記を用

いている）。また、パーソナリティを測定するのではなく、自我の発達を測定するために開発された

Loevinger（1970）のWU-SCTの邦訳版がある。これは、渡部・山本（1989）がWU-SCT36項目を

邦訳し、日本版には不適切と思われる項目を削除した 27項目からなるWY-SCTを作成している。こ

れらの SCT は基本的にあまり多く用いられていないようである。その大きな理由としては検査用紙

や解説書が公的に販売・刊行されておらず、入手しづらいからであろう。なお、下仲・村瀬（1975）

は、以前には刊行されていたが、現在は販売を取りやめている。また、作成されてから 40 年以上が

経過しており、高齢者を取り巻く状況も大きく違っており、刺激項目が適切で妥当であるかについて

は検討が必要であろう。 

この他には心理検査としての SCT ではないが、SCT の手法を用いて心理学的な研究をおこなって

いるものが多数ある。精神疾患や心理的な問題を有する対象者の内的世界や対象関係、子どもを持っ

た親の心境の変化、医療・心理・福祉の専門職者やそれを専門とする学生・研修生のこころの成長、
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などを理解するのに、SCT の手法を用いている。2、3 例を挙げると、水口・蝶間林（2000）は末期

癌患者の心理を明らかにするために独自に 9 項目の SCT を構成している。南・野添（2008）は摂食

障害において、母親密着性と父親の存在が希薄あるいは否定的であることを SCT に対する記述の特

徴から示している。このような研究については黒田（2012）に詳しく紹介されている。 

多様な SCT が開発されているが、刺激となる文章の特徴はずいぶんと差がある。精研式文章完成

法の刺激文は、「子どものころ私は…」「家の人は私を…」「人々…」「将来…」「時々私は…」といった

ように刺激文が比較的短めであり、いわゆる刺激文の構成度があまり高くないものである。一方、構

成的文章完成法や辻（1966，1978）の阪大式文章完成法は刺激文がやや長めであり構成度が高いもの

が多い。阪大式文章完成法の刺激文を例示すると「大ていの家庭に比べると、私の家族は…」「理想の

男性は…」「馬鹿らしいと思うのだが私が恐れているのは…」といったものがあり、また。「もし＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ならば非常に幸福なのに」「私には＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の才能があると思う」

というように、文の途中に空白箇所が設定されている刺激文もある。MJ 式文章構成法は精研式文章

完成法よりも項目数は少ないものの、刺激文が比較的短い文章で構成されている。つまり、日本で最

もよく利用されている SCTはどちらも刺激文が短く、構成度が高くないものと言える。 

小川（2008）などにより、諸外国と比較すると日本では SCT が比較的よく利用されているようで

ある。しかし、諸外国にどのような SCT があり、現在どのように活用されているかについてはあま

り詳しい情報がない。海外で文章完成法がどのように使用・活用されているかについての興味深い研

究がある。Holiday, M., Smith,D.A. & Sherry,A.（2000）は Society of Personality Assessmentに専

門家として所属する会員100名にSCTに関するメールによる調査をおこない、60名から回答を得た。

調査対象者には代表的な 15種類の SCTについて、子ども、青年期、成人それぞれの患者群に使用す

るかどうかなどを尋ねている。この結果、最も多く用いられているのは Rotter, J. B., Lah, M. I., & 

Rafferty, J. E.（1992）の Incomplete Sentence Blankであった（成人で 46.7％、青年で 31.7％、子

どもは 18.3％）が、それ以外の SCTは用いられている割合が非常に低かった。また、SCTは単独で

施行されるよりはテストバッテリーの一つとして施行されることが多いこと、SCTの反応をなんらか

の手続きによってスコアリングすることはいくつかの SCT で薦められているが、調査対象者はあま

りそのような用い方をしていないこと、などがわかった。 

Rotter, J. B., Lah, M. I.,&Rafferty, J. E. (1992)の Incomplete Sentence Blankの刺激文は「１．I 

like_________」「２．The happiest time________」「３．I want to know_______」「４．Back_______」

「５．I regret_______」といった項目で構成されている。これらの刺激語は比較的短文であり、いわ

ゆる構成度があまり高くなく、自由度が高いタイプの文章完成法にあたる。日本においても米国にお

いても最も多く用いられている SCT が、刺激語が短く、構成度が低く、自由度が高いものであると

いうことは実に興味深い。このようなタイプの SCT ものが最も使いやすく（被検者からして抵抗も
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少なく）、被検者の主体的な面が表れやすく、被検者の対象関係イメージや被検者らしさが反応語に反

映されると考えられる。なお、海外の SCT の代表的なものについては、少し古い文献であるが、槇

田（1969）と辻（1978）に詳しく紹介している。Rotterらの方法についても 1947年の旧版であるが

刺激語と教示が示されている。また、Rotter, J. B., Lah, M. I.,&Rafferty, J. E. （1992）の Incomplete 

Sentence Blank は高校生と大学生の不適応者を同定するスクリーニング法として開発されたもので

あり、高校生用と大学生用では若干異なる 40の項目から構成されている。この SCTには下位尺度は

ないようで、反応内容を「肯定的」「中立的」「葛藤的」に分類するスコアリングが必要とされている

が、臨床の実践家たちは必ずしもこのスコアリングは実施していないようである。おそらく、自己イ

メージや他者イメージなどのクライアントの対象関係を理解するためにもちいられているのではない

かと推測している。 

 

３．心理検査の中での文章完成法の位置づけ 

 投映法の中での SCTの特徴について、馬場（2006）は次のように論じている。SCTは検査刺激が

印刷された文字であって、視覚的に訴える力が弱い。内容としても特に「精研式」は刺激的ではない

言葉や表現が選ばれており、被験者が警戒せずに気楽に記入するように工夫されている。言い換えれ

ば、感情や感覚を掻き立て、自我機能を引き下げる（自我の退行を促進する）力は弱いということで

ある。さらに SCT 施行時に被験者は一人で机に向かって記入するので、記入する内容について十分

に吟味し、書いてよい、書きたい、伝えて分かってほしい、と思ったことを記入する。逆に書きたく

ないことや書くべきでないと判断したことは避けることができる。このような判断をする現実機能が

かなり堅持されている状態で記入することができる。しかし、人によっては特定の心的課題への統制

の不全を示すことがある。家族に関連する項目で動揺をして取り乱したり、死に関する項目で急激に

不安になったりする場合がこれにあたる。 

 SCTに比較してロールシャッハ法は刺激が視覚に訴えるものがあり、刺激や検査の施行場面の構造

度が低く、さらに検査施行者と被検者の対人関係場面であるゆえに、検査状況が退行促進的である。

ロールシャッハ法の対人関係場面が退行促進的であるのは、検査施行者はクライアントの言うことに

関心を持ち、一生懸命にクライアントの語りに耳を傾けるが、その反応が正しいであるとか適切であ

るとかは一切語らない。いわゆる自由連想的な対話をしている精神分析的心理療法にも通ずる要素が

ある。したがって、テストバッテリーの中でロールシャッハ法は被検者の病的側面を引き出しやすく、

クライアントのもっとも退行した自我状態を観察できるものとなる。精神病や境界性パーソナリティ

者の可能性がある対象者のアセスメントの際にロールシャッハ法が力を発揮するのはこの特徴ゆえで

ある。 

 一方、SCTは検査刺激や検査施行の特性上、あまり自我状態が退行せずに、クライアントの社会常
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識性や健康的な側面が反映されやすい。それゆえ、精神病圏の病理を有するクライアントや境界性パ

ーソナリティ構造を有するクライアントであっても SCT にはあまり病理を示さない場合も多い。換

言すれば SCT の記載内容に精神病的な不安やそれに基づく混乱、重篤な病的思考があらわれている

場合にはそれだけクライアントが混乱している状態を推測させる。ロールシャッハ法と SCT を組み

合わせることで、クライアントをより多層的に総合的なアセスメントをすることが可能になるであろ

う。また、描画法はロールシャッハ法と SCT の間に位置するものと考えられる。筆者らは統合 HTP

（S-HTP）をよく用いている。 

 このような特徴から、ロールシャッハ法では検査結果に現れてくるクライアントの特徴や推測され

る病態水準について、検査フィードバックや心理療法の中で扱うには慎重な姿勢が要求される。ロー

ルシャッハ法を中心にフィードバックを考えるとクライアントが十分に意識していない側面を取り上

げてしまう可能性があるのに対して、SCTに記載されている内容について検査フィードバックや心理

療法の中で扱うことは比較的可能である。換言すれば SCT に記入する際にクライアントは検査者や

セラピストに知られもよいこと、あるいは知って欲しいと思っていることを記載する場合が多く、そ

のことは臨床場面の関係性の中で比較的扱いやすい。筆者も学生相談においては SCT を積極的に活

用していた。 

 なお、学生相談という臨床設定において心理検査を使用することに関しては、学生相談に際しては

治療関係を損なうのでアセスメントや心理検査は扱わないというグループがあると聞く。筆者はイン

フォームドコンセントを十分におこなうことと、検査結果をクライアントの利益（Benefit）になるよ

うに用いることを心がけることで、学生相談においても心理検査を活用し、十分に役に立つことを経

験している。 

 

4．SCTの施行法について 

臨床場面で SCT を有効に活用できるようにするためには、施行するにあたって留意する必要があ

ることがいくつかある。ここではわれわれが日頃留意している点を以下に列挙する。これは、佐野・

槇田（1972）、深津（2004，2014）、津川（2010）を参考にしながら、われわれが重視している点を

加えてまとめたものである。 

（１）原則として SCT 施行の際には検査室で検査者同席のもとに実施することが望ましい。どれく

らいの時間がかかるのか、検査者がどのように記入しているのか観察することができる。しかし、検

査に充てることができる時間の制約もあるので、クライアントに SCT 用紙を持ち帰ってもらい宿題

形式で施行することも可能である。ただし、これはあくまでも便法である。SCTを完成させることは

クライアントにとって負担が大きく、時間もかかる。アセスメントを主な業務の一つとして担当して

いる心理臨床家は、機会があればクライアントがどのように SCT に向かっているのかを観察する機
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会を持つことが望ましい。 

 クライアントが集中力や持続力に限界がある場合（例えば、発達障害や愛着障害がある場合、重篤

な精神病理がある場合、認知機能の障害がある場合）には、クライアントを励まして集中力や持続力

を促すことや、中断の判断をするためにも検査者が同席することが望ましいであろう。 

 しかし、実際に 40分から 1時間程度かかる SCTへの記入の間、検査者がずっと脇にいて見守り続

けることも現実的ではないし、ずっと見られることがクライアントの負担になることもあるであろう。

外来や病棟の診察室や面接室あるいは検査室などでクライアントに SCT を記入してもらい、検査者

は同じ部屋で別の仕事をしながら（あるいは検査者はその部屋のドアを開けた状態で隣の部屋で別の

仕事をしながら）、クライアントがどのように記入しているか様子をみることが現実的であろう。検査

をする時間に余裕がある場合には筆者はこのような形をとることが多かった。 

（２）SCTを持ち帰って宿題形式で施行してもらう場合、主治医や担当看護師など他職種の方がクラ

イアントに検査用紙を渡す場合がある。このような場合にも、可能であれば心理検査担当者が同席し

て、検査について教示をして、以下（３）～（７）の注意事項を伝え、質問を受けることが望ましい。

また、心理検査担当者が同席することが難しい場合には、これらのことをメモにして担当者からクラ

イアントに伝えてもらえるように依頼をするのがよいと思われる。 

（３）持ち帰り宿題形式で施行する場合には、SCTに記入するにあたってクライアントが一人で取り

組める空間を作って回答するように伝える。入院患者であれば大部屋の病室やデイルームなどの他の

患者がいる空間ではなく、通院患者であれば他の家族がいる空間ではなく、自室など一人で取り組め

る空間を作って回答するように求める。これは他の人に相談しながら書いたり、他の人の目を意識し

ながら回答したりすることを避けてもらうためである。何らかの事情によってクライアントが一人で

取り組める空間を得ることが難しい場合には、持ち帰り宿題方式をなるべく避け、診察室や面接室、

心理室などの部屋を確保して、クライアントが取り組める場所を提供する方がよいであろう。 

（４）持ち帰り宿題形式で施行する場合、原則として SCT を持参する期日までに少しずつ書き込む

ことをしないように求める。検査者から SCT のだいたいの所用時間（40 分～1 時間程度）を伝え、

これに回答するための時間を確保して、できるだけ 1回で一気に書き上げてもらうようにクライアン

トにもとめる。もし分けるとしても、PartⅠと PartⅡの 2回に程度にするのが原則である。こうする

ことで、SCT全体の記述の変化が解釈の際に役に立つ場合がある。回答の特徴が前半と後半で違いが

現れた場合には、それをクライアントの理解につなげることができる（「後半はエネルギーが低下して、

記述が短くなる」「前半は自分を出さないように取り繕っていたが、後半は警戒心や防衛が緩んで本音

が出やすくなる」など）。クライアントが疲れやすく、エネルギーを持続することが難しい場合には、

前半に比べて後半において記述量が少なくなるとか、誤字脱字が増えるといった傾向が認められるか

もしれない。 
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（５）原則的に佐野・槇田（1972）の教示に従い、検査用紙に記載されているように『できるだけ速

く 1から順に』『最初に思い浮かんだことをかくように』指示する。『じっくり考えて書く必要はない

こと』『すぐに浮かばないものあったらそれは○をつけて後回しにして、後から書いてよいこと』を伝

える。裏面の家族構成や身長や体重などの記載については、原則として『書かなくてよいこと』と伝

えるようにしている。佐野・槇田（1972）はクレッチマーの性格類型論を人格理解の基礎としている

ので、体重・身長などの記載を求めているが、この立場に立っていないのであればわざわざ記入求め

る必要はないと考える。しかし、このように指示しても、身長、体重、家族構成について記入してく

る場合もある。検査施行者の指示を忘れている場合もあるであろうし、書かなくてよいと言われたも

のの気になって書いてきてしまう被検者もおられるようである。 

（６）記入はボールペンを使用すること、一度記入したものを直したい場合には修正液を使用しない

で、二重線で消して書くこと、と教示している。このような指示をした場合にも、鉛筆で書いてきた

り、修正液を用いて修正していたりする場合がある。近年は摩擦で消すことができるボールペンを使

用して記入している場合がある。こういった場合には、それが何を表しているのか（クライアントの

不注意なのか、それともなんらかの心理的な反応であるのか）を吟味することが重要である。 

（７）以上を伝え、何か質問があるかを確認し、それに対応する。また、持ち帰り宿題形式で施行を

する場合には、SCTを次回の診察あるいは面接の際に持参するのか、郵送してもらうのかを確認する。

そして郵送してもらう場合には、郵送用の封筒を一緒に渡すことが望ましい。また、診察や面接の際

に提出する場合にも状況によっては提出用の封筒を用意することが望ましい場合もある（主治医が

SCTの内容を見ることをクライアントが希望しない場合などがこれにあたるであろう）。 

 なお以上のことはあくまで原則であって、クライアントの病状や臨床現場の特性からさまざまな例

外もありうる。 

また、テストバッテリーを組んだ場合にどの心理検査から施行するかについては、もっとも一般的

な原則は、より構造化されている検査から施行することが望ましいとされている。バッテリーの中に

知能検査が含まれている場合には知能検査から施行し、ロールシャッハ法や描画のような構造化され

ていない検査はその後に施行する。知能検査は施行せずに、投映法と質問紙法の場合には質問紙法か

ら施行するのが一般的である。投映法のみで施行する場合（筆者はロールシャッハ法、SCT、統合

HTP の組み合わせで施行することが多い）には、もっとも構成度の高い SCT から施行するのがよい

のが原則である。しかし、この 3つのバッテリーではロールシャッハ法がもっとも時間を要するもの

であること、ロールシャッハ法の施行に非常に時間を要した場合には SCT は持ち帰って記入してき

てもらうことができことから、ロールシャッハ法をまず施行し、描画、そして時間があれば SCT を

施行するということを原則としている。また、心理検査施行を依頼する主治医と調整して、クライア

ントには事前に SCTの記入を依頼し、心理検査当日には記入した SCTを持参してもらうようにする
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場合もある。 

 テストバッテリーの中で比較的構造化されている検査を先に施行し、高精度の低い検査を先に施行

しないのはあくまで原則であって、臨床現場の特徴やクライアントの特性や状況、クライアントと心

理臨床機関との関係性に従って臨機応変に考慮されるべきである。一人のクライアントに対してとる

ことができる心理検査の時間の限界（ロールシャッハ法施行に時間がかかった場合に、残りの心理検

査施行のためにもう 1セッションの時間を取ることが難しい場合もある）や、クライアントが疲れや

すいとか集中力や持続力に限界がある場合もあるであろう。 

 SCT を解釈する場合には SCT がどのような設定によって、どのように施行されたものであるのか

を考慮して解釈する必要がある。主治医や担当看護師の指示によりあらかじめ SCT に記入して持参

してくる場合には、心理検査に対するインフォームドコンセントが十分でない場合があるかもしれな

いし、そのため心理検査施行に対する不安や緊張がより強く表現されるかもしれないし、SCTを持ち

帰って施行してもらう場合の前述の留意点が十分にクライアントに伝わっていないことがあるかもし

れない。 

 

5．SCTの解釈法 

 ここでは具体的なデータを示しながら、どのように SCT を解釈するのか、大まかな方法を具体的

に示す。 

〈１〉臨床データについて 

 解釈の方法をよりわかりやすくするための実際の臨床例データを示しながら、解釈の進め方を解説

する。次に示すのは、18 歳女性の A さんの SCT である。A さんはロールシャッハ法と SCT、統合

HTPのテストバッテリーを組んで心理臨床アセスメントをおこなった事例であり、ロールシャッハ法

の概要は黒田（2006a）に、統合 HTPの特徴については黒田（2014）に紹介されている。 

 このクライアントは死に至る可能性が高い難病を患っており、身体的にも精神的にも負担の重い治

療を数年来継続している。クライアントは来談の数ヶ月前から「医療スタッフが自分のことを嫌って

おり、処置の際に痛みがともなうような意地悪をしている」という妄想様の思考を有するに至り、担

当科の主治医から精神神経科を紹介された事例である。重篤な身体疾患を患っている場合にこのよう

な妄想反応がしばしば生じることは医学界ではよく知られている。しかし、年齢的に精神疾患の発症

や境界性パーソナリティの顕在化の可能性もあり、心理臨床アセスメントとして心理検査を施行する

ことになり、筆者が担当したケースである。ロールシャッハ法、統合 HTP とあわせた、テストバッ

テリーの一部としての SCT を活用しているが、ここではまず、SCT のみで理解を進める。ロールシ

ャッハ法、統合HTPと合わせた解釈については後に論じる。 

 A さんの SCT の施行は、ロールシャッハ法、S-HTP に先立って精神神経科の主治医より簡単な説
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明をおこなった上で手渡され、ロールシャッハ法施行時の来院の際に持参され、検査者である筆者に

手渡された。精神神経科の主治医は A さん以前にもこのような形での SCT 施行を何度かお願いして

おり、前述の SCT施行のための留意点を十分に理解している精神科医である。 

 

 Aさん（18歳女性の SCT） 

【PartⅠ】 

Ⅰ1:子供の頃，私は ひょうきんなところがあったという。 

Ⅰ2:私はよく人から 頭がいいと言われるが、そうではないきがする。 

Ⅰ3:家の暮らし はまだ実感がない。（中 2の秋～高２まで入院していたため。） 

Ⅰ4:私の失敗 は数えきれないほどありそう。 

Ⅰ5:家の人は私を どうおもっているのだろうか。 

Ⅰ6:私が得意になるのは 自分の努力が認められた時。 

Ⅰ7:争い は嫌。 

Ⅰ8:私が知りたいことは 今、こうなってしまっている原因 

Ⅰ9:私の父 は話をするとよく理解してくれる 

Ⅰ10:私がきらいなのは セロリ。 

Ⅰ11:私の服 を買ってくれる。ありがたいことだ。 

Ⅰ12:死 について‘何か？‘と考える。 

Ⅰ13人々 はいったい何を考え、行動し、生きているのだろう。 

Ⅰ14私のできないことは ない・・・なんて思ったりして。 

Ⅰ15:運動 を思いっきりして汗を流したい。 

Ⅰ16:将来 はどうなっているのだろう。 

Ⅰ17もし私の母が 亡くなったりしたらどうしよう？ 

Ⅰ18:仕事 （自分が好きでできる）をいつか持ちたい。 

Ⅰ19私がひそかに 思うことは・・・？ 

Ⅰ20:世の中 はゴチャゴチャしている。 

Ⅰ21:夫 よき理解者 

Ⅰ22時々私は 何がなんだかよくわからなくなる。ぽけーとする 

Ⅰ23私が心ひかれるのは きれいなもの。 

Ⅰ24私の不平は とくにないです。 

Ⅰ25私の兄弟（姉妹） は、やさしい。 

Ⅰ26:職場では  
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Ⅰ27私の顔 はそう悪いもんでもないなー。と思う。 

Ⅰ28今までは 入院していたので、これからはいろいろな所へ行ったり、したりしてみたい。 

Ⅰ29:女 の人は髪が長い人が多いな。流行にのって軽くなっている人が多そう。 

Ⅰ30:私が思い出すのは いやだったこと 

 

【PartⅡ】 

Ⅱ1:家では 好きなものが食べられる、ぼんやりできる 

Ⅱ2:私を不安にするのは 何だろう。 

Ⅱ3:友だち をこれからもっと持ちたい。 

Ⅱ4:私はよく 本を読む。 

Ⅱ5:もし私が ・・・あとが続かない。 

Ⅱ6:私の母 はおもしろい。ゆかいな時がある。 

Ⅱ7:もう一度やり直せるなら ・・・なんて考えるときりがないし、あんまりそのようなことは考え

たことがない 

Ⅱ8:男 の人はよくわからないからこわい。 

Ⅱ9:私の眠り は浅い。よく寝れない。それから、たまには快い眠りと目覚めをしたいものだ。 

Ⅱ10学校では 明るい時期もあったけれども、暗い時期もあった。 

Ⅱ11:恋愛 とは何か？最近の恋愛というと、すぐ肉体関係におちいりそうでこわい。 

Ⅱ12:もし私の父が 別の人だったらイヤだな、と思う。 

Ⅱ13:自殺 を考えたことはあるが自分にそれだけの勇気もない。まわりの人のことを考えると悲しく

なる。 

Ⅱ14:私が好きなのは 自分で磨いたつるつるの洗面所。草花。林森。海。山。 

Ⅱ15私の頭脳 は少し、こわれちゃったかしら。 

Ⅱ16金 ・・・ありすぎてもなさすぎても困る。リクルート事件。政治献金。おこづかい。 

Ⅱ17私の野心 ってあるかしら。 

Ⅱ18:妻 “つま”っていうことばを聞くとつま楊子 “つま”を連想しちゃう。 

Ⅱ19私の気持ち わからない。 

Ⅱ20:私の健康 は、あの便秘と不眠がなくなってくれたら あとは体力のみさ。 

Ⅱ21私が残念なのは 運動があまりできない（制限されている）こと。 

Ⅱ22大部分の時間を 入院生活で過ごしたような気もする。 

Ⅱ23:結婚 なんてしてもしなくても別にいいのではないか。というより、そもそもなぜ書類を出せば

結婚につながるか。 
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Ⅱ24調子のよい時 は、どこか自然の残っているところへ行きたい。 

Ⅱ25どうしても私は 考えすぎてしまう。 

Ⅱ26家の人は いろいろと気を配ってくれて本当にありがたいと思う。 

Ⅱ27私が羨ましいのは ハツラツとしている人 

Ⅱ28年をとった時 、私はボケるかしら。 

Ⅱ29私が努力しているのは は。（・・・何か努力しているかしら？） 

Ⅱ30私が忘れられないのは 入院していたとき、仲間から無視されて（私が何か気に入らないことを

したため）頭を下げてまわったこと。 

〈２〉全体の記入の様子雰囲気を見る 

Part Iから Part IIまで概観し、ざっと読んでみての印象を得る。全体を読んでみると特徴的なこ

とが分かる場合がある。字の大きさや各文章の長さや、字の整い具合や乱れなどをみる。全体を通し

てみると、最初のうちはしっかりとした字で書いていたものが最後まで一貫している場合もあれば、

途中から乱れたり、記述量が短くなったりすることもある。誤字脱字が全般的に多かったり、後半に

なると増えたり、（葛藤のあるなどの）特定の話題になると増えたりする場合もある。書き直しの文章

が多い被検者もいる。番号に○印が多くついている場合もある。この場合は最初文章が浮かばなかっ

た項目であり、こういった項目は被検者が不安や葛藤を抱えている項目である可能性が高いであろう。 

SCTに記載されている筆跡を重要視する臨床家もいる。槇田（1982）は筆跡による解釈あるいは筆跡

を含めた解釈を行っている。しかし、筆者の経験では筆跡は必ずしもあてになるわけではないという

印象をもっている。筆跡がかなり乱れており、一見強い病理を推測させる筆跡のクライアントが実は

そうではないことがあったしばしばあった。クライアントが左利きの場合や左利きを無理に矯正した

（された）場合、怪我などの後遺症により利き手ではない方の手を用いて書いている場合、心理的な

症状ではない書痙がある場合などである。筆跡はある程度参考になるが、心理的な特徴ではない要因

が筆跡に影響を及ぼしている可能性も低くないので、あまり筆跡に過剰な意味づけをしないほうが良

いように感じている。筆跡の意味についてはクライアントがどのように実際に記入・書字をしている

のかを同席して観察させていただくことが役に立つ場合もある。 

［Aさんの SCTの理解］ 

 Aさんは SCT60 項目を 2 回に分けて 30項目ずつ記入したという。それぞれ 30分程度かけて書い

たそうであるが、ずいぶん疲れたと話していた。A さんはやや大ぶりな丸みがかった文字で記入して

いた。文字を見た印象は読みやすく安定した印象を受ける。文章の長さは項目によってずいぶんと異

なり、数文字で書き終わっている項目もあれば、ずいぶんと長く 2行目の最後近くまで記入している

項目もあった。書き始めと最後の方で文章の長さや筆跡、書き方の丁寧さはほとんど変わっておらず、

安定した印象を受ける。誤字脱字は認められず、ところどころ通常であれば漢字で記述するところを
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ひらがなで記載しているが、その理由は明確ではない。A さんの知的能力や学力には問題はないよう

である。ひらがなが多いというのは不安な気持ちから実際の年齢よりもやや退行した心理状態に Aさ

んがあることを示唆しているのかもしれない。 

A さんの反応の記述が長いか短いかは刺激文の特徴による場合が多いようであり、Ⅰ7「争い は

嫌」、Ⅱ19「私の気持ち わからない」などは不安や葛藤が強いゆえに記述に苦労し、短くなってい

ると思われるものがある。また、Aさんの SCTではすぐに浮かばなくて項目番号に○印がついたもの

はかなり多く、14項目あった。これらの項目は、Ⅰ6「私が得意になるのは」、Ⅰ13「人々」、Ⅰ18「仕

事」、Ⅰ19「私がひそかに」、Ⅰ23「私が心をひかれるのは」、Ⅰ24「私の不平は」、Ⅱ5「もしも私が」、

Ⅱ6「私の母」、Ⅱ10「学校では」、Ⅱ12「もし私の父が」、Ⅱ15「私の頭脳」、Ⅱ19「私の気持」、Ⅱ

20「私の健康」、Ⅱ21「私が残念なのは」であり、自分が感じていることや考えていることを表現す

ることや、他者のこと、将来のこと、学校のことなどにやや葛藤的な部分があるのかもしれない。 

しかし、最後まで記入することができなかったのは、Ⅰ26の「職場では」だけであった（なぜかこ

の項目には○印がつけられていなかったが）。重篤な身体疾患があり、非常勤やアルバイトであっても

職業に就くことが容易ではない Aさんにとっては記入することが難しかったのであろう。なお、同じ

ような内容の項目であるⅠ18「仕事 （自分が好きでできる）をいつか持ちたい」にはなんとか記載

しており、同じく将来の不安に関連すると思われる項目「将来 はどうなっているのだろう」「私を不

安にするのは 何だろう」と類似した項目にも何とか記入しているものの、あまり具体的に書くこと

はできていない。Aさんの将来を見通すことの困難さ、先のことを考える難しさが推測される。 

〈３〉いくつかの観点にもとづいて SCTを理解する 

 被検者の SCTの全体的な印象を見た後には SCTに記載されている記述内容を丁寧に見てその人を

理解してゆく。しかし、PartⅠ、PartⅡあわせて 60 項目の刺激語に対する反応を一度に理解し、被

検者のパーソナリティ像を構築してゆくことは簡単ではない。被検者のパーソナリティ像を理解の枠

組みとして、われわれは慶応義塾大学医学部の心理検査グループの観点（深津，2004）を解釈過程の

枠組みとして用いている。これは慶応大学グループが作成した SCT 解釈のための評定表に関する研

究をもとにしている（馬場，1972）。この評定表は SCTを理解・解釈するうえで必要な観点を落とさ

ずにまんべんなく保ち続けるために開発されたものであり、以前は精研式文章完成法を購入すると付

いてきたものである（現在も心理検査取り扱い業者に依頼すればこの評定表を手に入れることは可能

である）。馬場（1972）にはこの評定表をどのように用いるかの手続きと、応用実例を 2 例紹介して

おり、とても参考になる。 

 われわれはこの評定表は用いないが、評定表の観点を参考にしている。以下に示す観点は馬場

（1972）、深津（2004）などを参考に、われわれが普段用いている観点である。 

［１］生活史上および現在の生活環境に関する具体的な事実 

－56－



 「幼い頃に大病をして、生死の境をさまよった」「小学校に入るまで祖母に預けられ、畑のあぜ道で

一人でずっと遊んでおり、寂しかった」「引っ越しをし、方言を笑われて惨めな気持ちになった」「フ

ィギュアスケートをずっと習っており、地元では期待された一人であった」「吃音があって、人と話す

のがとても苦手であった」など、被検者の成育歴や臨床歴には出てこなかった被検者の体験や事実が

出てくる場合がある。このような内容は被検者のパーソナリティの形成される過程や現在の臨床的な

問題の背景を理解する際に役に立つ場合がある。またその反対に、被検者の生育歴や臨床歴からする

と重要で意味があると思われる体験（例えば、親など重要な家族の死など）が SCT にまったく出て

くることがない場合にはその意味を吟味する必要があるかもしれない。 

 こういった内容が比較的出てきやすい刺激語はⅠ-1「子どものころ私は」、Ⅰ-15「運動」、Ⅰ-18「仕

事」、Ⅰ-26「職場では」、Ⅱ-1「家では」、Ⅱ-10「学校では」、Ⅱ-13「自殺」、Ⅱ-20「私の健康」、Ⅱ

-21「私が残念なのは」、Ⅱ-23「結婚」、Ⅱ-30「私が忘れられないのは」などである。 

［Aさんの SCTの理解］ 

Aさんの SCTにおいて、生活史や現在の生活環境における特記すべき新たななことはとくには見あ

たらない。強いて言えば、Ⅰ2「頭がいいと言われるが、そうではない気がする」などから入院生活・

療養生活が長かった割には学習面に困難はないようであることや、Ⅰ14「私のできないことは な

い・・・・なんて思ったりして」やⅠ27「私の顔 はそう悪いもんでもないなー。と思う」などから

A さんの自己評価は決して低くないことが分かる。今回、心理検査を依頼されることになったきっか

けのエピソードについては詳しく記載されていないが、以前の同じようなエピソードについては記載

されており（Ⅱ30「私が忘れられないのは 入院していたとき、仲間から無視されて（私が何か気に

入らないことをしたため）頭を下げてまわったこと」）、その際の成り行きは釈然としない解決であっ

たことが推測される。 

［２］自己イメージに関する特徴 

 自分自身の様々なイメージである。身体や容姿のイメージ、自身の性格や行動をどのようにとらえ

ているか、自我同一性の状態などがこれらの特徴にあたるといえるであろう。また、対象者の描く理

想像もこの中に含まれると考える。自己イメージが肯定的なものになっているか否定的なものになっ

ているか、されにそれは適切な程度か過剰あるいは病的な閾と理解することができるかの考慮が必要

である。 

この内容が反映されやすいと考えられる刺激語はⅠ-2「私はよく人から」、Ⅰ-5「家の人は私を」、

Ⅰ-10「私がきらいなのは」、Ⅰ-15「運動」、Ⅰ-19「私がひそかに」、Ⅰ-23「私が心ひかれるのは」、

Ⅰ-27「私の顔」、Ⅱ-2「私を不安にするのは」、Ⅱ-1「私はよく」、Ⅱ-5「もし私が」、Ⅱ-15「私の頭

脳」、Ⅱ-19「私の気持ち」、Ⅱ-20「私の健康」、Ⅱ-21「私が残念なのは」、Ⅱ-25「どうしても私は」、

Ⅱ-27「私が羨ましいのは」、Ⅱ-29「私が努力しているのは」などである。 
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［Aさんの SCTの理解］ 

 Aさんが記ししている自己イメージを列挙すると、Ⅰ1「ひょうきんなところがあったという」、Ⅰ

2「頭がいいと言われるが、そうではない気がする」、Ⅰ10「きらいなのはセロリ」、Ⅰ14「できない

ことはない……なんて思ったりして」、Ⅰ19「ひそかに思うことは…？」、Ⅰ22「なにがなんだか分か

らなくなる。ぼけーっとする」、Ⅰ23「こころひかれるのはきれいなもの」、Ⅰ24「不平はとくにない

です」、Ⅰ27「顔はそう悪いもんでない」、Ⅰ30「思い出すのは嫌だったこと」、Ⅱ2「不安にするのな

んだろう」、Ⅱ5「もし私が…あとが続かない」、Ⅱ7「もう一度やり直せるなら…なんて考えるときり

がないし、あんまりそのようなことは考えたことがない」、Ⅱ9「私の眠りは浅い。よく眠れない。そ

れから、たまには快い眠りと目覚めをしたいものだ」、Ⅱ10「学校では明るい時期もあったけれども、

暗い時期もあった」、Ⅱ15「私の頭脳 は少しこわれちゃったかしら」、Ⅱ17「私の野心ってあるかし

ら」、Ⅱ19「私の気持ちわからない」、Ⅱ25「どうしても私は 考えすぎてしまう」、Ⅱ27「私が羨ま

しいのは ハツラツとしている人」、Ⅱ29「私が努力しているのは は。（なにか努力しているのかし

ら？）」といった内容である。 

 A さんは率直に気持ちを表すタイプのようで、自分のことを分かってほしいという気持ちがよく伝

わってくる。自分のことを「明るく」「ハツラツ」としていると言いたようであるが、現実はそうはい

かないようで、不安を感じることや、気持ちが沈むことがあるようであり、そのことにあまり対処で

きていないようである。A さんの現在の疾患の状態を考慮すると、A さんはかなりの現実的な制限や

節制を要請されており、不平・不満を感じてもおかしくない状況であるが、そのことはほとんど書か

れていない。こういった内容を全く感じないように抑圧しているのかもしれないし、それは考えても

仕方のないこととどちらかと言うとあきらめているのかもしれない。しかし、A さんのこれから先に

何を目標したらよいのか、自身の将来をどのように考えてよいのか、難しい状況にある Aさんの心境

は十分に伝わってくる。何かを目指して努力したい気持ちはあるのに、それを考えることが十分にで

きず、不安や無力感を感じる Aさんの姿がうかがえる。また、Aさんは自分のことがよくわからない

とも書いていて、自我同一性が拡散している感じが強いかもしれない。しかし、全体的に Aさんの自

己イメージはあまり悪くなく、この点はうつ状態が強い臨床群とは特徴が異なっていると言える。 

［３］対人関係・対社会関係（家族を含む）に関する特徴 

家族に対するイメージ、学校や職場における一般的な対人関係の在り方、異性関係の持ち方あるい

は異性に対するイメージなどの特徴である。家族も含めて他者一般に肯定的なイメージを抱いている

のか、それとも否定的イメージが強いのか、またその程度はどれくらい顕著であるのか、といったこ

とが表れてくる場合もある。また、家族イメージは非常によく理想的であるのに、それ以外の他者イ

メージが非常に悪く記述されている場合（対象関係の分裂の表れかもしれない）もあるし、その逆の

場合もあるであろう。 
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 この内容が反映されやすい考えられる刺激語はⅠ-2「私はよく人から」Ⅰ-5「家の人は私を」、Ⅰ-9

「私の父」、Ⅰ-13「人々」、Ⅰ-17「もし私の母が」、Ⅰ-20「世の中」、Ⅰ-21「夫」、Ⅰ-25「私の兄弟

（姉妹）」、Ⅰ-26「職場では」、Ⅰ-29「女」、Ⅱ-1「家では」、Ⅱ-3「友だち」、Ⅱ-6「私の母」、Ⅱ-10

「学校では」、Ⅱ-12「もし私の父が」、Ⅱ-18「妻」、Ⅱ-23「結婚」、Ⅱ-26「家の人は」などである。 

［Aさんの SCTの理解］ 

 まず、Aさんの家族イメージであるが、Ⅰ9「私の父 は話をするとよく理解してくれる」、Ⅰ17「も

し私の母が 亡くなったりしたらどうしよう？」、Ⅰ25「私の兄弟（姉妹） はやさしい」、Ⅱ6「私

の母 はおもしろい。ゆかいな時がある」、Ⅱ12「もし私の父が 別の人であったらイヤだな、と思

う」、Ⅱ26「家の人は いろいろ気を配ってくれて本当にありがたい」と基本的にはポジティブな印

象を記している。肯定的なイメージを持っており、実際に信頼・安心できる家族なのであろう。しか

し、その一方で、Ⅰ3「家の暮らし はまだ実感がない（中 2 の秋～高校まで入院していたため。）」、

Ⅰ5「家の人は私を どう思っているのだろう」と、自分のことを本当はどう思っているのか、自身

の病気のことなどで負担や迷惑をかけているのでないかと心配し、恐れていることも想定できる。 

 他者についてはⅠ13「人々は いったい何を考え、行動し、生きているのだろう」、Ⅰ20「世の中 

ゴチャゴチャしている」と、必ずしも肯定的ではなく、自分がどのように見られているか不安を感じ

ているようである。友人についてはあまり具体的な記述はなくⅡ3「友だち をこれからはもっと持

ちたい」と記載するのみである。異性との関係については、体験が乏しく不安があるようで、Ⅱ8「男 

の人はよくわからないからこわい」と書いており、恋愛についてもⅡ11「恋愛とは何か？最近の恋愛

というと、すぐに肉体関係におちいりそうでこわい」と不安が強いようであり、恋愛関係・異性関係

に入ってゆくことに戸惑いが大きいようである。そしてⅠ29「女 の人は髪の毛が長い人が多いな。

流行にのって軽くなっている人が多そう」と、同性に対してはあまり良いイメージではなく、不信感

を記しているとも言える。学校についての記載はあまり具体的ではない。仕事や職場についても具体

的にイメージできていないが、自分が好きでできる仕事をいつか持ちたいと前向きな気持ちを書くこ

とはできている。 

 対人イメージについては、よいものにしたい、よいものにしておきたいという Aさんの気持ちは十

分に伝わってくるが、そうしていても不安や猜疑心がひそやかに漏れ出てくる Aさんの姿もうかがえ

る。 

［４］価値観・目標・人生観 

 どのようなことに価値をおいているか、自身の心理的・内面的なことを重視しているか、高い収入

を得るたり高価な車をもつような経済的なことに価値をおいているか、名誉や社会的に高い地位を獲

得することに関心が高いか、といったことにイメージになる。 

 この内容が反映されやすいと考えられる刺激語はⅠ-4「私の失敗」、Ⅰ-6「私が得意になるのは」、
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Ⅰ-8「私が知りたいことは」、Ⅰ-10「私がきらいなのは」、Ⅰ-16「将来」、Ⅰ-19「私がひそかに」、Ⅰ

-19「私が心ひかれるのは」、Ⅰ-24「私の不平は」、Ⅰ-28「今までは」、Ⅱ-4「私はよく」、Ⅱ-7「もう

一度やり直せるなら」、Ⅱ-14「私が好きなのは」、Ⅱ-16「金」、Ⅱ-17「私の野心」、Ⅱ-21「私が残念

なのは」、Ⅱ-22「大部分の時間を」、Ⅱ-25「どうしても私は」、Ⅱ-27「私がうらやましいのは」、Ⅱ-29

「私が努力しているのは」などである。 

［Aさんの SCTの理解］ 

 A さんはⅠ6「努力を認められたい」と思っており、前向きにやっていきたいという気持ちは強い

ようである。これからは、これまでできなかったことをやりたいという気持ちも記載されている。し

かしその一方で、Aさんは自分自身のことが十分にわからず、自身の将来のことや今後のこともⅠ16

「どうなっているかわからない」と記し、具体的にイメージすることができず、何をどう努力してい

いのかわからない A さんの姿がうかがえる。Ⅱ4「本を読」んだり、Ⅱ14「洗面所を磨」くことや、

自然の豊かなところに行くこと（Ⅱ24）や、草花、森林、海、山、きれいなものには Aさんは惹かれ

ているのであるが（Ⅱ14、Ⅰ13）、Aさんにとって人との関係はゴチャゴチャしており（Ⅰ20など）、

あまり近づくことや具体的に考えることが難しい Aさんの姿がある。 

 Aさんが将来の目標や目的を考えることができないのが、抑うつ感や無力感が強いためであるのか、

自身の疾患のこともあり、これらのことについて両親などと十分に話をできていないためなのかは吟

味が必要であろう（これはどちらかというと後者の要因であることが判明する。[２]、[５]のＡさんの

特徴は決して抑うつ的ではないからである）。 

［５］感情・情調 

 記載されている文章の全般的な情調が明るい感じであるのか、それとも暗い感じであるのか、また

その程度は適切であるのか過剰であるのか（躁的あるいはうつ的といったほうが適切であるのか）、項

目によって感情や情調が異なる面があるのか、といった内容がここに含まれる。 

 これらの特徴が反映されやすい刺激語はあまり特定できず、被検者によって多様なあらわれ方をす

る。比較的あらわれる刺激語はⅠ-4「私の失敗」、Ⅰ-7「争い」、Ⅰ-12「死」、Ⅰ-14「私のできないこ

とは」、Ⅰ-24「私の不平は」、Ⅱ-2「Ⅱ-4私を不安にするのは」、Ⅱ-13「自殺」、Ⅱ-21「私が残念なの

は」、Ⅱ-24「調子のよい時」、Ⅱ-27「私が羨ましいのは」などである。 

［Aさんの SCTの理解］ 

 これはもうすでに言及していることであるが、Aさんの SCTの記述からは将来に対する漠然とした

不安を感じとることができ、無力感が感じられる。しかし、全体の情緒的雰囲気は必ずしも抑うつ的

ではない。いろいろなことを何とか前向きに考えようとしている A さんの姿がうかがえる。また、A

さんが実際に抱えている疾病の状態や、今までの治療経過を考慮すると、A さんが不安や無力感を感

じるのは当然のことであり、そのような状況の中で、A さんは希望を失わずに、できることをやろう
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と思っており、けなげに何とか前向きに生きようとしていると言えるであろう。 

〈４〉SCT解釈のまとめ 

 〈２〉の SCT 全体への記述の印象と〈３〉の［１］～［５］までの観点ごとのまとめを総合し、

対象者のパーソナリティの全体像を構成してゆく。 

［Aさんの SCTの理解］ 

 Aさんの SCT全体をまとめると次のようになるであろう。自己や将来に対する不安・不全感・不確

実感が十分に感じられるが、抑うつ的な特徴が強いとは言えないに。自分の抱えている状況や問題を

素直に受け止め、記述しており、ある程度の内省も認められる。自身の将来や進路に関して具体的に

考えること（そしてそのことを SCTに記入すること）が難しいのは、Aさんが置かれている状況によ

るところが大きいようであり、むしろ Aさんの過酷な状況を考慮すれば、このような状況の中で希望

を失わずに前向きに生きようとするクライアントの姿がうかがえる。家族に対しては肯定的なイメー

ジを持っており、実際によく支えられているのであろう。 

 SCT単独でクライアントの病態水準を判断することは適切ではないと思われるが、特に精神病的な

特徴やパーソナリティ障害の可能性を示唆する特徴は認められない。 

〈５〉ロールシャッハ法との統合：テストバッテリーの活用 

 A さんのロールシャッハ法の結果をここの詳しく記す紙数はない。黒田（2006a）で記載されてい

る Aさんのロールシャッハの特徴をまとめる。反応決定因が多様であり、多様な付加反応も伴う。物

事に集中できずに無力感を抱いており、感情的に複雑すぎて混乱していることが推測される。他者に

対する関心は高いものの、想像や空想の世界にもとづいた判断をしていることも多いようである。A

さんの形態水準は全体的に低めである（R＋％＝60.9％）。Kernberg,O. F. のいう境界性パーソナリテ

ィ構造（BPO：Borderline Personality Organization）の特徴につながるような、作話結合反応に近

い反応が複数個存在する（Ⅳカード、Ⅸカード）。インクアイアリーを続けてゆくと A さんは作話結

合を「はっきりとそのように見える」とは断言せずに、「そう見えないこともない」と現実検討をぎり

ぎりで保っているところもあり、病態水準の判断が難しいケースである。また、「天使のハネがボロボ

ロ」になっていたり、「不気味な鳥人間」になったり、「放射能の影響を受けて奇形したコウモリ」と

なったり、自己毀損感も大きいと言える。一部分、一次思考過程が二次思考過程に侵入してきてしま

いかかるが、決定的に自我境界が崩れることはないようである。対象との距離を取って冷静に客観的

な特徴を観察して説明しようとする姿勢を維持している。陰影の強い図版での混乱が大きく、依存―

自立をめぐる葛藤はおおきいであろう。自己像の傷つきが大きく、無力感・無能感にさいなまれて悲

観的な思考がされやすく、迫害的・毀損的な感覚が侵入しやすく、妄想様の思考がしやすい心理機序

がある。18 歳という年齢からしても、境界性パーソナリティ構造に入るのか否かの判断は難しいが、

クライアントの抱えている身体疾患の状況とそれに伴う過酷なストレスを考慮すると、これらの要因
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によって心理構造が複雑・未整理になっていると理解する方が妥当である。また、現実の豊かな人間

関係を体験していないということも推測できるであろう。 

ロールシャッハ法と SCT を組み合わせてみると、SCT には精神病的な特徴や、パーソナリティ障

害を推測させるような特徴はなく、表面的で不安や葛藤が語られないという特徴もない。ある程度内

的世界が豊かで、A さんの悩みや葛藤や不安が良く伝わっている内容になっており、A さんが精神病

の発症やパーソナリティ障害の顕在化をしている可能性については、むしろ SCT の特徴から現況で

は否定されるであろう。むしろ、A さんはこのような過酷な状況の中で、健全に自我機能を発達させ

ている面があると言えるであろう。A さんは自身のやりたいことや将来のことがあまり考えることが

できず、不全感・無力感が強いことは SCTへの記述からもよくわかる。 

A さんはこの他に統合 HTP が施行されている。描画の実際は黒田（2014）を参照されたいが、人

物像が少々非現実的であるが、否認・美化が機能し、全体のバランスや統合が取れた描画になってお

り、Aさんの健康さを推測させる描画である。家族・家庭に関しても SCTと同様に肯定的なイメージ

を感じさせる描画となっている。 

 

6．各臨床群の SCTの特徴 

 臨床場面で SCT を活用するためには統合失調症やパーソナリティ障害、神経症、発達障害など各

臨床群の SCT の特徴をよう知っておく必要がある。本論文の冒頭にも記したように各臨床群の SCT

の特徴を探求した研究は少ないが、いくつか研究があり、SCTを理解するうえで参考になる。統合失

調症については馬場（2003）、深津（2004）が無関心さという観点で言及している。深澤・小林・手

川・黒田（2011）は統合失調症者の特徴をまとめている。また、辻（1966）は統合失調症の発症前の

特徴について言及している。辻（1966）はさらに自殺についても論じている。うつに関しては Barton,S.

ら（2005）の研究があり、長田・黒田（2015）もうつ病・抑うつ神経症群の特徴をまとめている。境

界性パーソナリティ者の特徴は黒田（2009）、発達障害者については深澤・小林・手川・黒田（2010）

などに紹介されている。これらの研究の紹介や臨床例を示すのは紙数の都合もあり、次回に譲りたい。

また、SCTのみで精神疾患や病態水準の判断をすることは適切ではないと考えられる。 

 

7．最後に 

 SCT はとても役に立つ臨床ツールである。そして、被検者が SCT に要する労力は決して少なくな

い。「SCT はよく使うけれども、どのように活用していいかよくわからず、解説書もあまりないので

大まかな印象を所見に書くしかできない」といった声もよく聞く。本論文が SCT を活用する臨床家

にとってささやかな参考になれば幸いである。 

 本論文執筆にあたり、SCTについて深く考える機会をくださった、馬場禮子先生と菊池道子先生に
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深く感謝申し上げたい。 
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山梨における CCRCの可能性と課題 

 
The Prospects of the Japanese CCRC in Yamanashi 

 

黒田 浩司 

Hiroshi Kuroda 
 

要 旨 

本論文は山梨における日本版 CCRC（生涯活躍のまち）の課題と可能性について紹介し、

考察を加えたものである。最初に、国の「生涯活躍のまち（日本版 CCRC 構想）」の基本的

な考え方を紹介し、そのメリットおよびデメリットを解説した。続いて、筆者が会長を務め

ていた「生涯活躍のまち・やまなし」研究会の報告書の中から、山梨の有する CCRCを展開

できる可能性と、同じく筆者が幹事校の代表者を務めている COC+CCRCコースの実践を紹

介した。さらに、「生涯活躍のまち・やまなし」研究会と COC+CCRC コースの実施した調

査より、山梨は CCRC を展開できる可能性が高いこと、しかし同時に CCRC の基本的な考

えが必ずしも十分に理解・共有されておらず、解消しなければならない課題がいくつか明ら

かとなった。 

 

 

１．はじめに 

 平成 27 年 6 月に閣議決定された国の「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」において、「生涯

現役社会」の構築に資する「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想を制度化し、高齢者が地域で元

気に活躍できるように推進してゆくことが指針として示された。CCRC は Continuing Care 

Retirement Community を省略したものであり、「継続的なケア付きの高齢者たちの地域共同体」と

いうのが一般的な訳語となっている。仕事をリタイアした人が元気なうちに地方に移住して活動的に

暮らし、介護や医療が必要になっても同じ場所で継続的にケアを受けられる拠点施設のことを指す。

CCRC 発祥の米国では現在約 2,000 カ所の施設に計 75 万人余が暮らすとされる。米国は医療・介護

保険制度が日本とは大きく異なり、基本的に自由保険であり、CCRCは富裕層が資産をこのコミュニ

ティに投資してサービスを受けるという仕組みになっており、どちらかというと富裕層向けのコミュ

ニティであると言える。また、米国においても CCRCの失敗例がいくつか報告されていることが、日

本版 CCRC 構想の資料集にも記されている。「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の基本的な考

え方は、「東京圏をはじめとする地域の中高年者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移り住み、多世

代の地域住民と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けること

ができるような地域づくり」を目指すものである。CCRCは現在問題になってきており、今後さらに
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重篤な問題となってくることが想定される地方の人口減や地域産業の衰退、首都圏の高齢者の増加の

問題の解決策となることが期待されており、最近盛んに言われている「地方創生」と強く関連してい

るものである。 

 現在、国の「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想では、平成 27年に内閣府地方創生推進室から

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）のうち、先駆的事業（CCRC）の認

定をうけた 5県 32市町村の 37団体の中から、より具体的な取り組みを示し、地域バランスや地元大

学や企業・NPOなどとの連携体制の充実度を考慮して、平成 28年 6月に山梨県都留市を含む全国 7

市町村をモデル地区として選定している。こうした流れもあって、日本全国で「生涯活躍のまち（日

本版 CCRC）」構想への関心が高まっている。山梨県においても、平成 27年度から行われている文部

科学省の補助事業である地（知）の拠点大学による地方創生推進事業、いわゆる COC+において山梨

大学を中心に「オールやまなし 11＋1大学と地域の協働による未来創生の推進」というプロプラム（や

まなし未来創造教育プログラム）を展開している。この教育プログラムは 4つのコースから構成され

ているが、このうちの一つが「CCRCコース」であり、山梨英和大学を幹事校として、山梨県立大学、

身延山大学、山梨学院短期大学、横浜市立大学が参加している。心理学やサービスサイエンス、看護

学、福祉学、保育学、都市工学の専門家が協力してこのプログラムにあたっている。また、山梨県で

は山梨県における「生涯活躍のまち」（日本版 CCRC）の課題や方向性を検証する目的で、平成 28年

7月に「生涯活躍のまち・やまなし」研究会を設置し、平成 29年 3月に研究会報告書をまとめている

（「生涯活躍のまち・やまなし」研究会、2017）。 

 筆者は COC＋山梨未来創造教育プログラム CCRC コースの代表者を務めており、「生涯活躍のま

ち・やまなし」研究会の会長も務めていた（平成 29年度 3月末でその任期を終えている）。COC+CCRC

コースおよび「生涯活躍のまち・やまなし」研究会ではそれぞれ、調査や先進地視察などをおこなっ

ている。ここではこれらの調査の概要を紹介しつつ、山梨における CCRCの可能性について論じる。 

 

２．「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の基本的な考え方 

 ここでは日本版 CCRC構想有識者会議がまとめた「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の基本

的な考え方を解説する。 

（１）日本版 CCRC構想とは 

日本版 CCRC構想は「東京圏をはじめとする高齢者が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域

社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時には継続的なケアを受け

ることができるような地域づくり」を目指すものである。この構想の意義としては、①高齢者の希望

の実現、②地方へのひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応、の 3点があげられる。 

①齢者の希望の実現：内閣官房による「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」（2014年 8月）
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によれば、東京在住者の一定数が地方へ移住する予定又は移住を検討したいと考えており、これまで

以上に健康でアクティブな生活を送りたいという希望が多い。 

②地方へのひとの流れの推進：東京圏への人口集中が続く中で、地方創生の観点から、地方への新し

いひとの流れを作ることが重要な課題となっている。日本版 CCRCは高齢者の地方移住を推進し、高

齢者が移住した地方で積極的に就労や地域活動に参画することにより、地方の活性化にも資すること

も目指している。地方の人口減少が進む中で、高齢者の移住により医療・介護のサービスの活用や雇

用の維持が図られる。 

③東京圏の高齢化問題への対応：東京圏では高齢化が進み、医療介護ニーズが急増し、これに対応し

た医療介護サービスの確保が大きな課題となる（この領域の人材不足の深刻化）。日本版 CCRC が進

むことにより、東京圏の高齢者に対して地方で必要な医療介護サービスを受けるという選択肢が提供

できる。 

（２）日本版 CCRC構想の基本コンセプト 

 日本版 CCRC 構想では従来の高齢者施設等とは異なり、a）要介護状態になってからの移住ではな

く、健康時から移住し、できる限り健康長寿を目指す、b）富裕層高齢者はサービスの受け手という

受身的な存在ではなく、地域の様々な社会活動に積極的に参加する主体的存在と位置付けられる、c）

富裕層地域との関係が住居内や施設内で完結するのではなく、高齢者が地域社会に溶け込み多世代と

交流・共働することが基本である。 

こうした基本理念を踏まえて、日本版 CCRC構想では、〈1〉東京圏をはじめ大都市の高齢者の地方

移住の支援、〈2〉「健康でアクティブな生活」の実現、〈3〉「継続的なケア」の確保、〈4〉地域社会（多

世代）との共働、〈5〉IT活用などによる効率的なサービス提供、〈6〉住居者の参画・情報公開等によ

る透明度の高い事業運営、〈7〉関連制度や「地方創生特区」等の活用による政策支援、の 7つの基本

コンセプトを提唱し、その具体像を示している。 

（３）「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想に求められる要件 

「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の具体化にあたっては、「入居者」、「立地・居住環境」、「サ

ービス提供」、「事業運営」の 4つの観点から検討する必要があると考えられている。内閣官房まち・

ひと・しごと創生本部事務局（2016）が作成した「『生涯活躍のまち』構想に関する手引き」（第 3版）

では、この 4つの観点ごとに、①共通必要項目（入居者の安心・安全の確保の観点から、地域の事情

に関わりなく遵守しなければならない共通的な項目）と②選択項目（地方公共団体が地域の特性や希

望する地域づくりに沿ったコンセプトとして選択できる項目）に区分して、構想に求められる要件を

まとめている。 

（４）「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想のメリット、デメリット 

国の有識者会議などで示されている情報・資料などを踏まえると「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」
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を推進した場合、想定できるメリット、デメリットは次の通りである。 

［１］メリット 

①人口減少の改善：地方への転入移動等が増えれば、人口減少の改善に寄与することが期待できる。 

②税収効果：移住者が転入し住民票を移し、住宅等の取得や消費活動をおこなった場合、住民税、固

定資産税等、住所地の税収増加につながる。 

③消費需要の喚起：「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」の入居者が増えることにより消費需要が喚起

され、地域経済に対するプラス面の影響が期待できる。 

④既存ストックの活用：空き家や空き地、廃校になった学校施設などの既存ストックの有効活用も期

待できる。 

［２］デメリット 

①介護・医療給付費の増加：高齢者の移住が増えれば、介護・医療給付費の支出の増加が見込まれる。 

②事業の継続性の確保の必要性：国の方針の変更や法律の改正などにより、事業の継続性が困難にな

る場合や事業の見直しを求められる場合が予想される。 

③介護人材の不足：介護サービスの領域では慢性的な人手不足が言われている。移住者が増えること

により、介護人材の不足がより加速し、深刻化する可能性がある。 

［２］のデメリットのうち、①の介護・医療給付の増加、および③介護人材の不足、については、

70代以上の高齢者のみが移住した場合には大きな問題となるが、50代、60代の中高年も一定数（決

して大多数である必要はない）がコンスタントに移住する場合には深刻な問題にならないこと、［１］

メリットの②税収効果、③消費需要の喚起の効果の方が①の介護・医療給付の増加を上回ること（す

なわちトータルで考えると経済的な効果が上回ること）が、「生涯活躍のまち・やまなし」研究会の報

告書の中で試算されている。 

 

３．山梨県を取り巻く状況 

 山梨県の「生涯活躍のまち・やまなし」研究会のまとめた報告書（2017年）のなかでは山梨県の人

口動態についてまとめている。国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、現状のまま

で推移した場合には山梨県の人口は 2010 年の 863,075 人から 2040 年には 666,155 人までに減少す

ることが予想されている。さらに、年少人口（0~14歳）、生産年齢人口（15~64歳）は減少するもの

の、高齢者人口（65歳以上）については増加するものと推測されている。山梨県の将来の人口動向は

地域によって大きく異なっており、地域によっては今後高齢化人口が大きく増加すると予想されてい

る地域と、すでに高齢化人口が維持あるいは減少している地域（例えば、峡南地域はすでに減少して

おり、峡東地域も 2025 年頃にピークを迎えその後はその状態を維持するものと推測されている）も

生じている。 
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 また、山梨県年齢別人口移動の状況を精査し、山梨県への転入・転出者の動向を年代毎に見ると、

転入超過（人口が増えている）率は「15~19 歳」が最も高く、「0~4 歳」と「60~64 歳」が続く。一

方、転出超過（人口が減っている）率は「20~24 歳」が最も高く、「24~29 歳」、「30~34 歳」がそれ

に続いている。中高年の山梨県への転入を見ると「55~79歳」で転入超過が認められている。全国の

転出の動向を都道府県毎に見ると、50 歳から 74 歳の間で転出超過率が最も高いのは東京都であり、

「神奈川県」「大阪府」と続く。特に 60~74歳の転出が目立つ。さらに 50歳以上の山梨県への転入者

数を見ると、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県といった東京圏からの転入が大部分を占めており、

東京圏に隣接する山梨県は東京圏からの中高年者の転入の受け皿になっていることがわかる。 

 NPO 法人ふるさと回帰支援センターが運営する「ふるさと暮らし情報センター」来場者に、希望

する移住地域を聞いた 2016 年度のランキングで山梨県は 2 年ぶりの首位となった。同センターによ

ると、山梨への移住希望者の年齢別内訳は 30 歳以下が 34.0％であり、全国平均（45.9％）を大きく

下回るのに対し、60 歳代以上は 25.2％で全国平均（15.7％）を大きく上回っている。これらの結果

から言えることは、山梨県は他の地域に比較して中高年からの人気が高いと言える。山梨県では山梨

県への移住や将来移住することを想定した二地域居住を考えている人に対し、住宅情報、生活情報、

就職情報などをワンストップで提供する相談窓口として東京有楽町に「やまなし暮らし支援センター」

を設置しているが、同センターの相談状況としては「50 歳代~70 歳代」の相談が相談者全体の約 

1/3 を占めており、中高年層における山梨県への関心の高さがうかがえる。これは、長野県、静岡県

と共通する特徴であり、中高年層が遠くへの移住を敬遠する傾向があるので、東京から近いことが候

補地として選ばれる理由の一つであろう。 

 

４．地（知）の拠点大学による地方創生整備事業（COC+） 

 文部科学省では、平成 27 年度から、大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力

ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラム

の改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目

的として「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」を実施している。COC+は平成 25

年度から実施されてきた「地（知）の拠点整備事業（大学 COC事業）」を応用・発展させたものであ

り、COCでは助成を受けた各大学が地域に貢献する人材育成を個々に進めていたのであるが、COC+

では複数の大学が連携して地域貢献や地域に貢献する人材育成を促進することを目的としているもの

である。 

 山梨県においては山梨県立大学（平成 25年度）と山梨大学（平成 26年度）がそれぞれ COC事業

に選定されている。COC+には COC 事業に選定された両大学を中心に山梨県内の 11 大学と同じく

COC 事業に選定された横浜市立大学（平成 25 年度）が連携し、「オールやまなし 11＋1 大学と地域
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の協働による未来創生の推進」事業で COC+に選定されている。「オールやまなし 11＋1 大学と地域

の協働による未来創生の推進」事業では「やまなし未来創造教育プログラム」として 4つのコースを

編成しており、11＋1大学が連携してこの教育プログラムを展開している。4つのコースは、「ものづ

くりコース」「ツーリズムコース」「子育て支援コース」「CCRC コース」であり、山梨英和大学はこ

のうち「CCRCコース」の幹事校と「子育て支援コース」の協力校（幹事校は現在、山梨県立大学）

を務めている。 

 「CCRC コース」では山梨英和大学を幹事校に、山梨県立大学、身延山大学、山梨学院短期大学、

横浜市立大学が参加しており、心理学やサービスサイエンス、看護学、福祉学、保育学、都市工学の

専門家が連携・協力してこのプログラムにあたっている。山梨未来創造教育プログラムでは各コース

で 10 単位程度のコース修了の要件を設けており、必要な単位を修得した学生にはコース修了証が与

えられる。コースプログラムは、「地域教養科目」「専門基礎科目」「専門発展科目」「専門実践科目（イ

ンターンシップ）」から構成されており、これら多くの科目が地域について実際に学びながら、このい

くつかの中では地域の課題を実際に解決する実践的な授業、いわゆる課題解決型授業（PBL：Problem 

Based Learning）が盛り込まれている。 

COC+は平成 27年度から展開されており、「CCRCコース」ではコース修了を認定する教育プログ

ラムを整備しつつあり、平成 30年度には PBLを実践する「専門発展科目」と「専門実践科目（イン

ターンシップ）」を開講してコースプログラムを完成する予定である。平成 29年 9月には「専門発展

科目」を目指したPBLの試行を笛吹市芦川町で実践し、山梨英和大学の 12名の学生が参加している。

また、「CCRCコース」ではコースプログラムの充実と将来の CCRCの実践を目指して、様々な活動

を展開している。これらの活動を以下に簡単に解説する。 

① 日本版 CCRCの先進地域の視察 

 日本版 CCRC の先進事例や関連する事業で CCRC の展開に参考になると思われる事例の視察を行

い、知見とノウハウを高めている。平成 27 年度には「富山市のコンパクトシティ」、「富山型デイサ

ービス」、「Share金沢」の視察・見学をおこなった。平成 28年度は「春蘭の里」「日本海倶楽部」「長

久手市 ゴジカラ村」「近江八幡市の CCRC」について視察をおこなっている。平成 29年度にはゆい

まーるグループ（ゆいまーる那須）の視察を予定している。 

②Miraiサロン、講演会・シンポジウム 

 日本版 CCRCに対する関心は低くはないものの、CCRCや「日本版 CCRC 構想」について正確な

情報が必ずしも共有されているわけではない。「日本版 CCRC」については、いわゆる介護難民とな

った東京圏など都市部の高齢者（しかもどちらかというと後期高齢者と推定されている場合が多い）

が大挙して押しかけ、地方では介護医療サービスの質が低下するとか、特別養護老人ホームに入るこ

とが難しくなる、といった正しくない認識がされている場合もある。ちなみに、「日本版 CCRC」が
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適切にうまく展開されるならば、地方の人口減が抑制されることにより、むしろ介護医療サービスは

維持されるあるいは充実することが予想される。 

 また、「日本版 CCRC構想」がうまく展開している先進事例には、CCRCの展開には地元住民と移

住者や関連する事業者・自治体・NPO・大学などの交流や意見交換が十分におこなわれている例が多

い。近江八幡市や都留市の CCRC構想においてもこのような交流の場を持っており、構想の実現前に

年単位の交流・意見交換が行われている。「CCRC コース」ではこのような対話の場として Mirai サ

ロンをこれまでに 6回実施しており、関連する講演会やシンポジウムも展開している。以下に概要を

示す。 

◎COC+CCRCコースのMiraiサロンなど 

○第 1回 CCRCコースMiraiサロン 

 2016 年 1 月 21 日（木）に開催された「平成 27 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業（COC＋）キックオフ・シンポジウム」の中で地域と大学の対話の場として、Miraiサロンを開催

する（ホテル談露館）。平成 28年度からスタートする「やまなし未来創造教育プログラム」の概要を

発表するとともに、その充実に向けてツーリズム・ものづくり・子育て支援・CCRCの各コースに分

かれ、自治体関係者や事業者の皆さんとディスカッションをおこなった。なお同日には、「第１回やま

なし地方創生会議」も開催されている。 

○第 2回 CCRCコースMiraiサロン 

 2016年 3月 7日（月）に山梨英和大学で開催。「CCRCとはなにか理解を深めましょう～大学と地

域の交流・情報交換の場に～」とテーマを設定。やまなし未来創造教育プログラム CCRCコースの内

容説明と、平成 27年度に CCRCコースでおこなった「富山型デイサービス」および「Share金沢」

の視察報告をおこなった。 

○第 3回 CCRCコースMiraiサロン 

2016 年 7 月 5 日（月）に山梨英和大学で開催。「CCRC の可能性について」「先進地域の試みと成

果」「失敗事例に学ぶ」とテーマを設定。前年度の視察の報告をするとともに、身延山大学より身延町

における試みと課題について報告。その後、情報交換会をおこなった。 

○第 4回 CCRCコースMiraiサロン 

 2016 年 10 月 31 日（月）に山梨英和大学で開催。「『生涯活躍のまち』として選ばれる山梨へ～行

動誘導技術による地域密着型マーケティング～」をテーマに、㈱ACCESS スペシャリスト（工学博

士) 山上俊彦氏による講演と、情報交換会をおこなった。 

○第 5回 CCRCコースMiraiサロン（特別講演） 

 2016年 11月 28日（水）に山梨英和大学で開催。「やまなしの地域資源を生かした生涯活躍のまち」

をテーマに、北陸先端科学技術大学院大学教授（学術博士）敷田麻実氏による講演「地域の将来を決
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める資源活用戦略」をおこなった。 

※CCRCコース CCRC入門セミナー 

 2017年 3月 12日（水）に山梨英和大学で開催。「疑問解決！『地方創生』『CCRC』って何？ CCRC

＝生涯活躍のまち 入門セミナー」をテーマに、山梨英和大学の筆者と杉山歩准教授がそれぞれ

「CCRC超入門」、「CCRCの基礎知識」という演題でプレゼンテーションをおこない、都留市 CCRC

担当者から都留市の CCRC計画の概要を説明していただいた。 

○第 6回 CCRCコースMiraiサロン（特別講演） 

 2017 年 10 月 2 日（月）に山梨県立図書館多目的ホールで開催。「生涯活躍のまち『やまなし』で

暮らす」をテーマに、CCRCコースのメンバーでもある横浜市立大学国際総合科学部まちづくりコー

ス教授（工学博士）鈴木伸治氏による講演「超高齢社会とまちづくり」と、情報・意見交換会をおこ

なった。 

※CCRCコース CCRCシンポジウム 

2017年 11月 22日（水）に山梨県立大学池田キャンパスで開催。「やまなしがめざす生涯活躍のま

ち」をテーマに、第一部はゆいまーるグループを運営している (社)コミュニティネットワーク副会長、

近山恵子氏に「日本版 CCRCの具現化と『ゆいまーる』がめざす生涯活躍のまちづくり」を演題に特

別講演をお願いした後、日本版 CCRC を展開している、山梨県都留市の「生涯活躍のまち・つる」、

滋賀県近江八幡市の「安寧のまちづくり」、山梨県身延町の「身延町版 CCRC」を報告いただき、近

山氏と CCRCコースメンバーも加わってのパネルディスカッションをおこなった。 

③CCRCに根差した地域連携活動の展開 

 山梨英和大学では CCRCを展開する可能性のある地域・自治体として笛吹市の可能性を高く評価し

ている。もちろん、これは笛吹市以外での CCRCの展開を否定しているわけではない。山梨英和大学

と笛吹市は平成 27 年度に包括協定を結んでいる。また、山梨英和大学生による地域貢献活動も笛吹

市でも展開されていたが、平成 28、29年度には CCRCを意識して、福祉・介護の領域やまちづくり

の領域における地域連携活動が増えてきている。 

 

５．山梨における「日本版 CCRC」に関する意識調査 

 山梨における「日本版 CCRC」の可能性は前述してきたとおりであり、「日本版 CCRC」の候補地

として非常に高い可能性を秘めていることが明らかである。しかし、「日本版 CCRC」を適切に展開

するためには、東京圏の中高年者のニーズと地元の受け入れ意識を確認することが必要である。ここ

では平成 28 年度に「生涯活躍のまち・やまなし」研究会および COC+「CCRC コース」が実施した

調査を紹介する。 

（１）「生涯活躍のまち・やまなし」に関する意識調査 

－72－



 この調査は、〔１〕東京在住者対象調査、〔２〕山梨県在住者調査、から成り立っている。 

〔１〕東京在住者対象調査 

 この調査は平成 28 年 8 月 30 日（火）～9 月 2 日（金）に Web 調査によって行われている。①東

京圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）在住、②50~79歳、③移住希望有り、④移住先として関

東甲信越静を希望しかつ山梨県に良い印象をもっている、という４つの条件を満たしている対象者

1000 名のサンプルを収集した（50 代 500 名、60 代 300 名、70 代 200 名）。これらのアンケート協

力者の属性の特徴としては、男性 750名（75.0%）、女性 25名（25.0%）。居住地は東京都 39.3%、神

奈川県 27.9%、埼玉県 19.3%、千葉県 13.5%であった。本調査の主な結果を概説する。 

 調査対象者のうち移住先として山梨県を「移住先の最も有力な候補」と答えたのは 8.1%、「移住先

の有力候補の一つ」は 18.5%で合わせて 26.6%であった。「移住先の候補地の一つ」と回答した 33.7%

と合わせると 60.3%となる。移住先の印象として「非常に良い印象を持っている」が 10.4%、「良い

印象を持っている」が 35.0%、両方合わせて 45.4%と高い。長野・静岡と比較するとこれらのよい印

象を持っている対象者の割合はさらに少し高いが、反対に「あまり良い印象を持っていない」と回答

した割合は長野・静岡県に比較すると山梨県のほうがずっと低いという結果になっている。 

 実際に移住するきっかけとなるものについては「定年退職」と考えている人が 39.6%と最も高く、

「趣味」17.2%、「早期退職」8.9%、「両親などの介護」8.0%、「転職」6.6%と続く。一方で、「きっか

けは特にない」という回答も 36.7%と高い。移住先に考えている地域としては、「都市郊外」が 50.9%

ともっと多く、「中山間地域」27.3%、「都市部」25.5%と続く。移住先を希望する理由（複数回答）

としては「自然豊かな環境で生活したいから」が 49.8%、「スローライフを実行したいから」が 47.4%、

「趣味を楽しみたいから」が 33.6%と続く。移住を考えている人にとって山梨の豊かな自然とスロー

ライフは大きな魅力となっている。 

 『生涯活躍のまち（日本版 CCRC）』構想についての認知度は、「聞いたこともない」が 66.3%であ

り認知度は低い。また、内容について詳しく知っていると回答した割合は 12.8%と低い。しかし、『生

涯活躍のまち（日本版 CCRC）』構想について簡単に説明したのちに、どのよう感じるかを尋ねたと

ころ、「良い考え」と感じている人は 76.2%に上った。これらの回答者のうち「CCRC を前提に移住

先の検討に入っている」という回答者は 3.2%と低かったが、「実際の移住に関しては条件次第である」

との回答が 35.5%と高かった。一方で「よい考えだと思うが、自分自身では CCRCを前提とした移住

は希望しない」との回答は 13.9%であった。 

 CCRCを前提とした移住を考えている人（623名）に CCRCを前提とした移住に「不安がある」と

回答した人は 71.3%、「不安がない」と答えた 28.7%を大きく上回っていた。「不安がある」と回答し

た人の不安要素（複数回答）としては、「医療・介護サービスの内容と質」が 69.1%と最も高く、「隣

人との人間関係」57.7%、「思い描いているライフスタイルとの乖離」53.8%、「移住先での日常生活
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の利便性」47.5%、「居住施設の安全性」32.7%に比較的多くの不安を感じている。 

 以上の結果を簡単にまとめると、移住を考えている中高年にとって山梨の自然環境やスローライフ

は大きな魅力なっており、自分の趣味を楽しむことが出来る生活ができると考えている人が多い。し

かし、実際の移住に関してはさまざまな不安を感じている人が多く、適切な情報を提供することや、

これらの不安を解決する対応が必要になってくるであろう。 

〔２〕山梨県在住者調査 

 この調査は平成 28年 11月 4日（金）～6日（日）にWeb調査で行われている。①山梨県在住者、

②20~79歳、の条件を満たす 400名に実施された。回答者は男性 50.0%、女性 50.0%になるように調

整された。回答者の属性として居住地については「甲府市」が 28.0%と最も多く、「甲斐市」9.5%、

「北杜市」9.3%、「南アルプス市」6.8%と続く。年齢は「50~59歳」が 24.3%、「40~49歳」が 23.3%、

「30~39歳」が 21.0%となっている。 

 移住者として、望む人物像（複数回答）に対する回答としては「地域の習慣、決め事を理解し、守

れる人」が 36.8%と最も高く、「地域活動に積極的に参加してくれる人」30.3%、「地域の活性化を牽

引してくれるような人」21.3%が続いた。その一方で、「望む人物像は特にない」という回答者が 17.8%、

「わからない」が 17.5%あった。 

 移住者に対して、してあげるべきと考えていること（複数回答）については、「地域の風習や慣習・

ルールなどの情報を伝える」が 31.8%と最も高く、「空いている家や耕作地を貸す」が 26.5%、「寄り

合いや共同作業などの参加を勧める」22.0%が続いた。その一方で、「特にない」24.8%、「わからな

い 19.3%」という回答も少なくなかった。 

 『生涯活躍のまち（日本版 CCRC）』構想についての認知度は低く、「聞いたこともない」が 86.0%

と認知度は東京圏よりもさらに多い。また、内容について詳しく知っていると回答した割合は 2.3%

と東京圏の 12.8%よりもずっと低い。『生涯活躍のまち（日本版 CCRC）』構想について簡単に説明し

たのちに、どのよう感じるかを尋ねたところ、「良い考えだと思う、自分たちのまちで『生涯活躍のま

ち』構想を実現して欲しい」の回答が 30.3%あった一方で、「良い考えだと思うが、自分たちのまち

で『生涯活躍のまち』構想を実現してほしいとは思わない」という回答が 14.0%であった。この項目

で最も特徴的な結果は「どちらとも言えない」という回答が 48.8%と最も多いことであった。『生涯

活躍のまち（日本版 CCRC）』構想について「良い考えだと思わない」とする回答は 6.3%であり、東

京圏の 1.5%を大きく上回っている。 

 これらの結果を簡単にまとめると、山梨県在住者は移住してくる人に地域の習慣・決め事を理解し、

守ることを期待し、地域活動に積極的に参加することを求めており、地域の風習や慣習・ルールなど

を教えることをしてあげるべきと考えているが、「特にない」「何もしない」という人も少なくない。

「生涯活躍のまち」構想については認知度が低く、「生涯活躍のまち」構想の実際や、そのメリットや
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デメリットについても首都圏対象者に比較して十分に認識されていないと言える（首都圏対象者の理

解度も決して高いとは言えないが）。「生涯活躍のまち」構想について正しい知識と適切な情報を提供

してゆくこと、県民の理解度を高めてゆくことが重要であろう。 

（２）CCRCに関する山梨県在住者の意識調査 

 この調査は COC+CCRCコースの活動の一つとして、平成 28年 12月 21日～26日に、山梨県在住

の 20 歳以上の 500 名を対象として Web 調査でおこなわれた。回答者の属性としては男性が 57.6%、

女性が 42.4%であり、未婚者が 28.2%、既婚者（事実婚を含む）が 65.4%であった。回答者の年代は

40代と 50代がそれぞれ 30.0%と最も多かった。回答者の職業や居住地は多様であり、現地域の居住

年数は20年以上が最も多く（48.8%）、住宅の種別としては持ち家（一戸建て）が最も多かった（74.2%）。

CCRC や移住者に関連する項目として、現地区で暮らすうえで心配していることについて、12 項目

の質問項目が設定されている。質問項目それぞれについて 5段階で回答を求め、「強くそう思う」を 5、

「そう思う」を 4、「どちらでもない」を 3、「そう思わない」を 2、「全くそう思わない」を 1として、

回答者の平均値をもとめている。12 項目の中でもっとも平均値が高かったのは、「10．高齢者や障が

い者への支援が行き届かなくなること」が 3.22と最も高く、次いで「7．地域の商店街が衰退してゆ

くこと」が 3.10、「5．災害時の対応が難しくなること」が 3.07、「11．自然環境や生活環境が悪化し

てゆくこと」が 3.06 と続いている。一方平均値がもっとも低いのは、「1．自治会などの地域活動の

維持が難しくなること」が 2.73、「3．近所に友人や知人がいなくなること」が 2.76、「地域の伝統行

事や祭りなどが失われていること」が 2.79であり、これらの項目は相対的にあまり心配されていない

ことが分かる。 

 この調査では CCRCや移住者についての質問項目が設定されており、そのいくつかをここで紹介す

る。まず「地区内での１~２年間の自分の含めた移住者について」の設問について、「2世帯以上いる」

が 13.8％、「1世帯いるが」9.3％となっており、「1～2年の間はいないが、それ以前はいる」の 10.8％

を合わせると 33.9％が地区内での移住者を経験していた。「自分が知る限りいない」は 35.6％、「全く

わからない」は 30.8％であった。「移住者とどの程度の付き合いがあるか」の設問については、「挨拶

をする程度の最小限の付き合い」が 36.8％と最も多く、続いて「立ち話をする程度の付き合い」が

35.1％で続いている。「付き合いは全くしていない」が 17.5％、「互いに相談したり協力しあったりす

る親しい関係」は 10.5％であった。「移住者の増加について」それを望むか望まないかの質問に対し

ては、「増えることを望む」が 21.2％、「どちらかというと増えることを望む」が 48.8％であり、合わ

せて 70％以上が増えることを望んでいた。「あまり増えることは望まない」が 19.2％、「全く増える

ことを望まない」は 6.0％であった。「移住者が引っ越してきた場合の接し方」については、「自分か

ら挨拶はすると思う」という回答が 45.6％と最も多く、次いで「挨拶されれば返すと思う」が 22.8％

であり、「困りごとがないかこちらから声掛けして相談にのると思う」13.4％、「しばらく様子を見る
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と思う」9.0％、「積極的に知り合いになれるように接すると思う」8.4％が続いている。 

 移住者増加による地域の変化については 12項目に質問項目それぞれについて 5段階で回答を求め、

「強くそう思う」を 5、「そう思う」を 4、「どちらでもない」を 3、「そう思わない」を 2、「全くそう

思わない」を 1として、回答者の平均値をもとめた。12項目の中で最も平均値が高かったのは、「2．

空き家が減って治安が良くなる」の 3.16 であり、続いて「3．近所に友人や知人が増える」が 3.09、

「4．地域活動や祭事に参加する人が増える」が 3.03、同じく「5．災害時の対応がしやすくなる」も

3.03 であった。平均値が最も低かったのは「10．高齢者や障がい者への支援が充実する」の 2.89 で

あった。この 12項目ではあまり大きな差が生じなかったと言える。 

 なお、この調査ではこの他にも回答者の幸福度、情報取得する媒体、日常的付き合い、地域活動へ

の参加状況などを尋ねている。また、年齢や性別とそのほかの質問項目とクロス集計をおこなってい

るが、ここでは紙数の都合もあり、省略する。 

 この調査の概要をまとめると、調査対象者は現地区での暮らしについて、高齢者や障がい者への支

援が行き届かなくことや、地域の商店街が衰退してゆくこと、災害時の対応が難しくなることを心配

しているが、その程度はそれほど強くなく、「どちらでもない」の 3 程度の平均値になっている。調

査対象者の 33.9％が地区内で移住者を体験しているが、移住者にはあまり積極的に働きかけていない

場合が多い。移住者が増えることについては、望んでいる対象者が多いものの、その意義や可能性に

ついては十分に認識されていないことが明らかになったと言える。 

 

６．山梨における CCRCの可能性と課題 

 日本版 CCRC 構想に関する資料や、「生涯活躍のまち・やまなし」研究会報告書、COC+CCRC コ

ースの調査から、山梨県は日本版 CCRC構想を展開するのに非常に可能性を秘めた地域ということが

できる。東京圏から比較的近く、それでも自然環境は豊かであり、定年を機会として豊かな自然を楽

しむ場、スローライフを実践する場として比較的良いイメージを持たれていることが分かる。その一

方で、移住に関する様々な不安があって、それが十分解決していないあるいは適切な情報が得られて

いない現状があるようである。また、山梨県在住者が日本版 CCRCやその意義・効果について十分に

認識していないことも明らかとなった。そして、移住者に対しては積極的にかかわろうとする傾向も

決して強くなかった。 

 これらの研究から明らかになったのは、山梨県で CCRCを展開するためには、まず一般の県民に山

梨県の秘めている CCRC の可能性について意識できるようにすること、CCRC のことをきちんとわ

かりやすい言葉で説明することができ、移住者に積極的にかかわり、移住者の役立つことが何である

かをよく理解し、移住者が移住した地区で活躍できるために必要なコミュニケーションを展開するこ

とであろう。COC+CCRC コースでは専門科目、専門発展科目など中で、これらの能力を有した人材
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を育成すると同時に、地域住民の中から関心のある方に積極的に CCRCで寄与できる方法を学んでも

らう実践が必要になってくるものと予想される。日本版 CCRCの先進地域では、移住者と地元住民の

多世代交流が積極的に行われ、移住者と地元住民の代表、行政や関係機関がまちづくりについて話し

合う場が多数設けられている。 
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宗教改革 500 年の旅 
－わたしたちは何処からきて、何処へ向かっているのか？－ 

「県民コミュニティーカレッジ 2017」レポート 

 
The Lectureship Series in Commemoration of the Protestant 

Reformation (Program for Yamanashi Citizens) 

Where have we come from; Where are we going? 

 

 

高橋 一・井上 征剛・石橋 泰・山本 明歩・大井 奈美 

          H.Takahashi, S.Inoue, Y.Ishibashi, A.Yamamoto, N.Ohi 

       大久保 絹・荒井 直 
K.Okubo, N.Arai 

 

要 旨  

 2017 年は、キリスト教世界を変革するきっかけとなった『95 カ条の提題』をルターがヴィッテン

ベルク教会の扉に掲げてから 500 年目にあたる。山梨県で唯一のキリスト教大学として、現代におい

ても宗教改革をめぐって多くのことを学べるはずであるとの確信から、多角的な視点からなる 5 回の

連続講演を企画し、県民である聴衆と一緒に考える機会をもった。以下は、それぞれのレクチャーの

報告、および、宗教改革のさらなる理解に資するための二つの附論である。 

 

総 序                  荒井・大久保 

第 1 回 西欧の転換点としての「宗教改革」 

      －現代にいたる正と負の遺産－     高橋 

第 2 回 東ドイツ紀行 

      －宗教改革と音楽・美術の旅－       井上 

第 3 回 宗教改革と臨床心理学の誕生 

      －フロイト・ユング・プロテスタンティズム－  石橋 

第 4 回 宗教改革、海を渡る 

      －アナバプティストの歴史と現在－       山本 

第 5 回 宗教改革をささえた「ハード」と「ソフト」 

      －アナログとデジタルの架橋－    大井 

附論 1 ルターは「洗礼」と「聖餐」をどう考えたか 

      －カトリック、ツヴィングリ、再洗礼派との違いを通して－ 大久保 

 附論 2 アウグスティヌス修道会士としてのルター 

－神学的突破の「中世」的背景－             荒井 

  執筆者紹介 
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総 序 

県民コミュニティーカレッジの地域ベース講座として、本学は「宗教改革 500 年の旅－わたしたち

は何処からきて、何処へ向かっているのか？－」というタイトルのもと、上に掲げた 5 回の講義を行

った。本学には、宗教改革の専門家はいない。しかし、この案件をめぐって学び、問い、考えること

は、専門家だけでなく、西欧の社会と文化の歴史と現状（とその影響を深く受けた日本の社会と文化

の現状）を理解することに関心のある者には欠かせないことではないか。そう確信し、宗教改革とい

うキリスト教に関わる問題を、より広く人間文化という視点から、5 名の教員にそれぞれの専門とか

らめて語ってもらった。キリスト教大学、人間文化学部に相応しいテーマだからである。1) 

 レクチャーは、ある程度の水準を維持しながらも、「カフェでのお喋りのような雰囲気でお話しする」

というポリシーを立て、レクチャーの後にティーパーティーを催した。 

 講座は、毎週水曜日に開催した(10/4、10/11、10/18、10/25、11/1）。開講時間は 13:00～14:30、

場所は本学 101 教室で行った（1 回目のみ 208 教室）。 

ティーパーティーでは、聴衆と講師とが毎回おおよそ 1 時間ほど親しく歓談の機会をもった。1 回

目のみ学生食堂で催し、その他は附属図書館内のK commons で行った（学生指導の都合で 3 回目だ

け講師がティーパーティーに参加できなかった）。各回のレクチャー受講生の数とティーパーティー参

加者は、以下のとおりである。（ ）内が後者の参加者である。 

  第 1 回 62 名 （18 名） 

  第 2 回 48 名 （12 名） 

  第 3 回 41 名 （10 名） 

  第 4 回 35 名 （ 8 名） 

  第 5 回 24 名 （ 6 名） 

 以下の 5 つの報告について、あらかじめ誤解のないように、3 つほど留保を記しておきたい。 

 私たちは編集会議をもち報告の執筆についての大枠を確定した。しかし、それぞれ扱ったテーマや

報告者の専門とする分野の違いもあり、字体や字数などを統一することはしなかった。編集作業は、

本学紀要の体裁に整えること、読みやすさ、そして、書かれている内容の大まかな妥当性に限った。

通読には向かないかもしれないが、それぞれの報告者の個性が感じられ、講座の雰囲気が保たれてい

るのではないかと思う。 

 また、報告者には宗教改革の「プロ」はいない。それぞれが、自分に関心のある視点から、とくに

現代の私たちにとって宗教改革のもつ意義を考察している。したがって、学問的な厳密さに悖る点が

多々あるかも知れない。たとえば、「プロテスタント」をいう呼称は、1529 年の第 2 回シュパイエル

帝国議会以降に流布し始めたようであるが、本報告ではそれ以前についても、一般的に「旧教＝カト

リック」ではない「新教＝プロテスタント」と同義で使われている場合がある。また、ヴェーバーの
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『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』についても、それは主にカルヴァン派やピューリ

タニズムを扱い、イギリス・オランダの大部分、フランスの一部、そして北アメリカ・ニューイング

ランド植民地が論及されるが「さしあたってドイツは全然考察の外
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

におくことにするが、それはこの

国では、純粋のカルヴィニズムが広い地域を支配した
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

ことがなかったからにほかならない」2) と註記

されているとおり、「ルターの宗教改革」と直接的には関連がないかも知れないが、宗教改革を大きな

コンテクストで考える場合には言及に値する考察としてとりあげられている。さらに細かいことを言

えば、「宗教改革以来、信仰のみによる義認の教説が新約聖書の、従ってまたパウロ神学の、中心をな

しているのだ、と確信されていた。もっとも、ルターに続く正統主義においてはすでに義認の理解の

仕方が推移してきている」3) といった細部は、ほとんどまったく顧慮していない。それは、ドイツで

牧師になるために神学を修める場合には理解する必要がある論件かも知れないが、21 世紀を生きる日

本の市民（のほとんど）にとって、宗教改革（とキリスト教）を考えるのに必要とは思われないから

である。 

 さらに、読者には、これらの報告が、山梨英和大学における学問の水準を代表するものであるとは

考えないでいただきたい。学問は「Wertfreiheit（価値自由・没価値）」を原則とする。講義は学生が

自分で考えて判断できる材料を提供すればよいのであり、教員が自己の見解や評価を－それが独創的

であれ凡庸であれ－直接に開陳する場ではないということ。これは、それぞれの報告者が大学教員と

して熟知し日々実践していることである。しかし、「宗教改革 500 年の旅」は、副題にもあるように

「わたしたちは何処からきて、何処へ向かっているのか？」について考える場であった。報告者が考

えるだけでなく、その後のティーパーティーでも県民聴衆の参加者と一緒に考えた。したがって、そ

れぞれの報告にも、扱ったテーマをめぐって、担当者それぞれの「評価」が表明されている場合があ

る。それは、慎ましいものから大胆なものまであるが、その点は、意識的にしたことであり、

Wertfreiheit を蔑ろにしたわけではない。この点、ご理解の上、読んでいただければと思う。 

 これらのメインの 5 つの報告の他に、司会・ナビゲーターとして、すべての回の講義を聴いた二人

が附論を書いた。広範な論件を扱った 5 回のテーマのうちの 2～3 回に間接的にかかわり、講座での

質疑やティータイムでの話題なども踏まえ「宗教改革」の理解や考察に資するようなテーマで執筆し

た。 

 

注 

1. ちなみに、日本キリスト教文化協会が、教文館（9 階ウェンライトホール）で開催した 7 回におよぶ

「宗教改革 500 年記念連続講演会」（2017 年 6 月 20 日～26 日）は、以下のように、専門家による本

格的なものであった。1）ルターの生涯と宗教改革（小田部進一氏）、2）ルターの戦争観と現代（野々

瀬浩司氏）、3）世界史の中の宗教改革（近藤勝彦氏）、4）宗教改革と美術：イメージの力（遠山公
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一氏）、5）ルター神学の核心（鈴木浩氏）、6）宗教改革と現代：どのように記念してきたのか、そ

してどのように記念するのか（深井智明氏）、7）ルターの音楽観とその受容：ヨハン・セバスチャン・

バッハまで（佐藤望氏）。 

2. マックス・ヴェーバー（大塚久雄訳）『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』（岩波文庫 1989

年）150 頁（注 3）。たしかにルターの「天職（Beruf）」については取り上げられ、「語義の場合と

同様に、その思想
﹅ ﹅

も新しく、宗教改革の産物だった」、「この『天職』という概念の中にはプロテス

タントのあらゆる教派の中心教義が表出されている」（109 頁）と言われている。しかし、ヴェーバ

ーは、きちんと「この天職という観念の中に含まれている世俗的日常労働の尊重という事実について

は、なんらかの萌芽がすでに、中世に、いやすでに古代（後期
﹅ ﹅

ヘレニズム）にさえも存在していたと

いうことを否定するものではない」（同頁）ことを認めているし、「われわれにとってきわめて重要

な、キリスト者の救いをその職業労働と日常生活の中で確証するというカルヴィニズムの中心思想は、

ルッターの場合はるかに背景に退いている」ことを論じたり（124～125 頁）、「ほとんど完全にルッ

ター派に属するハムブルク市でも、十七世紀にまで遡りうる唯一の資産家はある有名な改革派の家族

だった」（37 頁）と注記したりして、「カルヴィニズム」を中心に扱っている。「周知のように、『改

革派』の信仰は、どんな形態をとっている場合でも、ほとんどすべて多かれ少なかれ穏和化されたカ

ルヴィニズムないしツウィングリアニズム」だ（同頁）。 

3. コンツェルマン（田川建三・小河陽訳）『新約聖書神学概論』（新教出版社、1974 年）、190 頁。  
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第 1回 西欧の転換点としての「宗教改革」－現代にいたる正と負の遺産－   高橋 一                

 

はじめに 

 《「宗教改革」は、西欧の歴史、宗教、政治、社会、生活に決定的な影響を及ぼしました。「宗教改

革」の遺産としての「プロテスタント原理」は、民主主義、資本主義、市民社会というある種の「制

度」として、日本のみならずアジア世界にも深い影響を与えて来ました。しかし西欧社会も変化しつ

つあります。今、「宗教改革」の正と負の遺産を真正面から問う必要が求められています。》 

 私の問題意識は基本的にパンフレットに記したこの一文に尽きていた。しかし、講演を原稿化する

にあたっては、〈「宗教改革」を現代日本で取り上げる意味はどこにあるのか〉という問題に焦点を絞

った。けだし現代日本においても、「宗教改革」が提起した問題は、日本人のこれからの社会や人間の

あり方を考える上でも避けて通ることのできない重い問いをはらんでいると考えるからである。 

 

Ⅰ．「宗教改革」：ルターとエラスムスの対立に見る信仰と文化 

 近代において「宗教改革」を画期とするキリスト教精神の発露は、ルネサンスに見られるいわゆる

「近代精神」との不断の相克・交渉の中でヨーロッパの歴史を形作ってきた。 

 「宗教改革」はプロテスタントを誕生させることによって〈近代的人間像〉を形成したと言われる

が、「エラスムスが卵を産んで、ルターがこれを孵（かえ）した」とも言われるように、このヨーロッ

パにおける〈近代的人間像〉の形成史は単純ではない。そこにはヨーロッパ精神史における、現代に

も及ぶキリスト教と文化、原罪と自由意志の問題における緊張と相剋の歴史が深く横たわっているか

らである。 

 そこでまず、「宗教改革」と「キリスト教的ヒューマニズム」の間に潜んでいた問題を、ルターとエ

ラスムスの協力と対立の出来事から瞥見してみよう。 

 宗教改革運動が始まった頃、近代ヒューマニズムの父と言われるエラスムスは、『自由意志論』（1524

年）を著す。その内容を要約するならばこうである。（1）原罪によって堕落した人間の自由意志は、

神の前における救いに関して無力であり、その救いはただ神の一方的な恵み（恩寵）によってのみ与

えられる。（2）しかしこの恩寵によって支えられた人間の自由意志は、恩寵との協働において、人間

の独立した働きをなすことができる。 

 ここにはキリスト教精神の根幹をなす「神の恩寵」と「人間の自由意志」の問題が正面から扱われ

ていた。それゆえ当初はルターもこの『自由意志論』の問題設定を評価しようとしたのである。ちな

みにこの『自由意志論』は、エラスムスの著作の冠と言われている。 

 エラスムスは「キリスト教的ヒューマニズム」の使徒として、自らをカトリック教徒として自己規

定しつつも、はじめはルターの宗教改革運動に賛同していた。が、ルターの運動が次第にその信仰至
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上主義とでも言うべき趣を呈し、ついには党派的闘争をもたらすに至って、人間的なもの、理性的な

ものを一切否定し、偏狭な党派的宗教運動に堕したとエラスムスには見えた。エラスムスはついにル

ターと訣別する。彼は、ルターが人間はどこまでも罪の奴隷であることを主張するのに対し、恩寵の

援けによって与えられる人間の理性と自由意志の価値を最大限評価しようとしたのである。 

 端的に言えば、ルターは自由意志の存在は認めるが、「恩寵なしの自由意志はいかに無力か」という

自由意志の否定面をより強調する。一方エラスムスは、「自由意志は恩寵の援けにより何をなしうるか」

を語り、自由意志の肯定面を主張したと言える。この問題設定の方向性そのものに二人の根本的相違

が示されている。が、エラスムスの問いの方向は、究極のところ、人間精神の主体性の価値を肯定す

るに至り、「エラスムスにとってキリスト教は高い人間的道徳性の別名に外ならなかった」1) とも見な

される可能性をはらんでいた。 

 それゆえエラスムスの『自由意志論』に対し、ルターは直ちに『奴隷意志論』を書いて反駁したの

である（1525 年）。ルターは、人間の意志はまったく罪の奴隷なのであり、その人間が赦され救われ

るのはただ恩寵によるのであって、エラスムスが言うように人間の自由意志との協働によるものなの

ではない。人間の主体的な自由意志の価値を救いと関連させることはルターには到底受け入れがたい

主張であった。もちろんエラスムスといえども、救いへと導く根源的な力が自由意志にあるとは考え

ていなかった。しかしエラスムスの信仰理解には、ヒューマニズムが説く人間性の価値とキリスト教

的救いが結びつく余地を残していたのであり、ここにエラスムスとルターの根本的対立の要因があっ

たと言える。 

 ルターとエラスムスの対立は、ヘレニズム的なキリスト教的ヒューマニズムと旧約聖書におけるヘ

ブライズム的精神の相剋とも見なされる。20 世紀の神学においても、ナチス・ドイツが席巻し始めた

時期、いわゆる自然神学をめぐってのカール・バルトとエミール・ブルンナーとの有名な論争がある

が、これも形を変えた「信仰と文化」の相剋の論争の一形態であった。いずれにせよ、ルターとエラ

スムスの対立の帰結は、「ここにヒューマニズと宗教改革の二つの運動の統一は最後の可能性を失い、

分裂する。その結果、ヒューマニズムはキリスト教的宗教性を失って人間中心主義に変貌してゆく道

をとり、他方、宗教改革（的精神）も神学という狭い領域に閉じこもり、ドグマティズムによって人

間性を喪失する方向を宿命的に辿らざるをえなくなったのである」。2) 

 キリスト教（信仰）は文化形成と深く関わるが、いわゆる文化（ヒューマニズム）そのものではな

い。だからこそ、ルターとエラスムスの間においても激烈な論争を惹き起こしたのである。しかし森

有正が言うように、「信仰は文化そのものが根柢的に崩壊しようとするときに、それを根柢的に批判し

しつ、常にそれに新しい生命と方向とを与えつつ、支える力でもある。……それは文化そのものに内

在する人間の自己追求を批判し、文化再建の意欲そのものを不断に審きつつ、浄化するものなのであ

る」。3) 
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 キリスト教はその本質において、人間に自らの罪責を自覚せしめる信仰なのであり、従ってパウロ

が言うごとく「愚かなもの」である（コリントの信徒への手紙一 1 章 18 節以下）。しかしこの愚かさ

の上に、「宗教改革」という過ちと破れを抱えた歴史を経て、近代西欧の文化が花開いた事実をわれわ

れは心に刻まなければならない。この消息は、現代においても健全な文化形成において「なくてなら

ぬもの」はいったい何かという問いをわれわれに投げかけているのである。 

 

Ⅱ．「宗教改革」を現代日本で取り上げる意味はどこにあるか？ 

 この問題を考える前に、ある書物の一節を紹介したい。4) 

 （日本のこれからの）成熟社会に向けての新しいビジョンを実現するためには、当然のことで

あるが、国民の意識も変えていかなければならない。…… ところで、筆者は本書を書くために様々

なデータを集めて参考にさせていただいたのだが、その中で一つ驚くべき調査があった。そのデ

ータは、The Pew Global Attitudes Project「What the World Thinks in 2007」という調査報告

にある。その調査では「自力で生きていけない人達を国や政府が助けるべきだ」という考え方に

対して、「そうは思わない」と答えた人の割合が日本では38%にも達していた。個人の自由を何

よりも尊重する代わりに、金持ちになるのも一生貧乏なのも自己責任であるとするアメリカです

ら「そうは思わない」とする人の割合は28%。先進国といわれるそれ以外の国々は、イギリス8%、

フランス17%、ドイツ7%……である。また、中国やインドといった発展途上国でも、それぞれ

9%、8%となっており、先進国の数字と（ほぼ）同様……である。つまり（今の）日本は世界で最

も《弱者に厳しい国》だということになる。この調査結果には、正直驚かされた。 

 やや長い引用となったが、この叙述は、日本が世界でも特異な〈弱者認識〉を多くの国民が持つに

至った事象を指摘している。日本では朝日新聞が 1988 年 11 月 19 日朝刊の「社説」で、「『格差社

会』でいいのか」と、はじめて「格差社会」という言葉を批判的に用いた。これはその前日に政府が

『国民生活白書』において、日本における格差拡大の事実を公的に認めた指摘を受けての「社説」で

あった。以来、橘木俊詔氏などが『格差社会』（岩波新書）を刊行するなど、多くの研究者がこの問

題を分析し考究している。その結果、日本社会は経済・教育・出自における「格差固定社会」へと向

かいつつあると言われてすでに久しい。上記の認識はその傾向に危機意識を持つというよりも、むし

ろ積極的に賛同する国民が多くなっているという事実を裏付けていると言える。ここには余儀なく〈弱

者〉とされた存在にたいする現代日本社会の冷酷な眼差しが刻印されている。 

 一方、このような〈弱者認識〉と対蹠的な人間観が示されているのが、新約聖書における「サマリ

ア人のたとえ話」（ルカによる福音書10章25－37節）である。ここには相対立する民族間にあって、

隣人を発見し、隣人となることへと促すメッセージが主イエスによって明確に語られている。また、
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「この最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」（マタイによる福音

書25章40節）との有名な言葉も同様である。 

戦後日本が掲げた「民主主義」や、プロテスタント原理がもたらした「近代資本主義」の現代日本

社会における帰結の一端がこの調査結果に表れているとするならば、いったい戦後の日本の歩み、近

代日本の文化形成とは何だったのであろうか。そこに見えてくるのは、新約聖書における主イエスの

メッセージによる共同体形成とは隔絶した世界であると言わなければならないのではないか。 

 西欧近代の歴史が「宗教改革とルネサンス」に始まることは論を俟たない。日本社会も明治維新以

来、この西欧近代に範を求めて、必死の思いで一応「資本主義国家」を築き、植民地支配による「帝

国」を建て、疑似宗教としての「天皇制」を創出した。なかんずく近代日本国家はその草創期に、キ

リスト教が西欧国家で果たしてきた機能をどこに求めるべきかで苦悩し、最終的には伊藤博文によっ

て「我が国にあつて基軸とすべきは独り皇室あるのみ」との断案により、「疑似宗教」としての「神

格化された天皇」を戴く国家として歩み始めた。 

 しかし「宗教改革」において見られた「信仰と文化（ヒューマニズム）」の相剋と葛藤のドラマには、

Ⅰ．で瞥見したように、近代ヨーロッパの歴史とその深層に潜む、いわゆる「近代文化」に還元され

得ない本質的な「何か」が隠されている。その事情を明治期に洞察した人物がいた。永井荷風である。

彼は 1909（明治 42）年に発表した「新帰朝者日記」の中で「新帰朝者」にこう言わせているからで

ある。5) 

 

 僕の見た処西洋の社会と云ふものは何処から何処まで近代的ではない。近代的がどんな事をし

ても冒す事の出来ない部分が如何なるものにもチャンと残つて居る。つまり西洋と云ふ処は非常

に昔臭い国だ。歴史臭い国だ。 

 永井荷風は、「近代」という通常の概念では解消しきれない「何か」が近代西欧文化の底には存在

していることを感得した。その「何か」とは、表層的で機能主義的な「近代」理解では捉えきれない

ものであった。私には、それこそがルターとエラスムスの議論における相剋と葛藤に見られた「原罪

と自由意志」の論争の中に潜む、「信仰と文化形成」のドラマトゥルギーではないかと思う。日本社会

が一見どんなに「近代化」されたとしても、西欧の文化形成においてパン種のように内在していたキ

リスト教信仰の問題が、人間の罪性と人間の主体性の分水嶺として「宗教改革」において真正面から

問われたように、日本社会でもその深みにおいて真剣に問われない限り、日本における「近代文化」

はその自己追求性ゆえに、いつしか自らの文化形成の土台を侵食されるのではないだろうか。日本社

会における世界的に見ても非情とも言える〈弱者認識〉の特異性の跋扈は、その端的な表れなのでは

ないだろうか。 
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おわりに 

 ルターがエラスムスにけっして譲ろうとしなかった徹底した「罪の自覚」は、人をして自分自身を

「惨めな人間」、すなわち自らに課せられている倫理的責任を負い切ることのできない人間として自己

規定することを意味する。しかしその自覚こそが人に神の救いの恵み（恩寵）をもたらすのである。 

 近代文化を主体的に形成しようとする担い手は、自分がそのような「惨めな人間」だとは自己規定

しない。むしろエラスムスからも離れて、自由意志による理性の価値の体現と人間の主体性の価値を

最大限に評価する。それはルネサンスが生み出した人間の自律の観念の称揚であり、〈近代的人間像〉

の現代的相貌だからである。 

 しかし痛苦な「罪の自覚」が、人をしてほんとうの意味での人間的成熟をもたらし、ひいては社会

をして、〈弱さ〉を抱えた自らを省みつつ、「最も小さい者の一人」を重んじる共同体形成を促すとす

るならば、「宗教改革」の精神において、ルターが断固として主張した徹底した「罪の自覚」こそが、

逆説的に「人間の尊厳」の根拠を支える「隅の首石」になるとは言えないだろうか。「傷つき苦悩す

る良心の地獄をとおって、ルターは（人に真の救いをもたらす）福音の真理を発見した」6) からであ

る。 

 現代日本社会が「宗教改革」の精神から学ぶ真の意義がここにあると言えるのではないか。 

 

注 

1． 森有正『近代精神とキリスト教』（講談社、1971 年）所収「自由と束縛－エラスムスとルター－」、 

143 頁。 

2． 金子晴勇『宗教改革の精神 ルターとエラスムスの対決』（中公新書、1977 年）48 頁。 

3． 森有正、前掲書、「あとがき」328 頁。 

4． 波頭亮『成熟日本への進路』（ちくま新書、2010 年）248 頁。 波頭氏の紹介にあるフランスでの割 

合だが、「自力で生きていけない人達を国や政府がたすけるべきだ」の原資料を確認すると、「そうは 

思わない」については、Mostly disagree と Completely disagree の合算の値で 8%ではなく、17%で 

あった。この数値の誤記は波頭氏の単純な勘違いだと思われるので（筑摩書房にも確認済み）、本稿で 

は正しい数値に訂正しておいた。ご了承を請いたい。 

5． 三谷太一郎『日本の近代とは何であったか－問題史的考察』（岩波新書、2017 年）211 頁。 

6． 金子晴勇、前掲書、182 頁。 
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第 2回 東ドイツ紀行－宗教改革と音楽・美術の旅－            井上 征剛 

 

はじめに 

 現在の日本の私たちがルターという人物を身近に感じる機会は、意外に多い。たとえば、ドイツ東

部を旅行するとしばしば、ルターの足跡に行き会う。また、現在私たちが好んで鑑賞するドイツの芸

術作品の中には、ルターの影響を強く受けているものが少なからず含まれている。そこでここでは、

ルターとかかわりのあるドイツの東部諸都市について触れながら、J・S・バッハ、クラーナハ父、メ

ンデルスゾーンといった芸術家たちの、時代を超えたルターとの結びつきについてみていく。 

 ルターが芸術、中でも音楽に通じていたことは、よく知られている。彼は「美しさと柔らかさを併

せ持つテノール」歌手であり、フルートやリュートの演奏にも長じていた。一方で、音楽理論にも明

るく、数多くのコラールの作詞・作曲に取り組んだほか、同時代のドイツ人作曲家とも議論を交わし

ていた。ルター自身も、「私は音楽を神学に次ぐものとし、それに最高の称賛を与える」という言葉を

残している。彼のこのような姿勢は、後のドイツの音楽家と宗教家の両方に引き継がれた。ルターの

時代以降、18 世紀までは、音楽家は神学を学び、他方、牧師を目指す者は音楽を学び、実践すること

がルター派教会の慣例であった。1) ルター亡き後も、17～18 世紀のドイツ音楽界においてルター派

が大きな影響力を保持し続けたことを考えると、ルターはいわば、ドイツ語によるキリスト教音楽発

展の礎を作った存在ということになる。 

 

Ⅰ．ライプツィヒとトーマス教会、J・S・バッハ 

 ライプツィヒは、宗教改革の文脈では、1519 年にルターが教皇派学者ヨハネス・エックと神学論争

を戦わせ、ローマ・カトリック教会と決裂した場所としてよく知られている。その後、1539 年にルタ

ーがトーマス教会で説教を行ったことで、ライプツィヒ市がルター派の信仰を受け入れたことが固ま

り、1543 年にはトーマス教会に附属するトーマス学校が、市の運営するプロテスタント学校となった。

ライプツィヒ市がルター派の教義を受け入れるにあたって大きな役割を果たしたひとりに、ルターと

同時代にトーマス教会のカントル（教会の音楽監督）を務めたゲオルク・ラウ（Georg Rhau, 1488

－1548）がいる。彼は早い段階からのルター支持者であり、トーマス学校のプロテスタント化を意欲

的に進めた。そのためにカントルの座を追われた後は、ヴィッテンベルクで楽譜の編集・出版に取り

組み、プロテスタント音楽の普及に貢献した。トーマス教会とトーマス学校は、現在では主に J・S・

バッハ（Johann Sebastian Bach, 1685－1750、以下「バッハ」と略記）の主要な活動場所として知

られているが、その基盤はルター派時代から受け継がれてきたものだったわけだ。 

 バッハがライプツィヒで活動したのは、1723 年から 1750 年にかけてのことである。ライプツィヒ

のバッハ・アルヒーフの所長も務めた音楽学者クリストフ・ヴォルフによれば、当時のライプツィヒ
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の教会音楽は、ルター派の考え方に準拠し、その典礼の根幹を支えるものとして創造・演奏されてい

た。そしてバッハ自身もまた、ライプツィヒのカントルとしての自らの役割を、ルターの教義に沿う

形で宗教音楽を司るものであると強く意識していた。 

 

   福音書モテットは、宗教改革以来、ルター派の伝統において、福音書の朗読を強化する機能を

持っていたが、その福音書モテットがかつて占めていた典礼における地位を、今やカンタータの

演奏が、ミサの典礼における主要な曲として、占めるようになった。（中略）その頃（引用者註：

18 世紀以降）になると、多楽章構成のカンタータの詩は、単に、聖書の教訓の一節にハイライト

を当てるだけではなく、その解釈も行うようになった。神学者で詩人のエルトマン・ノイマイス

ターがカンタータの発展のきっかけを作り、その結果、カンタータは「音楽による説教」という

機能を持つようになる。それゆえ、ライプツィヒ時代のバッハのカンタータの歌詞はすべて、「解

釈（explicatio）」と「応用（applicatio）」――聖書解釈と神学的教示（後者を引き継いだ実践的・

道徳的アドヴァイス）――という二つの焦点を持つ、ルター派の説教の法話構造にしっかりと立

脚した標準的パターンに従っている。2)  

 

 バッハのこのような姿勢は、附属する教会学校での教育に、さらには彼の作品に反映された。彼は

宗教音楽を作曲するにあたって、ルターの書いた詞を用いるのにとどまらず、ルター派の教義をも重

視した。バッハの作品の中には、聴くことでルター派の教義を理解できる仕組みを備えたものもある。

たとえば、《クリスマス・オラトリオ（Weihnachtsoratorium）》（1734－35 年初演）の第 7 曲「彼は

まずしきものとして、世にきたりたまいぬ Er ist auf der Erden kommen arm」では、ルターの詩

によるコラール（ソプラノ）に付随して、バス歌手によるレチタティーヴォが一行ごとに解釈を提示

する。 

 

  （Sop.）Er ist auf Erden kommen arm. 

  （Bass）Wer will die Liebe recht erhöhn, 

            die unser Heiland für uns hegt? 

 

  （ソプラノ）彼はまずしきものとして 世にきたりたまいぬ 

  （バス）  誰が正しくたたえることができようか 

        我らが救世主が 我々のために抱きたもうた この愛を 

                          （バッハ《クリスマス・オラトリオ》第 7 曲冒頭の歌詞） 
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もっともバッハの作品からは、ルター派の伝統に必ずしも忠実とはいえない一面も見出される。《ク

リスマス・オラトリオ》の第 39 曲「答えたまえ、わが救い主よ、汝の御名はそも Flösst, mein Heiland, 

flösst dein Namen」には、ソプラノ・ソロの信仰告白に、天からの声（エコー）が答える、という場

面がある（譜例 1）。このように、人の心と神（的なるもの）のふれあいを描き、「感覚としてとらえ

られる神という存在」を示す手法は、バッハが公式には反対していた敬虔主義への共感を伺わせると

いう指摘がある。3) 

 

 

Ⅱ．ルターの足跡を伝える、ドイツ東部の諸都市 

 ライプツィヒはドイツ東部の交通の要であり、日本人にとっては、この地域を旅行する拠点として

便利な都市である。たとえば、当地に滞在していれば、有名なドレスデンのゼンパー歌劇場に加えて、

ケムニッツ、ゲラ、エアフルト、ハレ、デッサウなどにある、いわゆる「地方劇場」もまた、日帰り

－89－



で訪問できる（終演時間にもよるが）。ルターの足跡をたどるという観点からも、ライプツィヒは彼に

ゆかりの都市を訪ねる拠点として最適である。これらの諸都市では、ルターが残した足跡や、彼と関

わりのあった人物の活動の一端に触れることができ、さらに現在のドイツの人々がルターの活動に敬

意を払っているさまもうかがい知ることができる。 

 ヴァイマールは、ルターが何度か訪れた都市であるとともに、彼と親しかった画家ルーカス・クラ

ーナハ父（Lucas Cranach der Ältere, 1472－1553）の居住地でもあった。ヴァイマールのヘルダー

教会には、彼が描き始め、彼の没後息子（クラーナハ子（Lucas Cranach der Jüngere, 1515－86））

が完成させた祭壇画《十字架上のキリスト Christus am Kreuz》（1552－55）が掲げられている。こ

の絵画では、磔刑に処されているキリストの足元に、洗礼者ヨハネと並んでルターとクラーナハ子の

姿が描かれており、画家がルターをキリストの理念の体現者として、さらに自らをその同伴者として

位置づけていることが分かる（キリストの血を受け止めているのは、画家の方だ）。 

 クラーナハ父は、「ルターの姿を描いた画家」として知られているが、彼がそのような地位を確立し

た背景には、彼が経営者としての才覚を備えていたことがあった。その才覚は、たとえば多翼祭壇画

の規格を統一して質の高い祭壇画を速く量産できるようになったこと、アルブレヒト・デューラー

（Albrecht Dürer, 1471－1528）の銅版画を研究し、デューラーに先んじてルターの銅版肖像画（《ア

ウグスティヌス会修道士としてのルター Luther als Mönch》（1520 年））を制作したこと（その結果、

デューラーではなく彼が「ルターの肖像画画家」となったこと）、さらにルターと近い関係にありなが

ら、反ルター派からの仕事も請け負ったことに発揮された。反ルター派からの仕事としてよく知られ

ている作品は、当時の反ルター派の中心人物のひとりであった、枢機卿アルブレヒト・フォン・ブラ

ンデンブルク（Albrecht von Brandenburg, 1490－1545）の姿を描いた《書斎の聖ヒエロニムスとし

てのアルブレヒト・フォン・ブランデンブルク Kardinal Albrecht von Brandenburg als Hieronymus 

im Gehäus》（1525 年）である。もっとも、アルブレヒト枢機卿自身は宗教改革派との関係を保って

いた、柔軟なところのある人物として知られており、美術史においては、クラーナハやデューラーな

どの「ルター派」芸術家の活躍に一役買った、いわば有能なプロデューサーとして名を残している。

画家の立場についていえば、肖像画画家は本来、権力者の注文に従い、注文主の有する権威と能力を

宣伝し後世に伝えることが役割であり、画家としての活動と自身の支持する党派は必ずしも一致しな

いという、割り切った理解も必要である。4) 

 ヴァイマールから約 25km 西にあるテューリンゲンの州都エアフルトは、ルターが大学で学んだ都

市である。この都市で活動する「エアフルト劇場（Theater Erfurt）」では、「ルターとかかわりの深

い都市」としての喜びと誇りを示す催しがしばしば行われる。2003 年にはルターを主人公とする新作

オペラ《ルター Luther》（ペーター・アーデルホルト（Peter Aderhold）作曲）を委嘱初演したし、

2008 年には毎年夏期に大聖堂前広場で行われる野外オペラ祭で、ミュージカル《マルティン・L 
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Martin L.》を上演した。このように、地方劇場を中心とする文化施設で、現代のドイツの人々がルタ

ーに寄せる思いの一端に触れられることも多い。 

 エアフルトからさらに西にあるアイゼナハは、ルターが隠れ住み、聖書のドイツ語訳に取り組んだ

部屋が保存されているヴァルトブルクの麓に広がる街であり、ルター、バッハ、ヴァーグナーの記念

館もある。ヴァルトブルクとその周辺を舞台とする歌劇《タンホイザー Tannhäuser》（1845 年）の

作曲者リヒャルト・ヴァーグナー（Richard Wagner, 1813－83）もまた、ルターに強い共感を抱いた

人物であり、《ニュルンベルクのマイスタージンガー Die Meistersinger von Nürnberg》（1868 年初

演）では、ルターを讃えるハンス・ザックスの詩を引用している。 

 ドイツ東部諸州では、ルターの活動を讃え、彼の姿を絵画や像などの形で顕彰している教会が多い。

たとえば、ライプツィヒの南西にある小都市ナウムブルク（1521 年、ヴォルムス帝国議会へ赴く途中

で、ルターが立ち寄った）の大聖堂では、ルターの彫像をあしらった説教壇を見ることができる。 

 これらルターゆかりの土地の中で特別な地位にあるのが、「ルターの町（Lutherstadt）」の名を冠

したふたつの都市、ヴィッテンベルクとアイスレーベンである。どちらの町も本格的な劇場などは備

えていないので、音楽の楽しみは薄いが、ルターの足跡をたどる旅には欠かせない。ヴィッテンベル

クについては、ICE（特急）が停車する Lutherstadt Wittenberg 駅から観光の対象となる市街地まで

が離れていることが少々問題ではあるが、ルター関連の名所旧跡については、ルターにある程度関心

を持つ人であれば、詳説する必要はないだろう。ルターとは直接関係ないのだが、一つだけ、この街

の市教会（Stadtkirche）にある„Judensau（ユダヤ人の豚）“のレリーフについて触れておきたい。

この史蹟は、当地に根強く存在した反ユダヤ主義を反映するものである。ヴィッテンベルクでは、ル

ター自身が反ユダヤ的な発言をしたこともあって、ナチス時代、ルターの名前を使って反ユダヤ主義

宣伝が行われた。このような、ルターによる改革運動の影の部分を認識する上でも、ルターの足跡を

たどるにあたっては、彼の功績を伝えるものだけでなく、Judensau のような史蹟も訪れるとよいだ

ろう。 

 なお、Judensau については、反ユダヤ主義に反対する立場から、取り除こうという議論が行われ

たこともあったが、最終的には過去の負の記憶をとどめるとの理由で、保存されることとなった。5) 

 もうひとつの「ルターの町」アイスレーベンは、ルターが生まれ、没した土地であり、彼の生家跡

と、没した家の跡地それぞれに博物館が建てられている。ローカル駅である上に市街地と博物館が駅

から離れた所にあるので、不慣れな日本人にとっては行きづらい場所だが、ドイツの閑静な田舎町の

空気を体感することも兼ねて訪れるのもよいだろう。 

 

Ⅲ．ライプツィヒ再び：メンデルスゾーンによる「バッハ再発見」と、「ルター精神」の現代化 

 ルター派と芸術のつながりは、バッハの時代を過ぎ啓蒙主義の時代に入ると急速に弱まるが、19 世
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紀にはルター派讃美歌の再評価が行われ、再び強固なものとなった。そのルター派音楽復活の時代に

ライプツィヒで活躍したのが、作曲家・指揮者のフェーリクス・メンデルスゾーン（Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, 1809－1847）である。 

メンデルスゾーン家は豊かなユダヤ人の銀行家一族であり、フェーリクスの父アブラハムの代まで

はユダヤ教を信仰していたが、フェーリクスを含むアブラハムの子どもたちは、幼い時に親の意向で

ルター派に改宗した（アブラハム自身も、後にルター派に改宗した）。これには、ヨーロッパで繰り返

されたユダヤ人迫害から身を守るためだった 6) という実際的な面と、キリスト教の道徳内容と倫理的

本質を、メンデルスゾーン家に大きな影響を与えていた啓蒙主義哲学と融和させたいというアブラハ

ムの理念 7)  による面とがあったと考えられている。 

メンデルスゾーンの活動で後世最も高く評価されているもののひとつに、1829 年にバッハの傑作

《マタイ受難曲 Matthäus-Passion》（1727 年初演）を蘇演したことがある。音楽史の文脈では、こ

の事業は、バッハの音楽がロマン派時代以降の音楽家たちにとって大いなる模範として再定義（再評

価）されるきっかけを作ったものとしてとらえられる。一方で、バッハの時代以降、衰退に向かって

いたルター派信仰が復興していく時期が、メンデルスゾーンが主導したバッハ再評価の時期と重なっ

ていることも注目されよう。ライプツィヒを拠点として活躍したルター派信徒のメンデルスゾーンが、

ルター派信仰と強く結びついたバッハの音楽の再評価に取り組み成功を収めたことは、同じ時期に東

部ドイツにおいてルター派信仰と音楽の結びつきが復活したことと無関係ではないだろう。 

 ライプツィヒでのメンデルスゾーンの活動としてもうひとつ高く評価されているのは、当地の名門

オーケストラであるゲヴァントハウス管弦楽団を率いて、バッハから最新作に至るさまざまな作品を

市民に紹介したことである。このような活動の背景には、ライプツィヒが当時ヨーロッパ商業の中心

地のひとつだったことがある（とくに栄えていたのは出版とジャーナリズムだった）。8) メンデルス

ゾーンは、このような背景のもとで、豊かな市民層の娯楽としての音楽活動を牽引し、聴衆に刺激を

与え続けたわけである。市民層が中心となって商業が発展した社会、出版とジャーナリズムという新

しい産業の繁栄、それに復興しつつあったルター派信仰と結びついたメンデルスゾーンとゲヴァント

ハウス管弦楽団の活動は、19 世紀ヨーロッパの新しい社会と文化の主潮流を色濃く反映したものであ

った（無論、メンデルスゾーンの出自と家庭環境を考えると、彼自身がその「新しい社会と文化」の

申し子といえる存在だったことも意識しておくべきである）。 

 そんなメンデルスゾーンの、ルターの宗教改革を正面から顕彰した作品に、《交響曲第 5 番「宗教

改革」》（1830 年）がある。この作品は、1830 年の「アウグスブルク信仰告白」起草 300 年祭での演

奏を目標として書かれたものだが、ルターの偉業を讃えるのにとどまらず、ルターという人物がもつ

多面的な性格を、交響曲という複数楽章からなる作品でとらえようとしたところが注目される。第 1

楽章は、いわゆる「ドレスデン・アーメン」9) の動機と激しい闘争を思わせる音楽が混在し、ルター
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の宗教的理念と、その理念と結びついた闘いを思わせる。10) 第 2 楽章は素朴な喜びを示す明るい舞曲

で、田舎町出身で陽気だったと言われる、「等身大のルター」を意識しているかのようだ。第 3 楽章

では、ルターが「美しさと柔らかさを併せ持つ」歌手だったことを想起させる、静かな歌が奏でられ

る。そして第 4 楽章では、ルターの作曲したコラール《神はわがやぐら Ein feste Burg ist unser Gott》

（譜例 2）が基本主題として展開され（譜例 3）、ルターの信念の勝利が祝われる。単にルターを讃え
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るのではなく、彼の人物像に迫るかのような、複雑な性格による交響曲を記念の作品として書いたと

ころに、メンデルスゾーンの、あるいは 19 世紀のルター派市民たちの、ルターとルター派信仰を過

去の偉大な存在ではなく自分たちのものとしてとらえようとする気概が反映されているのではないか。 

 

おわりに 

 トーマス教会のステンドグラスには、宗教改革に貢献した偉人の姿が描かれている。トーマス教会

の現在の建物は 1496 年に献堂されたので、いずれも後から加えられたものだ。ルター、メランヒト

ン、ザクセン選帝侯フリードリヒ 3 世、バッハといったところに加えて、1997 年にはメンデルスゾ

ーンの姿もこのステンドグラスに加えられた。つまり、ライプツィヒの人々はメンデルスゾーンを、

ルターの思想を体現した者として公式に認めたわけである。ドイツ東部の人々がルターを今でも「わ

れわれのルター」と見なしていることについてはすでに触れたが、彼らがバッハやメンデルスゾーン

の音楽を愛好し、さらにトーマス教会のステンドグラスが示すように、これらの音楽家たちをルター

派信仰と強く結びつく存在として認識していることを考えると、彼らが思う「われわれのルター」と、

「われわれのバッハ」「われわれのメンデルスゾーン」には、重なる面があるといえる。メンデルスゾ

ーンがルターを過去の偉大な人物としてだけでなく、「自分にとってのルター」というイメージを築こ

うとし、後の人々が彼を偉大な音楽家としてだけでなく、「自分にとってのメンデルスゾーン」として

受け入れたように、私たちもバッハやメンデルスゾーンの音楽、またクラーナハの美術を、過去の・

外部の偉大な芸術とだけ捉えるのではなく、自分にとってのものとして受け入れることもできるので

はないか。ルター派信仰と芸術家たちの関係を追っていくと、そのような可能性も見えてくる。 

 

注 

1. ルターの音楽との関わりと、その後のルター派教会の在り方については、以下を参照。Robin A. Leaver, 

Ann Bond（服部幸三訳）「ルター、マルティン」『ニューグローヴ音楽事典 20』（講談社、1995

年 *原著 1980 年）、31 頁。 

2. クリストフ・ヴォルフ（秋元里予訳）『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ 学識ある音楽家』（春秋社、

2004 年 *原著 2000 年）、399 頁。 

3. Leaver, Bond、前掲書、33 頁。 

4. クラーナハ父の活動とデューラー、ルター、アルブレヒトの関係については、以下の文献を参照。秋 

山聰、小佐野重利、北澤洋子、小池寿子、小林典子『西洋美術の歴史 5 ルネサンスⅢ——北方の覚醒、 

自意識と自然表現』（中央公論新社、2017 年）、543～567 頁（該当箇所の執筆者は秋山聰）。 

5. MDR（中部ドイツ放送）のニュースサイト（市議会が Judensau のレリーフを保存する決定を下す） 

参照（Stadtdrat: “Judensau”-Relief soll erhalten bleiben）。（https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/ 
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dessau/stadtrat-zu-judensau-relief-wittenberg-100.html）最新閲覧日 2018 年 1 月 6 日、サイト最終 

更新日は 2017 年 6 月 29 日。この他にも、ドイツの多数の報道機関が、このことについて伝えている。 

6. レミ・ジャコブ（作田清訳）『メンデルスゾーン 知られざる生涯と作品の秘密』（作品社、2014 年 

*原著 1977 年）、21～22 頁。 

7. Karl-Heinz Köhler（吉田泰輔訳）「メンデルスゾーン、フェーリクス」『ニューグローヴ世界音楽大

事典 18』（講談社、1995 年 *原著 1980 年）、272 頁。 

8. 18～19 世紀のライプツィヒの音楽生活については、以下を参照。ジークハルト・デーリング（柴辻純 

子訳）「ドレスデンとライプツィヒ：ブルジョワ階級の 2 都市」（アレグザンダー・リンガー編（西原 

稔監訳）『西洋の音楽と社会⑦ ロマン主義と革命の時代 初期ロマン派』（音楽之友社、1997 年  

*原著 1990 年）、168～174 頁。 

9. 「ドレスデン・アーメン（Dresden Amen）」は、ドレスデンなどで活躍した作曲家ヨハン・ゴットリ 

ープ・ナウマン（Johann Gottlieb Naumann, 1741-1801）が作曲し、その後ザクセンの教会で宗派を 

問わず広く使用された、聖歌の中で用いる音型パターンである。この音型は、メンデルスゾーン以外に 

も、ワーグナーなど、多くの作曲家の作品で引用されている。 

10. ケーラーは第 1 楽章について、「歓喜と受難との対比を基盤としている」と解釈している。Karl-Heinz  

Köhler、前掲書、281 ページ。 
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第 3回 宗教改革と臨床心理学の誕生  

－フロイト・ユング・プロテスタンティズム－           石橋 泰 

 

はじめに 

 近代以前のヨーロッパでは、キリスト教、その聖職者が心の問題を公式に扱っていた。いわゆる「魂

の世話」1) である。近代以降に心の問題に取り組む仕事として新しく参画したのが、心理臨床、臨床

心理学である。第 3 回では、心の問題という視点からキリスト教、ルターの改革と近代以降の臨床心

理学との関連、類似性を考えることを試みた。臨床心理学に関してはその基礎を築いた人々のうち、

フロイトとユングを中心に取りあげた。キリスト教、ルター、フロイト、ユングに共通し全体を貫く

テーマは、人間の「悪」であるというおおよその見通しをたて、500 年（あるいは 2000 年）の旅に

出発した。 

 

Ⅰ．贖宥状とルターの人間観 

 最初にルターの Reformation を促すきっかけとなった贖宥状がどのように機能していたのかを深

井智朗『プロテスタンティズム』（中公新書、2017 年）をもとに振り返った。背景として中世におけ

る短い平均寿命、高い幼児死亡率など「死」が圧倒的な存在感を持っており、その中でカトリック教

会が、ゲルマンの伝統的教え、宗教的慣習、奇跡などを迷信として排除し、天国への道を教会へと一

元化し制度化することが進行していたことを見た。天国に行けるために必要なのが「悔い改めのサク

ラメント」であった。天国への道を確実にするため懺悔を頻繁に希望する人々も現れる。それに対し

て教会は、聖職者が罪の贖いを代行し証明として贖宥状を発行するようになる。これはゲルマン人の

法意識や慣習とも親和性が高く、一般の人々に理解されやすいものであった。教会は過去の聖人の行

いなど贖罪の代行のためのストックを沢山持っていると考え、これらを贖宥状化し大量に販売するよ

うになった。ルターが問題としたのはこのような贖宥状である。 

 ルターの批判は、贖宥状には聖書的な根拠がないという点にあった。ルターは聖書のドイツ語訳に

よって民衆が聖書に直接触れることができる道を開いたのであるが、一般の人々には素朴に見えても

贖宥状の方がむしろ合っていたことが伺われることを指摘した。贖宥状への信頼が失われたとき、そ

れらにすがっていた人々の心の安定がどうなったのかが気にかかる点である。心の問題への取り組み

は、受け入れる側の受け入れやすさが必ず問題となる。現代にも通じる問題であり難しい点である。

しかし、大きな変化の「とき（カイロス）」がきていたと思われる。当日は「ルターは、ヨーロッパの

人々の心が中世から近代へと変化する大きな変化の先陣を切ったとも思われる。たとえると、人間の

意識や心はカトリック教会の保護の下で育ってきたが、子どもたちは成長し思春期の自立を迎えたの

だ。二人の子どもがいる。一人は反抗的であるが、聖書という親の遺産を引き継いでいる（プロテス
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タンティズム）。もう一人はもっと反抗的で神から離れ人間の力を信じて生きようとした（近代ヒュー

マニズム）」と表現してみた。ルターには、人間の悪、弱さ、自力では救われがたいことへの認識があ

り、それがただ信仰のみによる「十字架の神学」につながったと考えられる。この人間の悪の認識が、

フロイト、ユングに通じることを語りたいと思ったのだが、講演時はルターの側よりも贖宥状につい

て多くを語ってしまったため、後の話との繋がりが分かりにくくなってしまった。反省するところで

ある。 

 

Ⅱ．心理学の成立とフロイト 

 次に稀代の奇人メスメルが登場し、そこから催眠が見いだされ 19 世紀の後半に発展し、フロイト

につながったことを見た。それまで心の外部にある悪魔や悪霊に原因を見る感受性が残っていたのが、

19 世紀の間に心の問題の原因を身体あるいは内面という人間の内側にみる意識が優勢になったとい

う点がポイントであった。 

 ここからようやく近代の心理学、心理療法の世界に入り、フロイトについて見た。フロイトの精神

分析は複雑であるが、主にフロイト後期の「死の本能論」に焦点をあてて紹介した。フロイトは精神

分析の創始者であるが、前期の心のモデルでは、自我と無意識の対立、前者の現実原則と後者の快感

原則の対立に焦点があった。しかし、フロイトは 60 歳を超えてから、対応の難しいクライエントの

出会いなどが背景にあったと思われるが、「生の本能（エロス）」と「死の本能（タナトス）」との対立

という二大本能論に理論を転換する。「死の本能」はニルヴァーナ原理とも呼ばれるが、有機体が無機

物に戻ろうとする傾向であり、現実にはエロスと混ざり合い、攻撃衝動や破壊衝動として現れるとす

る。前期のモデルの対立項は、後期のモデルでは基本的にはエロスに包摂されるものとなった。2) 

 フロイトは人間が文明化しても主観的に幸せに感じるのが難しいと述べている。3)  文明が進むほど

「超自我」も強くなり、超自我は死の本能をそのまま引き継いでもいて、それが自我を攻撃するから

であると述べている。一方、エロスにおいては原初の近親リビドーは否定されるが、人々を結ぶ紐帯

としてのエロスへと変容する。これはさらに人類を結ぶエロスにまで高められる可能性があるが、他

者に対する攻撃性の存在もあり、フロイトはむしろ悲観的な見通しに追い込まれたところがあること

を見た。 

 フロイトはエロスで結ばれた人類世界の可能性を見ながら、それを実現するのが難しい人間の本性

を見つめ、この認識から逃げなかったと言うことができる。これがパウロの以下の言葉と重なること

を指摘した。「わたしは、自分の内には、つまりわたしの肉には、善が住んでいないことを知っていま

す。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。わたしは自分の望む善は行

わず、望まない悪を行っている。もし、わたしが望まないことをしているとすれば、それをしている

のは、もはやわたしではなく、わたしの中に住んでいる罪なのです。」（ローマの信徒への手紙 7 章 18
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－20 節）。（話してみて気がついたことがある。フロイト理論は冷戦を支えた核戦略理論に重なるとこ

ろがあると思われる。MAD 理論である。MAD は「狂気」の意味ではなく相互確証破壊（Mutual 

Assured Destruction）の略語である。攻撃を受けた側が反撃し相手を完全に破壊する体勢を相互に維

持することが核戦争の抑止になるという理論である。事実上、核戦争を禁止することになるので超自

我的でもある。しかし、この超自我は恐怖を与え、まさに死の本能を引き継いでいる。フロイト理論

は MAD理論を予測していたとも思われるのである）。4) 

 

Ⅲ．ユング：キリスト教と悪の問題 

 次にユングについて触れた。ユングは当初はフロイトと協調して精神分析の発展につくしたが、後

にフロイトと決裂することになった。ユングもフロイトと同様、人間の無意識を含めた心を深く見つ

め、人間の悪について深い認識を持たざるをえなかった人である。ユングについては詳しく触れる時

間がなく、その著作からのいくつか引用を紹介するに留めた。ひとつだけ再録しておく。「独裁国家に

よって、新たに人類にもたらされた恐怖は、われわれの遠いまた近い祖先が、かつて犯したあらゆる

惨行の、頂点をなすものにほかならない。ヨーロッパの歴史を覆う、キリスト教国民による数々の残

虐と大量殺戮にはじまって、異郷の民族のもとでの植民地建設が犯したところに対しても、ヨーロッ

パ人は責任を取らねばならない。この点に関して、われわれの荷はきわめて重いのである。ここから

現れてくる人間に一般的な影の姿は、いくら暗く描いても暗すぎるということはない。人間のうちに

姿を現し、うたがいもなく常に人間のなかに棲んでいる悪は、量り知れない巨魁なのだ。」5) フロイ

トがペシミスティックな傾向を強めたのに対して、ユングは人間が悪を統合し贖うことは可能である

と主張した。それは自我を越えた「自己」においてである。ユングの「自己」概念は心理学的概念で

あるが、同時に超越的であり、宗教的でもあるのだが、これらの点についての検討およびキリスト教

との関係の検討は行えなかった。 

 また西洋文明が善と悪という道徳感情を中心に発展し、対立を発展の前提とするのに対して、東洋

においてはタオイズムの陰と陽に代表されるように、陰を当然の前提として組み込み対立を大きくし

ないようにしてきた。こうした違いについても考えたかったが残念ながら時間の都合で割愛した。 

 

おわりに 

 人間の悪の自覚とそれへの対処という点で、キリスト教を舞台としてパウロとルターが、近代の心

理学を舞台としてフロイトとユングが、同じ人間の課題に出会った可能性が大きいことを論じたかっ

たのだが、焦点を明確にしきれず、悔いが残った。最後まで分かりにくい話に耳を傾けて下さった参

加者の皆さんに感謝する次第である。 

 西洋において、パウロ、ルター、そして近代の深層心理学など大きな変化の時代に、人間の悪を深
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くみつめ、対応を迫られた人たちがいたと言うことができる。反対に人間の悪が自覚されざるをえな

くなったときが歴史の変わり目であると言うこともできるだろう。現代も大きな歴史の変わり目であ

る。その中でフロイト、ユングの深層心理学が、表現の仕方が古くなっているところがあるかもしれ

ないが、依然として私たちにアクチュアリティを持っていて学ぶべきものがあることを少しでもお伝

えできたところがあればうれしく思う。 

 

注 

1． E・トゥルナイゼン（加藤常昭訳）『牧会学 慰めの対話』（日本基督教団出版部、1961 年）のドイツ

語タイトルは、Die Lehre von der Seelesorge であり、「牧会」と訳されている語 Seelesorge は直訳

すれば「魂の配慮」である。 

2.  フロイトが「死の欲動」という概念を初めて提出したのは『快楽原則の彼岸』においてである。 

3.  フロイト（中山元訳）『幻想の未来/文化への不満』(光文社古典新訳文庫、2007 年) 所収の「文化へ 

の不満」を参照。 

4. フロイト（中山元訳）『人はなぜ戦争をするのか—エロスとタナトス』（光文社古典新訳文庫、2008

年）参照。 

5. ユング（松代洋一）『現在と未来—ユングの文明論』（平凡社、1996 年）参照。原著は、1957 年に

出版された。 
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第 4回 宗教改革、海を渡る－アナバプティストの歴史と現在－       山本 明歩 

 

はじめに 

アナバプティストはキリスト教の一宗派であるが、その実際の姿が世間に広く知られているとは言

い難い。アナバプティストについて語られる時、必ずと言ってよいほど引き合いに出されるアーミッ

シュは、周囲から隔絶された社会を築き上げていると考えられているが、これは好奇の対象ではあっ

ても、理解の対象となってはいない。そしてまた、アナバプティスト側から情報発信が行われてはい

るものの、それが広く知られているとは言い難いのが実情である。1) そこで、本講義では宗教改革か

ら現代にいたるまでの歴史を紐解きながら、アナバプティストの本質について考察していった。 

 

Ⅰ．宗教改革とツヴィングリ 

 アナバプティストの源流は、16 世紀の宗教改革にまでさかのぼる。当時、スイスのチューリッヒ市

は聖職者の振る舞いに懸念を持っていたため、教皇の特許状によって与えられていた権限を行使して、

1518 年にフルドリッヒ・ツヴィングリをグロース・チューリッヒ教会の司教に任命した。ツヴィング

リは当時としては非常に革新的な考えを持っていた司祭であり、カトリック教会の状況に問題を感じ

ている点ではチューリッヒ市と方向性を等しくしていた。ツヴィングリは就任早々、連続講解説教を

開始し、教会の在り方に一石を投じる。2 ) 教会を慣習に支配された儀式の場ではなく、キリスト教と

はどのようなものなのかを考える場へと変えようとしたツヴィングリの行動は様々な協賛者を得るが、

この中にはコンラット・グレーベルやフェリックス・マンツといった、後にアナバプティスト運動を

担う人々もいた。 

さて、ツヴィングリの立場は徐々にカトリックの主流派から離れていくが、チューリッヒ市やその

周辺では支配的な影響力をふるうようになっていた。こうした状況の中、「キリスト教徒であるという

ことは、キリストの教えに自発的に従うことである」という立場から、洗礼もまた成人になってから

自由意思に基づいて行うべきであるとする考え方が一部の信者の間で広がりを見せるようになってい

た。これらの信者は、自ら選択したわけではない幼児洗礼は無効であるという結論に至り、初期には

幼児洗礼の実施を両親の選択にゆだねるとしていたが、後にはより強硬に「幼児洗礼を行うべきでは

ない」と主張するようになる。1524 年頃には、このような考え方を受けて幼児洗礼を行わない親も見

られるようになり、これを異端と考えるツヴィングリとの隔たりが広がっていった。ツヴィングリは

幼児洗礼に反対する者がチューリッヒの秩序を乱しているとして、幼児洗礼に反対する人々を痛烈に

批判している（出村 1972, 榊原 1972）。 

1525 年 1 月にはチューリッヒ市当局が公聴会を行い、両者の主張を確認したうえで、幼児洗礼を

義務化した（出村 1972）。これは同時に、出生後すぐに洗礼を受けている成人を対象として行われる
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洗礼を無効とし、禁止するという決定でもあった。しかしながら、同年 1 月 21 日にはグレーベルら

が集会を開き、その席で成人洗礼を行ったと考えられている。3)  現在、アナバプティストの起源は

1525 年とされることが多い（Kraybill 2010, Kraybill and Hostetter 2001）が、その根拠はここにあ

るといえるだろう。そして、この行為を受けて、一週間ほど後の 30 日にはマンツが逮捕されるに至

り、さらに二年後の 1527 年には四度目の逮捕を受けて、マンツに死刑判決が宣告された。 

 

Ⅱ．アナバプティストに対する迫害と新大陸への移住 

 こうして、アナバプティストに対する迫害はその激しさを増していった。迫害を逃れて、後にハッ

タライトと呼ばれる集団はモラヴィアやその周辺、そしてさらに東方へと移住を繰り返した（Kraybill 

2010, Kraybill and Hostetter 2001）。一方、北に五百キロほど離れたドイツのミュンスターではヤ

ン・ファン・ライデンらが率いるアナバプティストが市参事会員選挙で勝利し、市政の実権を手中に

するが、カトリック司祭との対立が激化し、ついには武力衝突にまで発展した。ミュンスター市内に

立てこもったアナバプティストの一団と、周囲を包囲した軍勢との対立は一年以上にも及んだが、

1535 年 6 月にミュンスターは陥落し、無数の人々が惨殺された（Kraybill 2010, Kraybill and 

Hostetter 2001, 出村 1972）。 

この凄惨な出来事以降、困難な状況の下でアナバプティストをまとめていったのは、オランダを中

心に活動したメノー・シモンズであった。メノーに率いられたアナバプティストは、後に「メノナイ

ト」と呼ばれるようになっていく。16 世紀から 17 世紀にかけて、メノナイトは周囲の社会に同化し

ていくが、その一方で、この同化を快く思わないメノナイトの一派も存在した。やがて、衣服にボタ

ンを使用することすら「身を飾り立てる行為」と考え、他のメノナイト集団を批判したヤコブ・アマ

ンに率いられ、一部のメノナイトが他のメノナイトとの溝を深めていった。そして 1693 年にはアマ

ンらがメノナイトから独立し、アーミッシュと呼ばれる集団を形成することになる（Kraybill 2010, 

Kraybill and Hostetter 2001, 踊 2012）。また、1708 年にはメノナイトに感化された人々が成人洗礼

を受け入れ、ブレズレンを形成した（Kraybill 2010, Kraybill and Hostetter 2001）。こうして、18

世紀初頭までに、メノナイト、ブレズレン、アーミッシュ、ハッタライトという、現在のアナバプテ

ィストを構成する四集団が成立することとなった。そしてまた、この時代はアナバプティストが海を

越えて北アメリカ大陸に渡り始めた時期でもあった。宗教如何に関わらず、移民に対して開放的であ

ったペンシルバニア州がその最初の目的地となり、宗教と生活の自由を求めたアナバプティストが大

挙して大西洋を渡った。 

今日、北アメリカにはアナバプティストの四集団が全て存在しており、ドミニカ共和国やプエルト

リコといったカリブ海の一帯や、パナマ、メキシコ、ホンジュラスといった中米の諸国、そしてアメ

リカ合衆国やカナダなどに 80 万人以上が暮らしていると推定されており、そこにはアフリカン・ア
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メリカンのように、後に改宗により入信した人々も含まれる（Kraybill 2010）。多くのアナバプティ

スト集団はせいぜい 70 人程度の小規模な集団で共同体を構築し、生活しているが、メノナイトやブ

レズレンには 1 千人を超える規模の大きな集団も存在している（Kraybill 2010）。無数にあるアナバ

プティストのグループの中でも特によく知られているのは、アーミッシュであろう。彼らの多くは自

動車や電気を用いた製品の使用を制限し、彼らがアメリカ合衆国に移住してきた 18 世紀当時を想起

させる生活習慣を続けていることで知られている。 

 

Ⅲ．オールド・ブレズレンの学校 

本講義では、現在アメリカ合衆国で暮らしているアナバプティストの例として、カリフォルニアに

住むオールド・ブレズレンと呼ばれるグループの学校を紹介した。彼らは、「ユダヤ人が今でも神の民

であるかどうか」という点など、いくつかの点で意見の相違があったことから、すぐ近くに住むジャ

ーマン・バプティストと呼ばれるグループから数十年ほど前に分離した人々である。彼らの多くは農

家として作物を育て、あるいは近くの製材所で働くなどして生計を立てている。2003 年に論者がフィ

ールドワークを行った際には、彼らの間では、テレビやインターネットの使用が制限されていた。そ

の一方で、使用する言語は英語であるし、冷蔵庫や電気を用いた照明器具などの家電製品や、自動車

等は各家庭で自由に使用していた。名簿に記載されている人数は 600 人程度であるが、成人洗礼を受

けて正式の構成員となっている人々の数はこれよりも少ない（山本 2013）。 

興味深いのは、インターネットが制限対象となっているにもかかわらず、コンピューターの使用そ

のものは禁止されていないことである。オールド・ブレズレンは、日曜日に集う集会所と一体化した

独自の学校を設立しているが、そこにもコンピューターが置かれ、スペリングや数学の練習問題など

のために利用されていた。 

こういった事例からも理解されるように、アナバプティストは決して社会から隔絶した生活を選ん

でいるわけでも、様々な技術を盲目的に拒絶しているわけでもない。むしろ、彼らは宗教改革以来、

キリスト教徒としての本質的な生き方に何を付け加えて、何を付け加えないのかという点について、

非常に慎重な態度をとっており、集団ごとにそれぞれの方針を決定しているに過ぎない。その結果と

して、今日では、最も厳格なアーミッシュの集団から、最も開放的なメノナイトの集団まで、様々な

判断基準に基づいた、様々な生活様式が見られるのである。換言するならば、拙論（山本 2013）で

論じたように、アナバプティストの諸派は、「変化を拒絶している」のではなく、「変化を選択してい

る」と言えるだろう。 

 

おわりに 

 AI が人々の職を奪う可能性は、数十年前には単なる絵空事でしかなかったであろうが、今日ではそ
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れが現実味を帯びつつある。サイバー攻撃にいたっては、既に現実の脅威となって我々の生活を脅か

している。このような時代にあって、我々自身が発展させてきた技術が我々の生活を豊かにするのか、

それとも我々を不幸にするのか、そしてまた、我々がどのような未来を望み、そのためにはどのよう

な技術を必要としているのかについて、真剣に検討する必要性に迫られていると言えるだろう。アー

ミッシュに見られる技術に対する「不寛容性」は人々の好奇心を招き寄せ、「変わった人々」というイ

メージが独り歩きしている感があるが、アナバプティストは化石化した社会集団などではなく、むし

ろ我々に「生き方」そのものを再考するよう、問題提起していると言えるのではないだろうか。 

 

注 

1.   アナバプティストによる情報発信の一例として、メノナイト・チャーチ USA のウェブサイト 

（http://mennoniteusa.org/who-we-are/ 2017 年 12 月 16 日参照）ではアナバプティストについて以下の 

ように説明している。We are neither Catholic nor Protestant, but we share ties to those streams of  

Christianity. We cooperate as a sign of our unity in Christ and in ways that extend the reign of  

God’s Kingdom on earth. We are known as “Anabaptists” (not anti-Baptist) – meaning  

“rebaptizers.” ここに見られるように、アナバプティストは、自分たちはカトリックでもプロテスタン 

トでもないと考える傾向が強いが、この点については Klaassen（1973）なども参照のこと。 

2． ツヴィングリは新約聖書を最初から順番に読み進めながら、その意味を考察し、説いていった。これは

礼拝に際してその日読むべき箇所が予め定められていた当時の教会としては、異例なことだった。 

3． この集会と洗礼がどこで行われたかという点は明らかになっていないが、チューリッヒのノイシュタッ

トにあったマンツの母の家であっただろうと考えられている。榊原（1972）などを参照のこと。 
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第 5回 宗教改革をささえた「ハード」と「ソフト」 

－アナログとデジタルの架橋－                 大井 奈美 

 

はじめに 

 本報告の目的は、宗教改革をメディア論の観点から再評価し、宗教改革の目指した理念を現在にお

いていっそう豊かに実現するためにはどうすればよいのか考えることにあった。 

 ここでメディア論とは、第一には、メッセージを伝達する物質（いわゆる「ハード」）と、それが運

ぶメッセージや思想（いわゆる「ソフト」）にかかわるものである。そして第二に、アナログとデジタ

ルという、メッセージを伝える二つの異なる仕組みにかかわるものである。 

 したがって本報告ではまず、宗教改革を支えたいわゆるハード面とソフト面、およびそれらの帰結

に注目した。そのうえでハードとソフトをアナログとデジタルという観点に関係づけることで考察を

すすめた。 

 最終的に、宗教改革の帰結がハード面でもソフト面でもデジタル一辺倒に偏っていることを指摘し、

宗教改革の意義を実現させるためにはアナログな性質を再評価することが必要だと論じた。 

 

Ⅰ．宗教改革をめぐる「ハード」と「ソフト」 

 16 世紀の宗教改革を支えた「ハード」のうち代表的なものは、15 世紀にヨハネス・グーテンベル

クによって発明された「活版印刷術」であり、それが書籍市場の形成や読書人口の増大などを導きつ

つ宗教改革を推進したと言われている。印刷などの新技術と宗教改革との関係についてはすでに詳細

な研究が多数発表されているため 1) 、本発表ではむしろ、肉体より精神を重視する傾向や資本主義を

導いた思想など、キリスト教思想に内在的な観点から宗教改革をめぐるハードとソフトを捉え直すこ

とを試みた。 

 情報学者の西垣通は、文化史家ブルース・マズリッシュによる研究を応用しながら、現代のコンピ

ュータが誕生した思想的な出発点に、神に近づきたいという宗教的な希求を位置づけている。2) すな

わちマズリッシュによれば、西洋における機械製作は、様々な物質的欲求のもとである傷つきやすい

肉体を離れて純粋な精神になりたいという願いに基礎づけられているというのだ。 

 西垣の考えは、コンピュータという現代を特徴づけるメディアのハード面とソフト面とが、宗教を

介して密接につながっていることを唱える一つの事例として理解できる。本報告も同様に現代の文化

や社会を捉え直し、文化や社会が直面する課題にとりくむきっかけとなることを目指した。そのため

にまずキリストの身体すなわち聖体に注目し、聖体の位置づけが宗教改革をつうじていかに変化した

のかを考察することからはじめた。 
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1）「ハード」としての聖体の位置づけ 

カトリックの儀式「ミサ」においてもっとも大切にされている「ハード」がキリストの身体である

ことは間違いないだろう。聖体拝領と呼ばれるパンの受けとりはミサの中心であり、もっとも感動的

で力づけられる部分であると信徒に認知されている。なぜならミサではパンが今この場所でキリスト

の身体に変化すると信じられているため、聖体拝領はキリストの身体との一体化に他ならないからで

ある（ぶどう酒もキリストの血に変わると信じられているが、多くの場合、司式する神父のみが飲む）。

ミサは毎日のように行われるが、聖体拝領が省略されることはありえない。 

 一方でプロテスタントではどうだろうか。プロテスタントには様々な教派があり一概には言えない

が、儀式の形式がカトリックとは異なり、名称もミサではなく礼拝と呼ばれる。礼拝は週に一度程度

もたれることが多いようだ。礼拝の中心は聖書の言葉を聴くことと牧師の説教にあり、聖餐式と呼ば

れるパンの分かち合いが行われるのはひと月に一度程度であるなど、礼拝のたびに行わない場合が多

い。3)  

 重要なのは、聖餐式はキリストが十字架で犠牲になったことを思い出す記念と位置づけられており、

聖餐式においてパンとぶどう酒とはキリストの身体と血の「象徴」だと理解されている点だ。 

 象徴は記号の一種であり、指し示す機能を有する「シンボル」だ。すなわち、カトリックにおける

パンの理解が、キリストの身体とパンとの直接的な連続性をあらわすアナログなものである一方、プ

ロテスタントにおけるパンの理解は、より抽象的でデジタルなものだと言えるだろう（もともとデジ

タルという言葉は指を意味することから、何かを示したり数字を数えたりすることにつながる。つま

り、記号が指示対象とそのまま具体的に一致するのではなく、記号は指示対象を抽象的に指示するに

すぎないのである）。 

 こうしたパンの理解の変化は、基本的にプロテスタントがカトリックよりも個人主義を採っている

ことと相関関係にあると思われる。すなわち個人の信仰が最も大切なのであり、聖書は（教会が解釈

を決めるカトリックとは違って）個人の解釈に開かれている点で、神のみこころをあらわす記号
﹅ ﹅

なの

だ。 

 したがって、プロテスタントにおいてパンがデジタルな記号になったというこの報告の主張は、パ

ンが個人
﹅ ﹅

の
﹅

信仰
﹅ ﹅

を
﹅

つうじて
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

信徒の身体のなかでキリストの身体に変化すると理解する教派の考えにも、

基本的には当てはまると考える。 

 

2）「ソフト」としての有用性の思想と資本主義 

ハードのデジタルなものへの変化は、ソフト面の変化と不可分につながっている。それでは、ソフ

ト面がデジタルなものへと変化するとはどういうことなのだろうか。本節でとりあげるソフトとは、

具体的には、宗教改革の思想のうちで現代の資本主義を導いたといわれる思想や、後述するような「有
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用性」重視の思想にほかならない。 

 ヴェーバーが指摘したとおり、宗教改革は、現代の資本主義に思想的な基礎を与えたと言われてい

る。4)  すなわち、職業は神から与えられたもので、その天職によって得た金銭を個人が所有すること

は神意に適ったものだと認めたカルヴァン派の思想が、資本主義を導いたというのだ。 

 ヴェーバーの研究にもとづきながら、フランスの思想家ジョルジュ・バタイユは、現代を特徴づけ

る思想を「有用性」至上主義だと批判している。5)  資本主義では利益をあげることが最も重視され、

そのために役立つかどうかという観点で労働者を含めてすべてのものが評価される。バタイユによる

と、このような有用性の思想は宗教改革の直接の帰結なのだ。 

 たしかに、個人が職業に生きがいを見出して自分を捧げるようにひたむきに生きることは高貴で幸

福な面もあるに違いない。しかし、現代の資本主義社会では利益が重視されるあまりに、逆に労働者

や消費者など個人の福利が大切にされない事態が生じており、たとえば過労死や食品の大量廃棄など

の問題が起きている現状は、必ずしも宗教改革本来の理念とは一致しないのではないだろうか。 

 そもそも宗教改革は、カトリックの共同体主義が理不尽な権力と結びついたのを批判し、個人一人

ひとりを大切にしようとしたものではなかっただろうか。そのために、聖書解釈やパンの意味を、教

会ではなく個人が信仰にもとづいて決めるものだと主張したのである。しかし個人主義が利益至上の

資本主義に帰結した結果、個人が要素に還元されて、かえって一人ひとりが大切にされづらくなって

しまっている。個人は、資本主義社会で役割を果たす限りで意味をもつ、代替可能な記号とみなされ

ているのだ。社会のなかで同じ役割を果たせれば、要素の唯一性（かけがえのなさ）は基本的には問

題にならない。 

 この現状は、資本主義や有用性という「ソフト（思想）」のデジタル性をよく表していると考える。

なぜならデジタルとは、離散的な（個々に分割された）要素を組み合わせることによって意味を実現

させるようなあり方だからである。いわば資本主義社会では、個人は利益を生み出すための代替可能

な要素にすぎず（デジタル）、組織は必要に応じて要素たる個人を入れ替えたり組み合わせたりしなが

ら（デジタル）、ある意味では盲目的に、組織全体として利益の最大化という至上の意味を実現させよ

うとするのだ。 

こうした状況に置かれれば、社会や組織だけではなく私たちもまた我が身の利益を最優先するよう

な近視眼的な思考に陥りがちになってしまうのは自然だろう。さらに、そもそも私たちは生まれた時

から個別の身体と意思とを持った存在なのだから、我が身の安全や利益を重視するのは本能的なこと

だとも言えるかもしれない。しかし、我が身の利益を最優先する思考が自然だからと言っても、その

思考に従いそれを推し進めることが、私たちの幸福や人間的な価値の実現につながるものであるとは

限らないだろう。 

むしろ私は、論を先取りして言えば、私たちは他者に注意を向けたり他者とコミュニケートしたり
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することをつうじてはじめて、私たちが個別の存在として生まれた意味を充足できるのではないだろ

うか。それはどういうことなのだろうか。これについて次章で考えた。 

 

Ⅱ. アナログとデジタルを架橋する試み 

ここまではおもにデジタルなあり方について説明してきた。一方でアナログとは、あたかもパンが

キリストの身体になるように、相似性や類似性を意味する言葉である。言い換えれば、個別の要素に

分断されていない、連続的で全体的な状態である。 

 それでは、デジタルなあり方とアナログなあり方とを、具体的にはいかに架橋できるのだろうか。

それを考えるために、本章ではアナログ／デジタルという区別を聖／俗、虚／実という二つの区別に

関連づけることを試みた。 

 

1）聖なるものと俗なるもの 

 すでに論じてきたとおり、有用性にもとづく「デジタル」な生き方は宗教改革によって肯定され、

それが神のために聖別された生き方だとされてきた。一方で、身体的欲求にもとづく「アナログ」で

快楽主義的な生き方は俗物の生き方だとみなされている。 

 しかしバタイユによると、有用性の尺度にかけられた人間のあり方は、本来複雑で全体的な存在で

あるはずの人間を単純化し、特定の目的や機能に還元された断片的な存在に貶めてしまうものだ。6)  

そのうえで、有用性の尺度とは逆に、持てる時間やエネルギーなどの資源を合目的的ではないかたち

で浪費することこそ、全体性を体現した高貴なあり方だと、バタイユは評価するのである。 

 しかしこの議論は単に、通説に反してデジタルなあり方こそ俗でありアナログなあり方が聖なるも

のだという主張につながるものではないと私は考える。むしろ、有用性や合目的性は自分の利害だけ

に固執する態度であり、逆に浪費はそれに固執しない態度だと解釈できないだろうか。つまりバタイ

ユの議論は、自分の利害を離れられるかどうかという観点から聖／俗を再評価する観点を私たちにも

たらしてくれるのだ。それは、人間らしい全体性を、自分の弱さを認めることよりもむしろ自分の利

害を離れることができる誇り高さにみることでもある。必ずしも目に見える結果をもたらすとは限ら

ない様々な「無駄」な行為が誇り高くありうるのはそのためである。 

 こう考えてくると、デジタルとアナログとを架橋する観点が見えてくるように思われる。すなわち、

個別の身体を持って他者とは切り離されたデジタルな存在として生まれた私たちが、自分の利害を離

れて他者に注意を向けたときに、人間らしいアナログな全体性が実現される。アナログさを志向する

限りでデジタルさが十全な意義を有するのだ。 

このとき、デジタルが聖なるもので（たとえば個人が働き利益を生むことに精神的・宗教的価値を

置くこと）、アナログが俗なるものだ（たとえば自分の快楽や利益を優先するのは俗悪だとする考え）
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という二元論的な区別が、より高い次元において統合されるだろう。止揚されるといってもよいかも

しれない。そこではもはやデジタルは、時に孤絶的に精神的価値を追求する態度を意味せず、他者と

の関係のなかで自分の生きる意味を見出すような関係性重視の概念へと深化される。同様にアナログ

は、もはや自分の身体に根差した自己保存欲求を意味するものではなく、自分と他者との連続性へと

展開していく概念に変わるのだ。デジタルとアナログの概念がそれぞれこのように深化した結果、両

者は正反対の概念ではなく、むしろ補い合う一つの概念になるのである。 

 そもそもキリスト教の本質は、こうした聖／俗の架橋にあると私は考える。つまり肉体を持って生

まれたキリストをつうじて、デジタルな言葉としての神とアナログな人間とが結ばれたことに本質が

あると思われる。ここでキリストは、両者を結びつける受肉したメディアなのである。 

 

2）虚なるものと実なるもの 

つづいて講座では、資本主義にもとづく情報社会に生きる私たちが直面する別の課題にも目を向け

た。それは想像力に関する課題である。具体的には、同一の映画やドラマなどの作品が同時的に消費

されるメディア状況において、人々の想像内容が画一的で貧しくなってしまっていると警鐘が鳴らさ

れている。7) それだけでなく、情報洪水と比喩される環境が、情報にたいする受け身で消費的な態度

を招いており、必ずしも人々の内的世界を豊かにしたり複眼的な思考を可能にしたりすることにつな

がっていないと考えられる。 

 それでは、日常に豊かな想像力をいかに取り戻し、一人ひとりにとって固有の意味をどのように創

り出していくことができるのだろうか。ここで、固有の意味とは個人にとって主観的な意味のことで

あり、具体的には生きがいや目標などの、生きる原動力になる意味を指している。 

 考察をすすめるために、発表では虚／実の区別をとりあげた。「虚」とは虚構のこと、すなわち物質

そのものではない抽象的な象徴記号のことである。なお、本節でも、Ⅰ．1）の節と同様に、象徴記号

をデジタル性と対応させる立場を採るが、この点で本節の考察は聖体をめぐる分析と直接連なるもの

である。虚とは、一義的な（すなわち誰にとっても同じ）意味をもつ普遍的な記号であり、外部から

与えられる情報と言ってもよい。一方で「実」とは、体験的な現実のことで、個々の主観的な意味内

容や、各人が内的に構成する情報だと考えてみよう。「実」には、アナログな感情や多義性が関係する

はずだ。 

 虚／実の区別を応用して言い換えると、私たちは、外的かつ画一的に与えられがちな情報洪水のな

かで、生きがいにつながるような充実した現実感を持ちにくい状況にあるのではないだろうか。 

 こうした状況を打開しようとする実践の一例として、講座では「マイクロポエトリー Micropoetry」

と呼ばれる短詩を紹介した。それは、ツイッターなどの SNS を介してインターネット上で享受され

ているミクロな短詩であり、様々な言語で楽しまれている。たとえば、6 語という非常に限られた英
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単語で作る「six-words memoirs」8) や、ツイッター上の俳句「Tweetku」、wikipedia 上の散文に三

十一文字の定形を当てはめてつくる「偶然短歌」、ツイッター上のつぶやきから自動で五七五を発見す

る「偶然俳句」、コンピュータにより自動で俳句を作る「automatic construction of English haiku」、

書籍の背表紙のタイトルを組み合わせる「文庫川柳（背表紙川柳）」など、さまざまな形式の短詩をマ

イクロポエトリーに含めることができるだろう。つぎに、いくつかの事例を図で紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1: six-words memoirs の例 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2: Tweetku の例。上の右の例は、詩がバラの花の形を作っている。10) 
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図 3: 偶然短歌の例 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4: 偶然俳句の例 
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これらは、ツイートや wikipedia などの散文を詩として提示することで、散文の一義的な意味を「異

化」して多義化する実践と評価できるだろう。それは、新しい文脈を与えることなどによってデジタ

ルな内容を肉付けし、アナログ化しようとする試みだと評価できないだろうか。言葉によってバラの

花の形を作るような上記の「ツイート俳句」の作品は、言葉のアナログ化の最もわかりやすい例だろ

う（図 2）。 

個人も生活もすべてが断片的なデータとしてのデジタルな存在に単純化されていくような現代世界

にあって、マイクロポエトリーは、私たちがそのような世界を生き抜く実践としての意義を有してい

ると考えられる。すなわち、一義的な情報として消えてしまうデータに詩としての意味を与えること

によって、有用性の尺度で消費されていくデジタル化された個人や日常に個別の実感を取り戻し、現

実に厚み（全体性、多元性）を加えようとしているのだ。 

 ただしマイクロポエトリーには、必ずしも詩として自立しているとは言えない作品や、言葉遊びの

ような作品、想像力をそれほど喚起されない説明的な作品も含まれており、率直に言って文学作品と

して解釈するには物足りなく感じるものも多い。そうした作品に限って言えば、流れ去る感情に形が

与えられているとはいえ、どこかその時の自分にとってだけ意味を持つモノローグに終わりかねない

危うさを強く感じさせるところがある。 

 虚／実を架橋して生まれる真に生きがいとなるような意味は、消費される意味でも自分にとってだ

けの意味でもなく、世界と自分、または他者と自分とのあいだに生じる意味ではないだろうか。それ

をここでは「物語」と表現してみたい。物語はモノローグに終わらない、対話に開かれた意味である。

それでは、物語を実現するにはどのような態度が必要だろうか。この先の考察は講座の中ではほとん

ど触れられなかったので、補足として詳しく説明したい。 

物語を実現するために、フランスの思想家シモーヌ・ヴェイユの「障壁というものはどれもこれも

一種のきずななのである」12) という考えを参考にしながら、障壁を再評価することを提案してみたい。

ヴェイユは障壁を文字通り人と人とを隔てる壁を意味して用いたが、ここでは障壁の概念をより拡張

して具体化してみたい。すなわちここで言う障壁とは、有用性や即時性とは反対の、不便・無駄・遅

延・距離・喪失・失敗などの隔たりを意味している。 

こうした障壁は普通、できるだけ避けるべきものと忌み嫌われている。現実を自分たちの思い通り

にしたいという欲求を妨げるものだからだ。障壁によって思ったとおりにいかない現実に直面し、自

分のあり方を変えざるを得なかったり、ときに傷つけられるような他者の意図を想像する必要に迫ら

れたりすることは、非常な心理的苦痛を伴う場合もある。13) 

 しかし、予定調和的ではない障壁の困難さが、一種の手応えとして、私たちに逆説的に「現実感」

を与えてくれることも否めない。すべてがうまくいっていると思えるときは、自分のふるまいを意識

して反省したり、支えてくれる他者に思いを馳せたりしにくいものだからだ。したがって障壁をつう
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じて困難な課題にあえて取り組むことは、「力を尽くして狭き門より入れ」という聖書の言葉通り、結

果的に生きている実感を生むこともあるだろう。 

 このように障壁が、自足的な予定調和の日常に断絶をもたらすことで、自分と世界、そして自分と

他者とのあいだに新しい「物語」を生み出す可能性があるのだ。あたかも、俳句における意味上の「切

れ」が想像力や余韻の原動力として俳句の本質的特徴の一つに位置づけられて作者と読者のあいだに

物語を生み出すように、障壁によって開かれる新しい世界に前向きに臨むことができれば、物語を生

むメディアとして障壁を理解できるだろう。 

 このように不確実性に耐えて主体的に現実の課題に取り組むことで、私たちにとって現実にすべき

物語が、一種の理想のような形で少しずつ形作られていくのではないだろうか。それは、虚と実とが

より高いレベル（メタレベル）で統合されることでもある。Ⅱ．1）の節の最後で論じた、聖／俗がよ

り高いレベルで統合されるのと同様の事態と言ってよい。つまりここでは、「虚」とはもはや、思いや

予想に反して外的に与えられるだけの様々な課題でも、受け身的に消費するだけの情報でもなく、そ

れをつうじて積極的に自分なりの意味を作り出すための「門」として再評価されるのだ。同様に、「実」

とはもはや表面的で刹那的な感情に根差した現実ではなく、他者への想像力（思いやり）とコミュニ

ケーションへの意志に基づく、自分と他者とのあいだに構想され作られる関係や価値（その結果とし

て生じる現実や理想）として展開していくだろう。ここで虚と実とは、他者とのあいだに主体的に作

られる意味や価値として、一致するのである。 

 最後に、障壁の再評価を他者との関係に応用して、より具体的に考えてみよう。それは、つぎの二

つの態度に帰結すると考えられる。第一に、単に自分本位に与えるというよりもむしろ、障壁と感じ

られるような弱さや差異などをできるだけ忍耐し、受け容れあう態度ではないだろうか。障壁につい

て、デジタルな一義性において否定的に捉える見方はむしろ自然である。しかし、多義性や多様性に

開かれるための扉として障壁を再評価し、瞬間的には強がりだとしても寛大にはたらきかけることで、

他者との物語（対話でありコミュニケーションでもある）が構築されていくはずだ。 

 そして第二に、自己と他者との境界をしっかり認識する態度である。たとえばもし、自分の問題を

他者に解決してもらうことや、余裕のない自分の状況を他者に配慮してもらうことが、当然の権利だ

と考えるなら、それは自他を区別する境界（障壁）をただしく認知していない幼稚な依存的態度だろ

う。たとえ親密な間柄だとしても、自分と他者の内的世界を守った礼儀に適う態度をつうじてこそ実

りある関係を維持することにつながるはずだ。 

 

おわりに  

本報告では宗教改革をメディアの観点から再考し、そのハードとソフトの両方ともがデジタル一辺

倒なあり方に帰結している問題点を指摘した。そのうえで、宗教改革の意義をいっそう豊かに実現さ
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せるためには、アナログなあり方に注目したうえでデジタルとアナログとを架橋することが必要だと

論じてきた。 

 従来メディア論では、マーシャル・マクルーハンの「メディアはメッセージ」という有名な定式が

知られてきた。それは、メディアの物質的なあり方こそがメッセージの内容を決めるということだ。

これを本報告の観点から再解釈すると、この定式にはアナログなメディアのあり方とメッセージのデ

ジタルなあり方との一体性がみごとに表現されている。 

 つまり、単に即時的につながる連続的（アナログ）なコミュニケーションではなく、いったん他と

物質的（アナログ的）に切り離されて、デジタルに構成されるメッセージとして
、、、、、、、、

形をとることが重要

なのだ。切り離されることは他者へのメッセージになることだからこそ、切り離されることはより深

く他者とつながるためのものだと考えることができる。 

 共同体への滅私奉公と盲目的な全体主義に陥らずに、かつ自分の損得だけを考えずに自分を捧げる

生き方ができれば、宗教改革の理念を十全に実現し、自分のことだけにかかずらうことから個人が救

われて全体性を回復できるのだろう。愛することが愛されることより幸いであるという聖書の記述の

理由は、自分以外のことに関心を向けられることは救いとなるからだ。それは個人にとって本質的に

困難な道であるが、宗教改革を経た現代で人間らしく生きるためには避けて通れないと私は考えてい

る。 
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附論 1 ルターは「洗礼」と「聖餐」をどう考えたか 

－カトリック、ツヴィングリ、再洗礼派との違いを通して－    大久保 絹 

 

はじめに 

私は県民コミュニティーカレッジ「宗教改革 500 年の旅－わたしたちは何処から来て、何処へ向か

っているのか？－」に司会・ナビゲーターの一人として参加し、5 回の講座を県民とともに聴講する

機会を得た。そこでは、多くの学びがあり、考えるべき課題を示唆された。たとえば、近代的個人の

「良心」の基盤にはキリスト教があること（第 1 回）、礼拝で賛美歌を歌うことはルターの宗教改革

の帰結であること（第 2 回）、人間の悪についてのパウロ、フロイト、ユングたちによる考察には今

でも意義があること（第 3 回）、宗教改革の時代から現在までキリスト教徒として本質的な生き方と

は何かを模索しながら独自な生き方を貫いている再洗礼派の姿勢（第 4 回）、カトリックのミサのパ

ンとぶどう酒が信徒に与える力（第 5 回）など、である。そこで、以上の学びから刺激を受けた山梨

県民として、今回の講座ではあまり踏み込まれなかったルターの神学、とくに「洗礼」と「聖餐」に

関わるルターの主張について、考えてみたい。このふたつについて考えるのは、「実際、聖餐の問題は

宗教改革者のあいだでもっとも重大な争点となっていた」1) からという教理史的な重要性もあるが、

聖書を読み、イエス・キリストの投げかけた問いに応えるということは、キリスト教徒であり、山梨

英和大学に奉職するものとして学ぶべき切実な問題だからでもある。 

 

Ⅰ．「洗礼（バプテスマ）」について 

まず、「洗礼」について、とくにカトリック、ルター、ツヴィングリ、再洗礼派の相違が見え易い「幼

児洗礼」について考えたい。サクラメント（秘跡、聖礼典）のひとつである洗礼は、キリスト教徒で

ないものたちにとってどのように理解されているのかキリスト教徒の私には分かりかねるが、宗教改

革のひとつの重大な論点であった。 

 「洗礼」というサクラメントの理解や実態もそれぞれであるが、「幼児洗礼」を肯定する（容認する）

のは、カトリック、ルター、そしてツヴィングリやカルヴァンであり、否定する（拒絶する）のは再

洗礼派である。 

 カトリックであれば今でも、ふつう生後八日目に親の所属する教区の教会で司祭から洗礼を受ける。

幼児というより嬰児洗礼と言えよう。洗礼は、カトリックの七つのサクラメント（秘跡）の一つであ

り、生涯一度だけの儀礼である。それは、文化人類学的に見れば「通過儀礼（Initiation）」であり、

制度的に確立された「入信儀礼」であるから、信仰の問題であるとともに、あるいは信仰の問題以上

に、「社会的＝宗教的慣例」に従うか従わないかの問題である（「洗礼」と同じように、「結婚」や「終

油」も、独身者から既婚者への、生者から死者への「通過儀礼」と言えよう）。 
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 ルターは、幼児洗礼を肯定した。しかしマクグラスは、「新約聖書には、幼児洗礼については何も書

かれていない」と指摘している。2) とはいえ、マタイによる福音書 28 章 19－20 節には、イエスが弟

子たちに「だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖

霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたし

は世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」と命じたことが記されている（「すべての民」に

は幼児も含まれ得る）。3) また、使徒言行録 16 章 13 節以下には、「神をあがめる」リディアという婦

人について「安息日に町の門を出て、祈りの場所があると思われる川岸」で「彼女も家族の者も洗礼

を受けた」と記されている（「家族の者」には幼児も含まれ得る）。さらに、旧約聖書には、イスラエ

ルに生まれた男児には、「契約の民の共同体に属するしるし」4) として割礼を施すことが記されている

が、幼児洗礼は割礼に代わるものと見なし得る。こうした聖書箇所にもとづいて、5) また、幼児も原

罪を免れない・すべての人は救いを必要とする・キリストはすべての人の救い主であると論じたアウ

グスティヌスの神学などに依拠して、「多くの教義や実践の点でカトリック教会に非常に激しく批判的

であった」ルターであっても（カルヴァンも）「幼児洗礼は真正な聖書的習慣であると考えた」6) よう

である。 

 ツヴィングリも幼児洗礼を擁護する立場である。「ルターは聖書が禁じていないものは許容したが、

ツヴィングリは聖書が明白に命じているもの以外は、すべて歴史的付加物としてこれを拒み、禁じら

れたものを見なすべきであると主張した」7) と言われているが、新約聖書には幼児洗礼を「明白に命

じて」いる箇所はない。それでは、なぜ擁護したのかといえば、上で見たように幼児洗礼を旧約聖書

における割礼と類比的に考え、「契約共同体に属するしるし」と見なすのである。つまり、「契約とし

ての洗礼という考え」をとるからであり、「それが幼児洗礼否定論にならないのは、親の信仰が幼児の

信仰の代理」となり得るとし、「家族共同体として神の前に立つことができるからという共同体契約論

に立つから」とのことである。8) 現在でも多くの親がそう考えていると思うが、幼児は重要事項（宗

教的であれ何であれ）について決断し得る独立した一人の「個人」として認められていないというこ

とだろう。 

ツヴィングリに従った者のうち、より急進的改革を要求した信者たちは（後に再洗礼派を形成する

ことになるのだが）、「信仰と洗礼の関係について、生後八日目の嬰児の洗礼と、罪を悔い神の赦しに

歓喜する大人の洗礼とは、本質的に相違することを強調」9) した。この「幼児洗礼」の拒絶が教会や

国家へ与えた影響は重大であった。親が属する教区にその子どももまた自動的に属することの拒絶は

「従来の教会機構の分解を意味した」10) からである。さらに、再洗礼派は教会と国家の分離や武器

をとることの拒否（絶対平和主義）を主張して譲らなかったので、「再洗礼派の発展は教会にとっても、

国家にとっても脅威となったので、教会も国家も彼らを厳しく迫害した」11 ) とされる。「教会」は、

カトリック教会とプロテスタント教会の両陣営が武器をとって戦い、キリスト教「国家」は、オスマ
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ン・トルコと戦うことを当然としているときに、彼らの主張が「急進的」と見なされるのは避けられ

なかったと思われる。それは「教会は単に地域社会に生まれた者が、その地域の教会の会員になると

いうようなものではなく、教会とは真の信者から構成されるものである」12) とする再洗礼派の教会

観がもたらしたものと言えよう。 

 「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。」（マ

タイによる福音書 18 章 20 節）という言葉から推測するなら、キリスト教の最も初期の集まり（エク

レシア）は、地域に固定された「教会」という建物で行われたのではないだろう。再洗礼派の「幼児

洗礼」観、「教会」観は、いまでもまだ「急進的」であり、私たちに教会の在り方とは何か再考を迫る

ものと言えるのではないだろうか。 

  

Ⅱ．「聖餐」について 

まず、聖餐（ミサ、聖体拝領、主の晩餐、英語では Eucharist などとも言われる）について、ク

セジュ文庫の簡潔な記述を見よう。「聖餐の問題は宗教改革者のあいだでもっとも重大な争点となって

いた。聖変化というローマ教会の教義を全く捨てながらもルターは、キリストが聖餐のなかに現実に

存在し、そのキリストが聖体拝領者に、パンがキリストの体でありぶどう酒がその血であることを確

信させる、ある神秘的な秘跡的一致のうちに与えられると考えていた。ツヴィングリもまた聖変化を

否定したが、しかし『これはわが体である』（マタイによる福音書 26 章 26 節）の文句を『これはわ

が体を意味する』という意味に解釈されねばならないと主張したオランダ人、ホーエンの影響を受け

ていたかれは、キリストの口から発した制定のことばは、象徴的に理解されるべきだと考えていた。

聖餐のパンは、かれにとっては、カルワリオで決定的に殺されてしまったキリストの象徴に思えた。

かれの目には聖餐はキリストの受難の記念なのであった」。13) 

 カトリックは 1215 年第 4 ラテラノ公会議で決定された教義として「聖変化」（「仮体説」、実態変化 

（transsubstantiatio）説」などと訳される）を採った。 

パンは（ぶどう酒は）その外観は変わらないが（見た目も味も香りも感触もそのままだが）、その実

体は変容している（キリストの体と血となっている）とする（「偶有性（形相）」と「実体（実質）」と

いうアリストテレス哲学の概念を援用する）。ふつうにはあり得ない。ゆえに「秘跡（μυστήριον, 

sacramentum）」である。 

 ツヴィングリにとっては、パンは（ぶどう酒は）、キリストの体（と血）を「象徴している（significat）」。

パンとぶどう酒は、カルバリでの一回限りの出来事を、十字架で死んだイエス・キリストを、信徒に

「想い起こさせる」助けとなり、神・キリスト・教会・信徒の関わりを再確認することを促すもので

ある。パンにもぶどう酒にも何も客観的な変化は生じない。起こる変化は聖餐にあずかる信者の心の

中で起こる主観的なものにすぎないとされる。「象徴説」「想起説」と言われる所以である。合理的に
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納得でき得る主張である。14) 

 ルターは、ツヴィングリの「象徴する（significat）」に対して、「である（est）」でなければならな

いと頑強に主張した。パンは（ぶどう酒）は、パン（ぶどう酒）のままだが、それに加えて（in, sub, 

cum）、キリストの体（血）であるというのである。パン（ぶどう酒）はその実体を保ったまま、同時

に、そこにキリストの体と血も真に現在している。このふたつの異なった実体が一体となっているの

である。ルターは「サクラメント的一体性」と言っている（しばしば「共在説」「現在説」と呼ばれる）。

この自説について、ルターは晩年『サクラメントについての小告白』で、「聖餐についてはローマ教皇

がツヴィングリやその仲間よりも真理に迫っている」と述べたという。15) たしかに、ツヴィングリの

合理的解釈と比べれば、カトリックの「秘跡」的理解に近いだろう。さらに、ルターは「キリストの

言葉『これはわたしのからだである』は、福音の全部である」とも言っているという。16) 過激な強調

である。どう考えればいいのだろうか。 

 ルターは、『教会のバビロン捕囚』の第一の捕囚として、聖餐において、信徒に、パンとぶどう酒の

ふたつではなく、パンしか与えないカトリックを攻撃していた。ふたつ与えるように聖書に書かれて

いるからである（コリントの信徒への手紙一 11 章 23 節以下、マルコによる福音書 14 章 22－25 節、

マタイによる福音書 26 章 26－28 節、ルカによる福音書 22 章 14－23 節）。この「共在説（現在説）」

も、同じように考えるしかない。聖書に、パンがからだ「である（est）」とイエスが言ったと書かれ

ているなら、パンはキリストの体なのであり、「を象徴する（significat）」と読みかえてはいけないの

である。ツヴィングリとの聖餐論争は聖書をどう読むかについての論争であり、「ルターの聖餐論は、

キリストの言葉への徹底的な信頼をその根源に置いていると言えよう」。17) 

 

おわりに 

 マクグラスは、「キリスト教は、単なる一連の概念ではない。ひとつの生き方だ」18) とし、「キリス

ト教徒であることは、単なる信条や価値の問題ではない。日常の生活が信仰によってある種の影響を

受ける、はっきりとした生き方の問題なのだ」19) とする。さらに、「キリスト教は決して自己完結し

た独立の概念体系などではない。むしろ、イエス・キリストの生と死と復活が引き起こした問いに答

えようとする持続的な応答なのだ」20) とも言っている。 

 この附論では「洗礼」と「聖餐」について見てきたが、それはたんに教会の「儀礼」について再考

したかったからではない。マクグラスが言うようにキリスト教が「ひとつの生き方」であり、「イエス・

キリストの生と死と復活が引き起こした問いに答えようとする持続的な応答」であるとするならば、

「洗礼」はその生き方へと（神の恩寵によって）選ばれ新しく生まれ変わることであり、「聖餐」はそ

うした新しい生き方へ（神の恩寵によって）選ばれたことを想起する機会であるが、より重要なのは

「神を愛し、隣人を愛する」という日々の生き方、イエスへの応答の持続であろう。 
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ルターが 14 歳で入学して学んだマクデブルクのラテン語学校は、「共同生活兄弟団」が運営してい

た学校だが、その兄弟団は、聖職者ではない信者たちが共同で祈り生活しイエス・キリストの教えを

実践しようとしていた（いわば世俗内で修道院のような実践をめざした運動だった）。その指導者のひ

とり、トマス・ア・ケンピスの『キリストにならいて』には、「私たちは自己を捨て、十字架によって

キリストにならうべきこと」、「信をもつという聖い恵は、へりくだること、自己否定によって得られ

ること」といった章がある。21)  こうした絶対的謙譲は容易には実現できない「理想」かも知れない。

しかし、現実的でないからと言って、簡単に「理想」を手放してはいけないのではないだろうか。 

 この 5 回の講義の司会・ナビゲーターを共に務めた教員から、ポール・クローデルの『詩法』に、

「知ること（connaître）」は「ともに生まれること（con-naître）」であるという言葉があることを教

えてもらった。日頃、チャペルセンターの業務の多忙さにまぎれて、思い出すことが稀になっていた

イエス・キリストを「知ること＝共に生まれ（直す）こと」の大切さを再確認できる機会を与えてい

ただいた諸先生方、熱心に聴講し、講義後のティーパーティーでも真摯な質問をして、キリスト教学

校の存在意義を再認識させていただいた県民の皆様に感謝したい。 
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附論 2 アウグスティヌス修道会士としてのルター 

－神学的突破の「中世」的背景－                 荒井 直 

 

はじめに 

 E. M. フォスターの小説『眺めのいい部屋』（1908 年）に、フィレンツェのサンタ・クローチェ寺

院で、ジョットの壁画を前に、イギリス人牧師が同じ国から来た観光客に次のように語る場面がある。

「この教会が、ルネサンスの汚染が現れる以前、中世のまことに篤き信仰心から建てられたことを思

い出してください。このジョットのフレスコ画は、あいにく今では修復によって損なわれてしまって

はおりますが、これらがいかに解剖学や遠近法の罠にとらわれずにいるか、ご覧ください」。当時のフ

ォスター（を読むほどの階級）の読者には、この牧師の言葉が、中世美術礼讃者で（ありオックスフ

ォード大学スレイド美術講座教授でも）あったジョン・ラスキンの『フィレンツェの朝：イギリス人

旅行者のための手短なキリスト教美術研究』（1875－77 年）の安直な受け売りであることが分かった

のではないだろうか。1) ジョットの壁画を、ルネサンス美術の嚆矢とすべきか中世美術最後の達成と

すべきか、あるいは、それ以外の把握の仕方があるのか、私は知らない。しかし、ルターの神学が、

宗教改革という「汚染が現れる以前」の「中世のまことに篤き信仰心から建てられた」ものであり、

今私たちが当たり前だとするルター像は、もしかすると、プロテスタント（とくにルター派）の神学

や教理史による「修復によって損なわれてしまって」いるのではないか、という疑問は当然あり得る

だろう。2) 『眺めのいい部屋』の牧師は悪役であるが、この疑問について、彼と同じように先学の著

作の受け売りをするという悪役をつとめ、さらに、宗教改革に帰結したルターの「神学的突破」をも

たらした「中世」的背景を、もう少し大きな窓から眺めるというのが、附論 2 での私の課題である。

受け売りなので引用が多く読みにくく、かつ講座参加者とのティータイムのトークで与えられた課題

に長めの注で対応したりしたのでくどいエッセイではなってしまったのではないかと危惧するが、キ

リスト教の現状や人間の文化の来し方行く末について思いを廻らせる一助となればと念う。 

 

I. 中世末期の窓から眺めたルター  

 「プロテスタント系の多くの論者」は、「宗教改革はカトリックの霊性の枯渇と逸脱に対する反動で

あるという見地」から見る。しかし、違う見方もできよう。「ルターをはじめとする十六世紀の偉大な

宗教的覚醒者たちは、何よりもまず霊的問題に傾倒した」のであり、「教会を改革することではなく、

罪人であり失われたものたるこの人間を救うことに、そして何よりもまず自らの救いを見出すことに、

いっさいを賭けたのである」とする視点がある。そこから見るなら、「宗教改革」と呼ばれている歴史

的事象は「プロテスタントの学者間の定説にそむくが」、「カソリシズムの成果が否定されたのではな

く、むしろ完成され 
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た」3) 姿と映るらしい。これは、「それ以前」という窓からは当然の眺めだろう。ルターは宗教改革「以

後」の事後的視座からは、その立役者（の一人）である。しかし、宗教改革「以前」という窓から眺

めたとき、ルターはアウグスティヌス修道会士のひとりにすぎない。彼を後押しして、宗教改革の代

名詞のような役割に（結果的に）つけることになった中世的要素があったはずであるが、それは何か。

プロテスタント側とカトリック側の論者が何をあげているか瞥見しよう。 

 江口再起は、「時代の子」としてのルターが、みずからの「思想を形成し信仰を深めて」いくにあた

って寄与した、中世末期に顕著になってきた新しい傾向として、四つの動きを挙げる。①デヴォティ

オ・モデルナ（新しい敬虔）、②ノミナリズム、③人文主義、④ドイツ神秘主義、である。4) ハンス・

キュンクは、ルターの神学が「事実上神学全体を新しく方向づけ、教会に新しい構造をもたらした…

優れた意味で（par excellence）パラダイム転換だった」とし、そこには「典型的にルター的なるも

の」5) があるとしながらも、「断絶なき伝統のつながりが、ルターの教会とそれ以前の神学とを結びつ

けている。しかもまさに義認の理解においてそうなのである」6) として、中世的伝統との連続を以下

の 4 点で指摘する。（a）カトリッック的敬虔、（b）中世的な神秘主義、（c）アウグスティヌスの神学、

そして（d）オッカム主義である。7) 少しだけ詳しく見てみよう。 

 ④と（b）：江口もキュンクも、ルターが著者不詳の『ドイツ神学』という神秘主義的な写本を見つ

け、「一読感激のあまり」「霊的に燃やされながらこれを学び」8)、1515／16 年に（完全な形では 1518

年に）編集・出版していることを指摘する。神の人間との「unio mystica（神秘的合一）」は、神と人

との絶対的隔絶を前提とする現代の神学（の一部）からは不評かもしれないが、古代・中世を通じて

キリスト教徒（の一部）が決して放棄しなかった姿勢だろう。また、江口は、ルターにおける神秘主

義の影響は一過性ではなくルターの思想の深化に貢献したとし、『キリスト者の自由』（1520 年）にあ

る「私もまた、私の隣人のために一人のキリストになろう」という言葉にドイツ神秘主義の痕跡を見

ている。9) キュンクは、マイスター・エックハルトとならぶドイツの神秘主義者ヨハネス・タウラー

を最も偉大な神学者の一人としてルターが称揚したことを指摘する。さらに、神の前に謙虚で小さな

者・打ち砕かれた者になり栄光は神にのみ帰せられるべきだとする感覚、わざへの信仰は虚栄心や自

惚れに通じ神から遠く離れてしまうという洞察、そして、詩編から学んだ受難のキリストへの信仰が

あったことを指摘し、これらルターの「義認理解にとって決定的な思想はすべて、中世の神秘主義の

伝統的な遺産である」10) としている。 

 ②と（d）：ノミナリズム（唯名論）、オッカム主義は中世スコラ主義神学が生んだ考え方である。

キュンクは、ルターが自らの義認論で激しく反発したのはオッカム学派のペラギウス主義に対してだ

ったと認めたうえで、「にもかかわらず、オッカムやビール [オッカムの弟子：引用者注] からルター

の義認論に通じる道はやはりつながっている」11) と考えている。江口も、ルターが学んだエルフルト

大学は、ノミナリズムあるいは「新しい道（via moderna）」12) の代表者ビールの流れを汲む大学であ
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り、ルターもその影響を受けたとしている。13)  

 ①と（a）。これは無理を承知でペアにしてある。: キュンクは、ルターが陥った信仰上の危機から

脱出できたのには、修道院の上長ヨハンネス・フォン・シュタウピッツの力が大きかったとする。シ

ュタウピッツが、聖書、神の救済意志、そして「その姿の前では、[神による救済に：引用者注] 選ば

れているかいないかといったすべての不安が消し飛んでしまう」十字架のイエス・キリストを示唆し

たのであり、このことは「義認論にとって…特別な意味を持っている」と主張している。14) これは修

道会内部での修道士の話である。他方、江口は「デヴォティオ・モデルナ」を取り上げ、「聖職者では

ない…信者たちが」、世俗内に留まりながら禁欲的・修道院的生き方をめざし、「共同で生活し祈り信

仰深い日々をおくる」ことを目指す「共同生活兄弟団」の運動を紹介している。15) その中からトマス・

ア・ケンピスの『キリストにならいて』が生まれ、後にルターが学ぶようになるラテン語学校をマク

デブルクに設立・運営に携わったりもした運動である。 

 残りの二つ、（c）のアウグスティヌス神学と ③ 人文主義は、まったく無関係というわけではない

とはいえ、ペアにして論じると錯綜しすぎる。まず、（c）について見よう。ルターは聖アンナへの誓

言を守るべく修道士になり、アウグスティヌス修道会に入っているのだから、アスグスティヌスの主

要著作は読むだろう。しかるに、英語圏での神学の標準的教科書によれば「アウグスティヌスの遺産

の中心の一つは、恩恵論である」とされる。16) それは、古代末期にペラギウス派（異端とされた）へ

の論駁として書かれているので、「非体系的」で「ふさわしい神学的裏づけを与えられないでいること

もある」という。しかし、「中世には、恩恵論と義認論とがかなりの発展を見た。これらの中心的な問

題にかかわる宗教改革での論争の基礎が据えられることになったのである」17) とも指摘されている。

ルター神学にとって中心的だとされる恩恵論と義認論にいたる道は中世末期には整えられていたとい

うことだろう。 

 さらに一歩踏み込んだ指摘があるので、少し長い引用になるが、受け売りしよう。まず、「ルターの

義認理解にとって決定的でありつづけたのは、人間の我欲と自我のゆがみとしての罪の深い頽落への

まなざしであり、神の恩寵の全能へのまなざしであったが、このことをルターが学んだのは、何より

もアウグスティヌスからだったのである」18) と言われている。また、アウグスティヌスは、初期スコ

ラ学やスコラ盛期において支配的であっただけではなく、「明瞭に抑制されていたとしてもトマス・ア

クィナスとその学派においても…中世末期においても、見過ごされはしなかった」のであり「この連

続性は…恩寵の神学においても、ルター自身が意識していたよりもずっと強く存在していた」19) とさ

れる。ルターの神学にとって枢要な「福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終

わりまで信仰を通して実現されるのです。『正しい者は信仰によって生きる』と書いてあるとおりで

す。」というパウロの言葉（ローマの信徒への手紙 1 章 17 節）が、「罪人がその審判に耐えることがで

きないような無慈悲な審判を下す神の義について語っているのではなく、むしろ神の贈り物としての
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義について語っている」のであり、この聖書箇所がそのように理解されたのは、ルターが考えたよう

にアウグスティヌスによってだけではなく、「中世の神学の最も偉大な部分によってそのように理解さ

れていた」と指摘されている。20) 

 古代末期西方教会最大の教父アウグスティヌスの恩恵論と義認論、それを孜々として整備してきた

中世カトリック神学が存在するのである。ソールズベリのジョンは（John of Salisbury, c.1120～

1180）は「シャルトルのベルナルドゥスは我々をよく巨人の肩に乗っている小人になぞらえたものあ

った」と書いた。21)  
12 世紀のシャルトル学派の修道士たちにとって、古代の遺産は、同時代（中世）

によって否定されるべき対象ではなく、深く汲むべき源泉だった。これに倣っていえば、ルターは、

まさしく「中世カトリック神学という巨人」の肩の上に乗った「小人」と言ってもよいのではなかろ

うか。22) 

 上に、ルターの神学が優れた意味で「パラダイム転換」をもたらしたと評価されていることに触れ

た。中世末期が準備した助走路をはしり「神学全体を新しく方向づけ、教会に新しい構造をもたらし

た」次元へジャンプする力は、大学での聖書講解を準備するなかで備えられたとされ 23)、ジャンプに

踏み切った時期についてもマクグラスが『十字架の神学：マルティン・ルターの神学的突破』24) 一書

をあげて周到に論じている（これはさすがに手短な「受け売り」は無理なので訳本にあたられたい）。

ちなみに、この本が宗教改革の源流としてあげるのは、人文主義、唯名論、アウグスティヌス的伝統

の三つである。 

 さて、「人文主義」について述べる段であるが、その前に「間奏曲」として、私がかつて読んだ本の

中で、最もルターを評価していない、というか徹底的に貶めているエッセイを紹介したい。 

 

Ⅱ．近代自我主義の「温床」のひとつとしてのルターの神学 

 それは、ジャック・マリタンによるルター論である。25) 前節で、私はルターを中世末期のアウグス

ティヌス修道会士として振り返った。他方、この新トマス主義の哲学者は、ルターを「近代」的人間

の確立に寄与したプロテスタントと捉える。標準的なルター像だろう。しかし、彼は、ラスキン同様、

「近代」（およびプロテスタント）に対して根本的に批判的な姿勢で臨んでいるので、ルターも、私た

ちの近代世界に「自我の君臨」（ルターの章のサブタイトル）という災禍をもたらした張本人として否

定的に扱われている。ちなみに、ルターのほかに「近代」の確立に寄与したとされる二人は、デカル

ト（「天使の化身」）とルソー（「自然の聖徒」）である。順当なラインナップだろう。三人揃って「近

代」という災禍をもたらした者として容赦なく断罪されている点、読んでいてむしろ爽快なくらいで

ある。この本のメリットのひとつは、「宗教改革」を評価したり「ルター」を称揚したりする本では、

おそらく絶対に遭遇できないようなルターの言葉が多く引用されていることだ。ルターの神学（の一

部）についての解説本よりルター本人を身近に感じられると思うので、翻訳を介してではあるが、ル
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ターの謦咳に接してみたい。  

 まず、大学教員以外にも職務が多くて忙しすぎるというルターの嘆き。「私には二人の秘書が常に必

要です。一日中私は手紙書きに専念しています…私は修道院や食堂の説教師です。毎日聖堂で説教す

るために招かれています。私は学務担任でありこの地方の教区長ですので監督すべき十一の修道院を

もっているみたいです。私はライツカウでは魚の検察官、トルガウではヘルツベルグ聖堂区の教会堂

の訴訟代理人であり、聖パウロの書簡の講義をしています。私は詩篇集の注解の収集もしています。

私には祈禱書を暗誦したりミサを行う時間はほとんどありません」。26) 今でもこういう大学教員が私

の周囲にもいるという意味でなら、たしかに「モダン（近代的）」である。アッシジの聖者なら、とて

も言いそうもない言葉ではないだろうか。 

 次は、現在であれば必ずや問題になるに違いない女性蔑視発言。「神の業と言とはわれわれにはっき

りと女は結婚か淫売に役立たなければならないと言っている」。「たとえ女が出産に疲れ死のうと不都

合はない。女は子を産みさえすれば死んでもいい。女はそのためにつくられているのだから」。27) 本

邦の代議士が何年か前に似たような発言をしていた。中世の騎士道（とそれを扱った文学）では、女

性はこのように扱われていなかったはずである。 

 さらに、カトリックに対する攻撃の言葉。「法王主義者は善業を並べることしかできない人々を天国

に入れるが、数多くの聖徒の伝説のなかでわれわれに真の聖人、真のキリスト者的聖徳、信仰による

聖徳を有した者を示すものは一つもない。彼らの聖徳のすべては多く祈り多く断食し多く働き禁欲し、

かたい寝台に寝てかたすぎる衣服を着たことにある。この種の聖徳は犬や豚でさえもほとんど毎日行

うことができる」。28) 「真のキリスト者的聖徳」＝「信仰による聖徳」とするのは、ルター自身の「信

仰のみ（Sola fide）」の基準によるのであり、我田引水の感が否めない言葉である。ベネディクト修道

会のモットーは Ora et labora （祈り働け）であるが、真摯に祈り働いていている修道士を、自分も

かつては修道士だったにもかかわらず、「犬や豚」扱いするのは品のない物言いではないだろうか。こ

うした情熱や意志は感じられるとはいえ基本的に野蛮なルターの言葉よりも、シャルトルの聖堂（12

世紀）の西玄関の彫像たちの「西ヨーロッパが生み出した中で最も誠実な、真の意味で最も貴族的な

もの」29) とまで評価されている顔、そこに見られる「洗練、無私無欲の超然たる風貌、精神性」30) を

石に刻んだ職人たちのマリア信仰の方に、より「真のキリスト者聖徳」を感じてしまうのは、すなわ

ち、言葉より行い（の結果の形）で評価するのは間違っているだろうか。 

 カトリック攻撃の言葉と重なるとも言えるが、「権威」に対する反発の言葉。プラトンと並ぶ哲学者

であり「万学の祖」と認められているばかりでなく、ルター自身もかつて大学で講義したことのある

アリストテレスは、ルターによれば、「ローマ・カトリックの不信仰の城砦」であり、「豚小屋かろば

の厩舎に閉じ込めておかなければならない腕白者」であり、「恥知らずの中傷家、喜劇役者、もっとも

狡猾な心の壊乱者」であり、「もしも彼が現実に骨肉をそなえて存在したのでなければ、われわれは少
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しも遠慮せずに彼を人の姿をした悪魔と見なしたであろう」と書いている。31) トマス・アクィナスに

ついては、一つだけ引く。「彼は福音書あるいはアリストテレスの一章も決して理解していなかった」。

ルターは、何を根拠に、福音書やアリストテレスの著作を、トマス・アクィナスよりもより正確に理

解していると自認していたのだろうか。32) ローマの教皇に反抗する根拠であったはずの聖書（の一部）

についても権威を認めない。ルターは、ヤコブの手紙を、彼の信仰義認の教義に反するので「藁の書

簡」と呼んだ。33) たしかに、ヤコブの手紙には、「御言葉を行う人になりなさい。」（1 章 22 節）、「自

由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は、聞いて忘れてしまう人でなく、行う人で

す。」（25 節）、「自分は信仰を持っていると言う者がいて、行いが伴わなければ、何の役に立つでしょ

うか。」（2 章 14 節）、「行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。」（17 節）、そして、

決定的には「人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。」（24 節）

という言葉がある。しかし、自分の神学の根拠になる『ローマの信徒への手紙』などは受け容れ、自

分の神学に反することが書かれているからといって、正典と認められ聖典に入っている文書の価値を

貶めるという姿勢は、「モダン」かどうかはいざ知らず、幼児的・自己中心的である。中世の修道会士

は、なかには読まない不心得者もいたかもしれないが、聖書の権威を蔑ろにしたり、パウロの手紙と

ペトロの手紙は内容に齟齬があると議論したりする者はいなかったのではないだろうか。 

 引用の最後は、「理性」に対する攻撃。「理性は悪魔の最大の娼婦である。理性はその本性とその性

質よりして有害な娼婦である。それは悪魔の求めに応じる娼婦である。皮癬やレプラに侵されている

娼婦である。われわれはその娼婦の彼女と彼女の知恵を踏みつけ殺されなければならない…理性は洗

礼で溺死する、いや溺死されなければならない…理性はこの嫌悪すべきものは家のなかで一番きたな

い場所に、便所に押し込められるべきである」34) とのことである。トマス・アクィナスは『神学大全』

で、犯罪的にシンプルに図式化していえば、信仰（キリスト教）と理性（アリストテレス哲学）の統

一を企図したとされるが、それが気に入らないのだろうか。キリスト教の真髄は人間の理性では把握

できず、神からの啓示を待つほかないのかもしれない。たとえば、神のロゴスの受肉について、Credo 

quia absurdum est （不合理ゆえに我信ず）という立場があってもよい。しかし、Intelligo ut credam

（信ぜんがために我知らん）という要求も自然だろう。Credo ut intelligam（知らんがために我信ず）

という姿勢も理解できる。信じてみなければ決して分からないことがある、ということは分からない

ではない。しかし、ここまで「理性」を貶める必要があるだろうか。ルター自身も承認しているよう

に、「悲しいことには理性はこの世においては決して根絶され得ない」35) のだから、理性にある程度

の地歩を確保させ、それを「善用」するほうが得策だろうとは思わなかったのだろうか。理性を「悪

魔の最大の娼婦」と論難するルターを知ると、ルターからビリー・グラハムにいたる「反知性主義」

の流れは途切れていないのではないかという疑いが兆してくる（ビリー・グラハムはトランプ大統領

の宗教上のコンサルタントだったが 2018 年 2 月に亡くなった）。 
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 以上、ジャック・マリタンの著書から、ルターの過激さが露出している言葉引用してきた。彼は、

近代自我主義としてのルター神学の問題点についても本格的に論駁しているのだが、その議論は私に

は追いきれない。しかし、マリタン自身にも、ルターと同じように、「これは反則ではないか」という

論じ方があるので指摘しておきたい。それは、4 枚の肖像画をもとにした議論である。彼は、ルター

の、①1520 年、②1526 年、③1532 年、④1546 年（没年）の肖像画を 4 枚とりあげる（①と④だけ

掲げる）。 

①                   ④ 

 

 

 

 

 

 

 

              

① はアウグスティヌス修道会に属していた頃の頭頂を剃って頬のこけている霊性・知性が感得でき

るもの、② は還俗した直後の眼光に闘志が満ち溢れているものである。③ は表情に緊張感がまった

くと言っていいほど欠如したもの、④ はだぶつく二重顎で首がどこかも分からない肖像画（デスマス

ク用デッサンか？）である。④ についてのマリタンの言葉を引く。「…波乱万丈の活動的生涯の最中

に、彼は本能の力に屈し肉欲の律法に従った。このことは彼の一連の肖像画で確かめることができる

ほどの早さで表われてきていて、最後の肖像画は驚くほど獣性の表われたものである」。36) そして、

この箇所にご丁寧に注まで付して、ルターが、まる四日間飲食しないで過ごせたことや「たびたび数

日間少量のパンと一尾のにしんで過ごした」というメランヒトンの証言を紹介する一方で、ルターの

手紙から「私はチェック人のようにがつがつ食べ、ドイツ人のように暴飲する」という言葉を引いて

いる。37) 

 これは「反則」技だろう。マリタンが師と仰ぐトマス・アクィナスも、すでに青年時代から相当な

肥満体だったではないか、ということではない。ルターが愛読したはずのガラテヤの信徒への手紙に

「肉の望むところは、霊に反し、霊の望むところは、肉に反する」（5 章 17 節）とあるにもかかわら

ず、ルターが肉の欲するままに暴飲暴食したからでもない。「信仰」のみの立場にとって肥満体も暴飲

暴食も関係ないだろう。わたしが「反則」だと考えるのは、二人のいろいろな肖像画において、トマ

スがとても堂々と、ルターがごく貧相に見えるとしても、本人たちが実際にそうだったというより、

それは前者を描いたのがラファエロやボッティチェルリであり、後者を描いたのがクラナッハやフォ
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ルトネーゲルだったから、ということも考えられるからである。ルターは、音楽的才能があったよう

だし、その聖書翻訳で、今でも（改訂されつつ）読まれ続けている水準の翻訳を成し遂げ、その後に

ドイツ文学やドイツ哲学が豊かに展開してゆく土台となるドイツ語を創り出したという点から考えて、

文学的才能があったことは間違いない。しかし、美術には無関心だったのだろう。①から④の肖像絵

がいただけないのは、ルターがいささか悪相だったからだけではなく、ルターの絵画（あるいは画家）

に対する趣味がよくなかっただけの話ではないだろうか。その点、ホルバインやマセイスによって自

分の肖像画を残したエラスムスの絵画（あるいは画家）についての趣味は、ルターよりも数段洗練さ

れていたと言えよう。しかし、そうはいえ、④のマルタンが「おどろくほど獣性の表われた」とする

顔とホルバインの筆によって不朽となったエラスムスの聡明さの権化のような顔をしげしげと眺めて

いると、宗教改革の立役者ルターよりも、当時「ユマニストの王者」と仰がれ、修道士誓願をしなが

らも修道院外の世界で放浪する学者として生きたエラスムスの方が、もしかするといろいろな点で優

れた人物だった気がしてくるから、趣味の良し悪しも侮れない問題かもしれない。 

 

Ⅲ．ユマニスム（人文主義）について 

 「時代の子」ルターに影響を与えた 4 つの要因のひとつとして江口は「人文主義」をあげていた。

江口は「中世の学問の王道であったスコラ学に対抗して登場してきたのが人文主義（ヒューマニズム）」

であるとし、また、「ここで言うヒューマニズム（人文主義）は…ギリシア・ローマの古典研究を通じ

て人間性の解放を目指した運動」のことであり、今日「ヒューマニズム」という言葉で想起されるい

わゆる「人道主義・人間主義」とは別物であることに注意を促している。38) この注意は重要であり、

以後混同を避けるために「ユマニスム（人文主義）」と書く。 

 しかし、ルネサンスと（宗教改革と）ともにユマニスムが抬頭してきて、それも「スコラ学に対抗

して」という言い方は誤解を生むかもしれない。ユマニスムは、いわゆる「ルネサンス」と短絡させ

たり、「宗教改革」と対立させたりすべきではないからである。「ギリシア・ローマの古典研究」なら

ば、「人間性の解放」といった抽象的な（内実の定かでない）ことが第一義の目的ではないにせよ、ア

レクサンドリアの図書館に古代の文献が集められて以来途切れたことはない。39) また、「ルネサンス」

というブルクハルトが言い出した用語を使うなら、「十二世紀ルネサンス」とか「中世の春」という考

え方もかなり以前から定着しており、「中世」を知的に停滞していた暗黒時代であるとする観方に反論

することはすでに無用になっている。40)「巨人の肩に乗っている小人」の言葉を引いた際に触れたソ

ールズベリのジョンなどが、十二世紀ルネサンスを担ったユマニストの一人である。41) それ以前に遡

っても、『哲学の慰め』で知られるボエティウス（Boethius, 480－c.525）がアリストテレスの論理学

書をラテン語に訳したことが、中世におけるアリストテレス研究の端緒になったとされている。この

古代末期のローマ人哲学者はアリウス派（何度か公会議で否定された「異端」）の王に処刑されたため、
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中世には「教父」と見做され「最初のスコラ哲学者」と評されたり、『三位一体について（De trinitate）』

といった著作が彼に（誤って）帰されたりしている。 

 ここではユマニスムの歴史そのものに踏み込むことはしないが、「ユマニスト」エラスムスと「宗教

改革者」ルターにかかわる事柄に絞って、すでに簡単に触れた（1）「新しい敬虔」（Devotio Moderna）、

（2）エラスムスの『校訂新約聖書』などのキリスト教関連の著作、そして（3）エラスムスとルター

の「自由意志について」と「奴隷意志について」をめぐって、ルターとエラスムスの対立という分か

り易い見方をいったんカッコに入れて、検討して行きたい。 

 

Devotio Moderna 

 なぜ「新しい敬虔（Devotio Moderna）」というオランダ発祥の運動について見るのかといえば、こ

の運動を検討することで、「ユマニスム」、「宗教改革」、いわゆる「対抗宗教改革」が複雑に絡み合っ

ていた事態が分かるからである。エラスムス（Desiderius Erasmus, c.1466－1536）もルター（Martin 

Luther, 1483－1546）も、そしてイグナティウス・デ・ロヨラ（Ignatius de Loyola, 1491－1556）

も、この中世に始まった「宗教的生」の革新運動と関わりがあるからである。 

 ルターが、Devotio Moderna の運動から生まれた「共同生活兄弟団 Fratres Vitae Communis」が

創立したマクデブルクのラテン語学校で学んだことを江口が指摘していることはすでに触れた。42) し

かし、ルターに先んじて、エラスムスもまた初期の教育を、同じ兄弟団が運営するデフェンテルの学

校で受け、父母の死後はスベルトーヘンボスの兄弟団が経営する寄宿学校で三年ほど過ごしている。

ルターとの対比で歪められたエラスムス像を是正しよう研究を重ねている木ノ脇悦郎は、エラスムス

自身の書いた略伝の文言をもとに、「エラスムスのいわゆる人文学への傾向」は兄弟団学校の初期教育

から始まり、寄宿学校で過ごした時期にも「古典文学への関心を持ち続けて、その学習をすすめてい

たことが推測できる」としている。43) イエズス会創設者の代表格イグナティウス・デ・ロヨラもまた

この運動と無関係ではない。ロヨラは「その霊的生活の指針を、トマス・ア・ケンピス（Thomas à 

Kempis, 1379－1471）の著者である Imitatio Christi から得て」おり、トマス・ア・ケンピス自身

も、エラスムスよりも 100 年前に「ディベンダー [デフェンテルと同じ：引用者注] の兄弟団学校で

教育を受け、Devotio Moderna の影響を強く受けてその思想を形成している」とされているからであ

る。44) さらに、「ロヨラは Imitatio Christi の理想を愛し、その理想を実現するためにも歩もう」と

志していたので「ロヨラの主著である『霊操』Spiritualis exercitia は Devotio Moderna の最後の果

実であると見られる」こともあると指摘している。45) 

 Devotio Moderna の発端・展開、および、その核心について簡単に見てみよう。この運動のそもそ

もの創始者は、ブリュッセルで学び僧職についたヤン・ファン・ライスブルーク（Jan van Ruysbroeck, 

c.1293－1381）である。異端とされた自由精神兄弟団と対決・論駁し、その後正規の修道会としてこ
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のグループを指導したという人物である（会はのちにアウグスティヌス修道会の会則で運営される）。

かなりラディカルな人物だったようで、当時の教会や官庁の言葉であるラテン語ではなく、民衆の言

葉であるオランダ語で本や手紙を書いている（デカルトが『方法叙説』をフランス語で書いたことを

想起させる）。彼の目指したのは、神秘主義者としては当然であるが、①どうすれば人間は神と合一し

得るかということ 46)、そして、②どのように自由意志にもとづいた修徳の生活を送るかということで

あった。①の宗教的・神秘課題は、ドイツのヨハネス・タウラー（Johannes Tauler, c.1300－1361）

に引き継がれ、ルターにまで及ぶことになる。②の課題は、オランダのヘラルト・フローテ（Gerard  

Groote, 1340－1384）、その友人デフェンテルのラーデヴェインス（Florentius Radewijns, 1350－

1400）とへ引き継がれる。しかし、運動の創始者ライスブルークにあっては、それはひとつ課題だっ

た。木ノ脇は、Devotio Moderna を「宗教改革前史のなかでもとりわけ注目を引く精神運動として」

評価し、Moderna なる語を「時宜にかなっている」という意味に解し、「内容的にはキリスト教信仰

の単純化と深化を指している」と考える学者の説を紹介し、47) ＜単純化＞と＜深化＞という矛盾する

かに見える契機の結合をどう理解するかを考えている。 

 木ノ脇は、「この運動の内容、理念を一言で表すとすれば、それは Imitatio Christi という表現が

もっとも適切であろう」とし、この兄弟団の運動が「きわめて実践的色彩の強いものであり」（行為）、

しかも「この人々の行為は、キリストを愛し、また隣人を具体的に愛することによって、キリストへ

の愛を確かなもの」（信仰）とすると理解している。「信仰の単純化と深化」は、信仰と行為の結合、

すなわち「Imitatio Christi の現実化」なのである。48) 

 この兄弟団は聖書や教父の著作群の写本をつくるというユマニスト的な営為にかかわることで生活

の資を得ていた。他方、ラーデヴェインスが力を注いだのは「聖書の繙読と教育による人心の教化」

であった。その「聖書繙読は、厳密な聖書解釈…を目的としたものではなく、キリストの愛の行為を」

聖書から読みとるという「福音の単純化を目指しているもの」であり、「自分の立っている場をその実

践の場としてより確かなものにする」ことで、聖書の教えの「深化を目ざしていこう」とするものだ

った。このように、信仰の単純化と深化が、聖書をイエス・キリストを中心に据えて読むことと分か

ち難く結びついている点も、木ノ脇は強調している。49)  

 ルターが修道院に入ったのは、「聖」のつくアンナへの誓言を守ってであった。全き神であり全き人

間であるイエス・キリストを産んだマリアは人間である。人間だから原罪は免れない。そこで「無原

罪の御宿り（Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae）」という教義が案出され、マリアは生

れながら原罪から免除されているとされる。それならマリアの母アンナはどうか？ 当然、アンナも聖

霊により処女懐胎してマリアを産んだという説（信仰）が起こるのは避けられない。この説はさすが

にカトリック教会によって否定された。さらに遡って、神々が溢れる多神教の世界でヤハウェだけ信

じればいいのは単純であったろう（だから容易なことだというわけではない）。神と子と聖霊も、いわ
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ゆる「三位一体」で「一」だから単純である。しかし、カトリック教会にあっては、聖マリアや、数

多の「聖人」や「福者」、また聖遺物など、多神教や物神崇拝とまではいわないが、崇敬すべきものが

増えてしまった。また、その神学も知的に高度に洗練された。『神学大全』には素晴らしいことが書か

れているのだろうが、ラテン語のできない民衆には読めない。そこへ、Imitatio Christi、イエス・キ

リストのみ、福音書に記されたイエス・キリストの生き方に倣って生きるだけでよい、とする教えは、

単純であるがゆえに力がある。ラテン語ができなければ福音書も読めないではないか。ノープロブレ

ム。誰かがオランダ語に訳してくれよう。そうでなくても、イエスの生涯はステンド・グラスの上に

美しく語られている。Devotio Moderna、「新しい＝時宜にかなった [イエス・キリストへの＝隣人へ

の] 献身」。単純だが、実践してみれば（実践できないことで）身にしみて深いことが分かる教えでは

ないだろうか。広く受け容れられていったのは理解できない話ではない。 

 

『校訂新約聖書』、『キリスト教兵士提要（エンキリディオン）』など 

 つぎに、エラスムスの『校訂新約聖書』などについて瞥見する。しかし、その前にルターが聖書を

ドイツ語に訳し、活版印刷で印刷したことについて見よう。それについては、たとえば次のように、

語られる。1522 年 9 月、『新約聖書』のドイツ語訳（通称『九月聖書』）が、初版 2000 部（一説に

3000 部）で刊行、一冊牛一頭分という破格に高価な値段であるにもかかわらず、早くも 12 月には再

版になる。そして、識字率 5％という状況にもかかわらず（文字は読めないが購入した者が朗読して

聞かせれば分かる民衆は多いだろう）、『九月聖書』は 1534 年までに 85 刷、おおよそ 10 万部売れた。

16 世紀初頭まで、ドイツ語の書籍刊行数はたった 40 冊。ルターが登場した途端、1523 年には 498

冊に達し、そのうち 418 冊はルターとその論敵の出版物で占められていた、といったように。50) 活

版印刷の技術が宗教改革を後押ししたことも屢々語られる。しかし、他方で「民衆はドイツ語を話し

ていたが、それは無数の方言にほかならず、知識人はあいかわらずラテン語を日常的に使っていた。

1518 年当時、ドイツで出版された本のうちドイツ語で書かれていたのは 10％にすぎない。ドイツ語

の本がラテン語の本の数を超えたのは 1681 年のことである」51) という指摘もある。まだまだラテン

語に汎用性がある世界であったし、それゆえルターもドイツ語だけでなくラテン語でも書いたのであ

る。 

 そして、ラテン語での出版の質と量の点で特筆すべきは、やはりエラスムスではないだろうか。エ

ラスムスは『痴愚神礼賛』がよく知られていて、エラスムスに手厳しい著作を書いたホイジンガでさ

えこの本だけは称賛している。52) しかし、この病弱なユマニストは、「古典的教養」と「福音的敬虔」

を兼ね備えた健筆のユマニストであり、古典関連の著作とキリスト教関連の著作を次々に刊行したの

である。古典関連で著名なのは、1500 年に初版が刊行された『格言集 Adagiorum Collectanea』だ

ろう。これは、ギリシア語とラテン語の格言を 818 とりあげ解説をつけたものだが、改版ごとに増補
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し、1508 年アルドゥス書店より上梓された増補版では一挙に 3260（ただし番号に重複があるので実

数は 3268）の格言を収めた大著となり、タイトルも Adagiorum Chiliades と改めている。生前の最

終版である 1536 年版まで改定ごとにエラスムスが増補し続けた『格言集』は大好評を博し、エラス

ムスの名を全ヨーロッパのユマニストたちに知らしめたが、16 世紀末までに約 132 版も版を重ねて

いる。これは、ルターの『九月聖書』の 85 刷を凌ぐ数である。53) これが、エラスムスの古典的教養

が結実した代表的著作のひとつである。 

 他方、エラスムスには福音的敬虔が生み出した著作群があり、「彼の著作の圧倒的な部分がキリスト

教に捧げられている」54) のである。それも、ルター派による「党派的な激情から異端外道と罵倒され、

神を冒瀆するルキアノスの徒とかエピクロスの徒と憎悪された彼。あるいは近代人好みの自己投影か

ら、時代に先駆けた合理主義者、擾乱の彼方に知性の権威を守り続けた純粋観客と持ち上げられた彼。

その彼にはそぐわない、これは驚くべき情念と執念の所産ではなかろうか。実際、彼がもたらしたも

っともオリジナルなものは『宗教的』な領域に属し、その他の領域－古代学芸の復興と文献学的方法、

教育思想や政治哲学などにおける革新は、これと有機的につながって付随的にもたらされたと言える

のである」55) とされている。たとえば、今あげた『格言集』の 3001 番は「戦争は体験しない者にこ

そ快し Dulce Bellum Inexpertis」である。このラテン語の格言にエラスムスが付した解説を、少し

長くなるが、「ユマニスト」エラスムスの核心が「キリスト教」にあることがよく理解できるので、抜

き書きしよう。 

 

 「布教などと楽観できる余地は少しもない」と、彼ら修道士は答えるに違いない。いや事実は正反

対で、もしドメニコ会士でもフランチェスコ会士でも、創業の師父と同じ生を送れば、教えを世に広

める余地は大いにあるのだ。…福音書にあらわされた信仰の目的は、キリストの御名に恥じずに生き

る点にある。徳性の涵養には何ら関係しないことばかりを熱心に追い求め、そのかたわらで、一度な

いがしろにしてしまったら信仰自体がにわかに崩れ去ってしまうほどに大切な、いわば信仰の柱とで

もいうことのほうは見向きもしないのは、いったいどうしたわけだろう。それに、たとえ私たちが十

字架をかざし教会（エクレシア）の御名を唱えていても、私たちの生自体がこの現世に対する執着を

物語っているのであれば、これではいったい誰が私たちに信頼の念を抱くだろうか。…「すべて剣を

とる者は剣によって滅ぶだろう。」もしキリストにおすがりして勝とうとするなら、福音書の御言葉の

剣を帯び、救いの兜をいただき、信仰の盾を掲げ、身には使徒の鎧を一着におよばなくてはならぬ。

この時、私たちは、敗れればそれだけ勝つのでなければならぬ。…ただ、戦争をするなら、キリスト

の御名において、キリスト教の精神にそって、キリスト教徒としての武器をとって戦え、と言いたい

のである。さらに、私たちが彼らを収奪するためにではなく、彼らを救いに導くために戦っているの

だ、ということをトルコ人も理解するような具合に戦え、と言いたいのだ。もし言葉が通じないので
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あれば、福音にふさわしい行動をもって彼らと接することにしよう。そうすれば彼らと理解しあえる

であろう。人の生きる態度もまた、雄弁に物語るものである。…56) 

 

エラスムスの古典的教養が結実した代表的著作に、キリスト教の、さらに言えば Devotio Moderna

の精神が底流としてあることは、明らかではないだろうか。 

 そのエラスムスによるキリスト教関連の著作のなかでも、後世への最大の貢献は『校訂新約聖書』

である。史上初めて、新約聖書のギリシア語原典が校訂版でエラスムスによって活字化されたのであ

る。57) 初版 Novum Instrumentum は、1516 年の刊行。フルタイトルは長大で、＜ギリシア語諸写

本だけでなくラテン語の諸写本も校合し、さらにオリゲネス、アンブロシウス、アウグスティヌスを

はじめとする教父やその後の解釈や校訂をも参観して、ロッテルダムのエラスムスが校訂した云々＞

といったことが記されている。58) 新約聖書全書のギリシア語本文、彼自身によるラテン語訳を併記し、

下段に校注が付されている（第 4 版からはウルガタ訳も収められた）。初版 3300 部は、ルターの九月

聖書の印刷部数よりも多いが、たちまち完売した。1519 年の改定再版は Novum Testamentum と改

称して刊行されるが、ルターはこの第 2 版を使って新約聖書をドイツ語に訳したのである。しばしば

ルターが短期間で新約聖書のすべてを翻訳したことが称揚されるが、それを可能にした要因の大きな

もののひとつは、この『校訂新約聖書』といって間違いないだろう。この書に、エラスムスは改版の

度に徹底的に手を入れ、それは 4 回に及ぶ。幾度となく増刷され、16 世紀の間に 229 版を数えてい

る。ドイツは、三十年戦争の結果、300 を超える大小の領邦（事実上独立国）に分裂し、政治・経済・

宗教、いずれの分野でも統一されるということはなかった。もちろん、言語についても、ルターのド

イツ語訳聖書出版にもかかわらず、統一などあり得なかった。「その上 17 世紀にはフランス語が大量

に流入し、教養人は競ってフランス語を学習し、ドイツ語との混淆文体はあたりまえ」59) になるとい

う後進国によくある事態が生じたという。上で触れたように、ドイツ語による出版点数がラテン語に

よる出版点数を超えたのが 1681 年ということも勘案すると、ルターのドイツ語訳聖書とエラスムス

の『校訂新約聖書』のどちらが、キリスト教における聖書原理に貢献したのか、簡単には決められな

いのではないだろうか。 

 さらに、『校訂新約聖書』を改定するばかりでなく、エラスムスは『ローマの信徒へ手紙釈義』（1517

年）、『ガラテヤの信徒への手紙釈義』（1519 年）と「釈義（パラフレーズ）」を書き続け、『使徒言行

録釈義』（1524 年）をもって、黙示録をのぞく新約聖書全書の釈義を完成させている。これらの釈義

についても、木ノ脇悦郎が『エラスムス研究 新約聖書パラフレーズの形成と展開』（1992 年）という

本格的論考を公にしている。本邦のエラスムス像が『痴愚神礼賛』や『平和への訴え』と中心とした

文学者・思想家、宗教改革者ルターの対局に立つ『自由意志論』のユマニストとに限られている点を

指摘し、「我が国におけるエラスムス自身の著作の受容が、主として『痴愚神礼賛』、『自由意志論』、
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『平和の訴え』と『対話集』の数編のみであり、それらの著作に底流として流れている Philsophia 

Christiana を形成している聖書解釈に関するものが皆無であることである。これは、エラスムスの思

想解明のために決定的な欠陥といわなれければならない」60) として、その欠落を補うために、

Philosophia Christiana のユマニストとしてのエラスム像を提出している。 

 エラスムスのいう Philosophia Christiana を理解するためには、『校訂新約聖書』初版に付された

序文のひとつである「パラクレイシス、キリスト教哲学の勧め Paracleisis, id est, Adhoratio ad 

Christianae Philosophiae Studium」、初期の論考『キリスト教兵士提要（エンキリディオン）』は、

少なくとも検討すべきであろう。詳細には論じられないが、序文「パラクレイシス」からは、「私にと

って、本当の神学者というのは…ねじまげられたような三段論法ではなく、愛情と、顔と、目と、自

分の生き方で富を拒む事を教え…不正に対しては仕返しせず…悪をなす者にも善をもって尽くすべき

だと教える者のことです…このような事を、キリストの霊によって公に示し、勧め、励まし、要請し、

鼓舞するならば、たとえ彼が農夫であれ、あるいは機織りであれ、その人こそ本当に神学者なのです。

また、それを自分自身の生き方において示すとすれば、その人こそ偉大な教師なのです」という言葉

だけを引こう。61) ルターの「万人祭司説」にならって「万人神学者説」といえまいか。『エンキリデ

ィオン』（エンキリディオンというギリシア語には「提要」、「必携」だけでなく「小刀」、「短刀」とい

う意味がある）と通称される『キリスト教戦士提要 Enchilidion militis christiani』については、あ

る武器製造職人の良心を覚醒させ、まともな生活に立ち返るよう説得して欲しいという、その職人の

妻から要請されて書かれたこと。この論考が、はじめ 1504 年刊行の『蛍雪余論 Lucubratiunculae』

の中に他の 6 つの作品とともに収められていたが、1515 年に単行本として刊行され、1518 年には、

巻頭にベネディクト会修道院長ポール・ヴォルス宛ての長文の書簡を置いた増補改訂版が刊行された

こと（ちなみに、この手紙には、本書執筆の意図は「読者をソルボンヌ神学部の論争場に送るのでは

なくて、ただキリスト教的な心の静寂に導くこと…神学上の討論には役立たず、ただ神学的な生活に

役立つ」62) ことであると書かれている）。そして、エラスムスの没年である 1536 年までに 50 版を重

ねているだけでなく、さらにはドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、チェコ語の翻訳まで刊行

されたという事実をあげておこう。63)  

 内容的にごく簡単に紹介したいことは、次の三つである。エラスムスは、『エンキリディオン』を、

学者に向けた体系的な神学としてではなく、ふつうの人に「生活の方法」を示すために、「キリスト教

倫理が彼独自の『敬虔』の観点から、スコラ学的煩瑣な議論によってではなく、キリストがそのため

に死にたもうた大勢の人たちにも役立つように」64) 書いたということ。「キリストにふさわしい精神

に到達すること ad mentem Christo dignam pervenire」を目指すための「ある種の生活の簡潔な方

法 compendiaria quaedam vivendi ratio」を実践的な指針として示すことが中心となっていること。

そして、キリスト者が携帯すべき二つの武器は、「祈りと知識」（知識とは聖書に記された魂の救済に
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ついての知識）だとし、「二つともそれぞれ他方のために欠けてはなりません」65) としていること。

この 3 点からでも、エラスムスが Devotio Moderna に未だ繋がっていることが分かるのではないだろ

うか。 

 ちなみに、『エンキリディオン』というタイトルの本は、エラスムスが書いただけではない。アウグ

スティヌスも 421 年に『エンキリディオン』（邦訳は『信仰・希望・愛』など）を書いている（創造

論、救済論、救済の受領、救済の賜物、復活、神の経綸、希望と愛の 7 部からなる）。ルターも 1529

年に『エンキリディオン（小教理問答書）』を書いている（聖書の教えと聖礼典、祈り、信仰生活の 3

部からなる）。 

 

「自由意志」か「奴隷意志」か 

 さらに、この三人は、似たようなタイトルの本を書いている。アウグスティヌスが 388 年から書き

始め 394 年に書き終えた『自由意志について De libero arbitrio』は、なぜ神の創造した世界に悪が

あるのかという問題を中心に扱っている。また、エラスムスが 1524 年 9 月『自由意志について De 

libero arbitrio』を刊行し、ルターが 1525 年 12 月末『奴隷意志について De servo arbitrio』を書き

エラスムに反撃を試みている（そして、エラスムスは 1526 年 2 月『ルターの奴隷意志論反駁』上巻

を刊行している。続刊は 1527 年 8 月刊）。この応酬に先立ってエラスムスとルターの間に書簡のやり

とりがあるが、その一つでエラスムスは、自分は純粋な福音のために献身した点ではルターに譲ると

は考えていないし、ルターに味方して物を書いている愚か者たちよりもルターを批判する文章を自分

が書いたほうが福音のためになりはしないかと思う、さらにエラスムスの弱さとルターが難じるもの

は、良心であり判断である旨、書き送っている。66) 党派的に思考し行動することを拒否するというエ

ラスムスの姿勢がよく分かる。それにひきかえ、ルターの『奴隷意志について』は、反論というより

反撃という部分が強過ぎるのではないかと感じられるが、この論争にはこれ以上深入りはせず、70 年

以上も前に有賀鐡太郎が書いた論考から引用してお茶を濁すことにする。 

 

  プロテスタント的に考える場合には、ややもすれば歴史を逆に見て、ルッテルによってアウグスチ

ヌスを解し、ルッテル・アウグスチヌスによってパウロを解し、さてそのパウロの「聖書的」権威に

よってすべてを審こうとする誘惑にかかり易い。このような非歴史的見解に従えば、オリゲネスの如

きはエラスムスと同様の、福音の意味を解せざる一個の合理主義者に過ぎなくなるであろう。だがわ

れわれ歴史を学ぶ者は、その人をその時代に置いて、これに照らして理解し評価しなければならない。

オリゲネスについていえば、かれをその時代のギリシア文化的異教の環境において理解すべく努めな

ければならない。しかして、かく見れば、始めてかれの思想的闘いの意義が知られるのである。67) 
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その通りであると思う。有賀はまた、こうも書いている。 

 

 かかる見地からオリゲネスを見るとき、われわれはオリゲネスの自由意志論をもって直ちに哲学的

自由意志論として片付ける事を得ないのである。何故なら、かれにとって自由意志論は決して単にギ

リシア哲学の教えであったのではなく、実にキリスト教の教理、否信条にさえ、属していたのであっ

た。もとよりわれわれは聖書の教えは自由意志を認めているのか否定しているのかというような事を

ここに議論しても始まらないのである。オリゲネスも認める如く、聖書の中にはこれを肯定している

ような箇所も、否定しているような箇所も見出されるのである。実際は、聖書にかかる問題の解決を

求めることが無理なのである。聖書は本来かくのごとき理論的問題を取り扱っているのではなく、た

だ神と人間、罪と審判、恩寵と救いなど宗教体験の言葉を語っているのみである。パウロの如き人は、

キリストにおける恩寵を強調するあまり、後世の預定論者を霊感させるような言葉を残した。しかし

また神の御前における人間の責任を強調するときには、パウロもまたその他の新約の著者たちも、自

由意志を肯定するかの如き言を発している。だから、自由意志を認めるか認めないが、聖書的である

かないかの差異を齎すと思考するのは誤りである。68) 

 

その通りではないだろうか。69) 

 私たちは、ルター派の神学者や教理学者の提示した枠組みから眺めて、エラスムスを、オリゲネス

と同じような、「福音の意味を解せざる一個の合理主義者」とみなすのをやめ、「世界の市民でありた

い」とし「ただキリストにのみ仕える」70)としたエラスムス、「あらゆる祈り、あらゆる信心のめざす

ところは、唯一のキリストでなくてはならない」71)としたエラスムスの『釈義』からも学び始めても

いいのではないかと思われる。オリゲネスの方から、アウグスティヌスやルターを眺めるように、同

じ Devotio Moderna の源泉から汲んだエラスムスとルターを眺め、お互いを対立的に見ることから解

放されてもいいのではないか。ルター派の神学者たちが、かつてのトマス・アクィナスたちのように

「スコラ学」的になっているのではないかと、少なくとも傍観者には、思われないでもないからであ

る。 

 コンツェルマン『新約聖書神学概論』（新教出版社、1974 年）の訳者のひとりは、新約神学につい

て、次のように書いている。 

 

 新約神学とは、神学による新約文献の護教論的＜改釈＞の試みである。ブルトマンはその改釈の現

代的に成功した一つの例であった。そこには良かれ悪しかれ、神学という本質的には知性の頽廃でし

かない護教論の枠内であるとは言え、その枠ぎりぎりの限度までは、おのれの現代人としての思想を

誠実に貫いていこうとする試みがあった。ということはまた同時に、新約文献を歴史的過去の文献と
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して厳密に批判的にとらえていこうとする努力が、同じ枠のぎりぎり限度までなされていた、という

ことである。だから多くの人に訴える力もあったし、それに反比例して、ブルトマンと言えば読みも

せずに目を三角にして避難するやからも多かった。ぎりぎりの限度まで努力がなされた、という点で、

ブルトマンの『新約神学』が史上最後の書かれうる「新約神学」である、という印象を私は持つ。そ

れは何も、ブルトマンが最高にすぐれたものを築き上げた、などと言っているのではないので、この

方向でやれる限度までもう来てしまった、という意味である。限度まで来れば護教論は自壊する以外

にはない。しかし自壊するには時間がかかる。その方向でわき目もふらずに近視眼的に足踏みしてい

る者には、まだ限度まで来たとは思えないから、今後もまだ「新約神学」なるものはかなり書き続け

られるだろうけれども、それはすべてブルトマンを月並な水準にひきもどした同巧異曲で終わる。72) 

 

新約神学には明るくないので、ブルトマンがどのくらい護教論的であるかどうかは判断できない。し

かし、他の分野にも「護○○的」学問は少なからずあるように思われる。とはいえ、キリスト教にか

かわる研究に投入された西洋の良質の知性の質と量を考えると呆然として、「初聖体拝領」のランボー

ではないが、「キリスト！ 汝永遠の精力の掠奪者よ」（中原中也訳）と嘆かずにいられない。 

 次の引用を読んで欲しい。 

 

 人が世俗の支配者たちに服従する義務を負うのは、正義の命令がそれを要求する範囲においてであ

る。ゆえに、かかる支配者が権力の正常な権原を有することなく、それを僭取しているならば、また

彼らが不公正の行為をするならば、彼らの臣民は、誹謗とか何か特殊な危険を避けることが問題であ

るような、特別の場合を除いては、彼らに服従する義務がない。 

 

エラスムスが発する類の言葉ではないのは分かる。この近代的なトーンからすると、ルターの言葉だ

ろうか。否、である。この「抵抗権」を史上はじめて明確に定義したとされる言葉は、トマス・アク

ィナス『神学大全』にある言葉である（2-2、104 問、6 項）。 

 私たちは、中世という窓から、ルターやエラスムスの残した言葉を眺めてきた。神学の近代的パラ

ダイムを築いたルターから、一足飛びに原始キリスト教にジャンプする前に、古代・中世のキリスト

教に含まれる富に、それを引き継いだエラスムスの著作に隠された宝にも、改めて目を向ける必要が

あるのではないだろうか。 

 

おわりに 

 初期の人文主義者（ユマニスト）たちについて、フランスの歴史家オーギュスト・ルノーデが次の

ように言っているという。73) 「彼らは、教皇たちがもっと政治的でないように、高位聖職者たちがも
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っと無関心でないように、修道士たちがもっと規則正しく、もっと貪欲でなく、もっと三百代言的で

ないように、教区の聖職者たちがもっと無教養でなく、もっと献身的であるように、神学が福音およ

び人間について、もっと無知でないように、宗教がもっと聖職者万能主義でなく、もっと型にはまっ

たものでなく、もっとキリストの教えに近いものであるように望むのである。」この引用に「もっと…

であるように」（plus）「もっと…でないように」（moins）という語句が繰り返し使ってあることに触

れ、渡辺一夫は、「これは人文主義者たちの生ぬるいほどの正気
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

を指示している。彼らが反逆も宣言も

せず打倒を叫びもせず、ただ実現可能と思われた最低限のことを要求したことが暗示されている」74) 

と書いている。私は、ルターの野蛮ともいえる過激さよりも、エラスムスを想起させるこの「生ぬる

いほどの正気」という言葉が好きだ。私たちは、「革命」や「改革」はロクな結果をもたらさないこと

を歴史から学んでいる。「清教徒革命」がもたらしたのは、オリヴァー・クロムウェルの政治であった。

ルターの「宗教改革」がもたらしたのは、ドイツの荒廃と停滞だった。しかし、人が「革命的」であ

らねばならないときがあることも知っている。そのときこそ、「生ぬるいほどの正気」を維持する必要

があると思う。 

 フォスターの『眺めのいい部屋』（1908 年）からはじまったロンゲスト・ジャーニーを終えるにあ

たって、トーマス・マンの『ブッデンブローク家：ある一家の没落』（1901 年）に触れたい。この北

ドイツの都市リューベックの四代にわたる商家の歴史と衰退を描いた大作は、ブッデンブローク家の

娘トーニが、当主である祖父ヨハン・ブッデンブロークに請われて「教理問答（カテキズム）」を暗唱

しようとする場面で始まる。「ほかならぬこの一八三五年に、いとも高邁明敏な市参事会の裁可のもと

に、改定新版が発行された」（川村二郎訳）教理問答である。出典調査で、それはリューベックで 1837

年に出された『ルターの小教理問答解説』を下敷きにしていることが分かっているという。75) また、

第 2 部第 1 章には、この家には、「子孫代々一家の長男がその所有権を継承すべきものであるという

ことが指示」されている「ヴィッテンベルクで印刷された古い聖書」があると書かれている。そして、

子孫への家訓の覚書があり、その中には次の言葉が「縦長のゴチック書体で丁寧に書かれている」と

されている。「わが子よ、昼は楽しく業にいそしめよ、されども、夜は枕を高くして眠ることを得べき

業のみ、専らにせよかし」。ルターの宗教改革の雰囲気（風、ルーアッハ）は、その本拠地では 180

年ほど前でも、まだリアルに感得できるものとして周囲に存在していたのである。そうした雰囲気の

まったく欠如した極東の島国で、宗教改革をめぐって考えてきたので思わぬ誤謬は数知れずあるかも

しれない。ご海容いただければ幸いである。 

 

付 記 

 エラスムスの仕事を支えた出版人の一人にヴェネティアのアルドゥス・マヌティウスがいる。アル

ドゥス版の印刷本は、グーテンベルク版のものより小振りで、その活字の美しさで知られていた。そ
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の上、印刷技術も優れており、校正刷りは執筆するそばから届けられ、著者校正をするエラスムスの

傍で、アルドゥス自らも最終校正に余念がなかったという。他人の書いたものをなぜそれほど情熱を

傾けて読むのかと訊かれたおり、彼は「学んでいるのだ studeo」と答えたという。 

 5 つのレポートと自ら書いた附論も含めて 2 つの附論の組み版や校正を、丹念に迅速に、何度とな

く行ってくれたのは、大久保絹さんである。彼女の仕事がなければ、このレポートは完成しなかった。

執筆者たちはもちろんエラスムスには遠く及ばないが、労多く報われない仕事に嫌な顔ひとつせずに

励んでくれた大久保さんの仕事は、アルドゥス級であったことを付記し、執筆者を代表して深謝した

い。（N.A.） 

 

注 

 

1. Cf. E. T. Cook and Alexander Wedderburn (eds.) The Works of John Ruskin, 39 vols. (London: 

Longmans, Green, 1903-12), Vol. 23. p. 295. = John Ruskin, Morning in Florence: Being Simple 

Studies of Christian Art for English Travellers, 6 parts (Oripington, Kent: Geroge Allen, 1875-77), 

Part 1, p.1. 

2. ハンス・キュンク（片山寛訳）『キリスト教思想の形成者たち：パウロからカール・バルトまで』（新

教出版社、2014 年）、37 頁には「人はパウロを、とりわけドイツ人の眼鏡を通して読んでいたし、

しかもここでは全く特別に、ルターによって霊感を受け、ブルトマンによって彼の『新約聖書神学』

で体系化された釈義の眼鏡を通して読んでいた」とある。同じことはルターによる宗教改革にも言え

るのではないだろうか。 

3. 引用箇所はすべて、エミール=G.レオナール（渡辺信夫訳）『改訳 プロテスタントの歴史』（白水社、

1968 年）、12 頁。 

4. 江口再起『NHK カルチャーラジオ 歴史再発見 ルターと宗教改革 500 年』（NHK 出版、2017 年）、

27～32 頁。なおこのラジオ講座のテキストの存在は受講者から教示された。記して深謝したい。 

5. キュンク、前掲書、216 頁。 

6. 同書、203 頁。 

7. 同書、「3 カトリック的ルター」、199～202 頁。 

8. 江口、前掲書、32 頁；キュンク、前掲書、200 頁。 

9. 江口、前掲書、32 頁。 

10. キュンク、同書、200 頁。 

11. 同書、202 頁。 

12. A・E・マクグラス（神代真砂実訳）『キリスト教神学入門』（教文館、2002 年）、67 頁によれば、

かつて「唯名論」として知られていた思想運動を指す最もよい言葉として、近年「新しい道（via 
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moderna）」が採用されているとのこと。手短に説明しよう。当時、神学研究の基礎として学芸学部

では哲学（といってもほぼアリストテレスの著作）が教授されていたが（いわゆる「哲学は神学の婢 

philosophia ancilla theologiae」）、歴史的に意見の相違・推移があった。トマス・アクィナス（Thomas 

Aquinas, c.1224～1274）か、ドゥンス・スコトス（Duns Scotus, 1226～1308）か、ウィリアム・オ

ッカム（William of Ocam, c.1290〜c. 1350）か、どの立場に依拠するかの違いである。前者二人の立

場である「実在論」を採るのが「旧い道（via antiqua）」、オッカムの「唯名論」を採るのが「新し

い道（via moderna）」と呼ばれ、100 年以上対立していたが、15 世紀末には唯名論者が大勢を占め

るに至っていた。 

この対立は、認識論（と論理学）の根幹にある問題だが、キリスト教の教義と深く関わっていた（い 

る）ばかりでなく、「実在論」と「唯名論」いう語は、nominalismus と realismus の訳語としては 

誤解を招きやすいので説明したい。私たちは、感覚器官をとおして、ソクラテスなり、プラトンなり、 

アリストテレスなりを個々別々の存在として把握する。しかし、また 2 種の悟性（intellectus passivus 

受動的悟性と intellectus agens 能動的理性）の働きによって、「人間（そのもの）」という＜普遍＞ 

的な＜概念＞に至る。そして、霊魂（界）のうちに＜概念＞として＜実在＞する「人間（そのもの）」 

が、個々別々の具体的存在のなかにもある（プラトンの用語ならば「分有 metechein (Gk. ) ＝ share」 

される）がゆえに、ソクラテス、プラトン、アリストテレスは人間なのである。これが「実在論」で 

ある。「唯名論」は、これに反対する。もし、＜普遍＞なるものが、個々別々の複数の存在と明確に 

区別されるのであれば、それは数的に 1 つの（単数性 unitas をもつ）はずで、そうであれば、同時 

に多くの者・物のうちに存在するのは不可能である。こう考えるのが「唯名論」者である。厄介なの 

は、この対立がキリスト教の教義と関わってくるからだが、たとえばルターとツヴィングリがどちら 

も譲らなかった「聖餐」論にもかかわってくる。無酵母のパン（hostia）は、存在する形態 species 

としては間違いなくパンである。しかし、それは、そのままでイエスの体であるとされる。どうして 

体としてのキリストが、世界各地の教会で行われるミサに同時に存在（散在）し得るのか。これも、 

キリストの「体（そのもの）」（＜普遍＞的な＜実在＞）が、個々別々のパンのうちに存在している 

と考えれば理性的に納得できよう（「実体変化説」、「化体説」と訳される transsubstantiatio 説）。 

さらに、実在論では「原罪」もうまく説明できる。アダムの罪がアダムだけのものに終わらないで、 

なぜ子々孫々まで原罪があるとされるのか。アダムのなかの「人間（そのもの）」は、個々別々のア 

ブラハムなりダビデなりのなかにもあり、それぞれが「人間」であるかぎり、「原罪」は存在すると 

いうことになるからである。 

しかし、「聖餐」や「原罪」にとって「実在論」は説得的だが、この普遍的存在（一者）と個々別々 

の実在（複数）という認識論（論理学）だと神学的にマズイことも生じる。ペトロもユダも同じ「人 

間（そのもの）」を「分有」している。その同じ「人間」が、個別的にペトロに内在した場合は救済 

され、ユダに内在した場合は断罪されてしまう。また、神は全能であるから、全人類（ノアの家族を 

例外として）を滅ぼすのも、あるいは選択的にソドムの住人だけを滅ぼすのも自由である。しかし、 
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「人間（そのもの）」が個々別々の人のうちに存在するなら、神には欲するところの人々を滅ぼす自 

由がなくなってしまう。このようにキリスト教神学に関わる問題にも発展しうるので、認識論（論理 

学）にかかわる、ノミナリスムスとレアリスムスは対立抗争していたのである。 

13. 江口、前掲書、29 頁。 

14. キュンク、前掲書、200 頁。 

15. 江口、前掲書、28 頁。ちなみに、修道院における「世俗外的禁欲」が、カルヴァン派の神学により世

俗内の職業生活・日常生活に中で実践され「世俗内的禁欲」が成立したというのが、ヴェーバー『プ

ロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』が提出した重要な視点である。この場合、「禁欲（ア

スケーゼ）」とは、文字通りの禁欲や苦行といったことではなく、日常生活・職業生活全般におよぶ

方法的に組織された合理的な実践のことである。その例として、ヴェーバーは、改革派や敬虔派の信

徒のあいだで行われていた「罪と誘惑、そして恩恵においてなされた進歩を箇条書きに、あるいは表

にして記入する信仰日記」をあげている。世俗内「禁欲（アスケーゼ）」については、ベンジャミン・

フランクリン（鶴見俊輔訳）『フランクリン自伝』（旺文社文庫、1974 年）、137～150 頁の記述が

イメージを掴みやすいので、少し長くなるが以下に引こう。「わたしは酒場へも行かず、勝負事もせ

ず、そのほか遊びというものに時を費やすということはなかった。…わたしは勤勉こそ、富と名声を

得る方法だと考え…食事は簡単にすませ、家具も一番安いものを使っていた…よい習慣をしっかり身

につけておかねばだめだという結論に達した。…そこで、その当時自分に必要であり、また望ましい

と思われた徳を十三の名称（節約、沈黙、規律、決断、倹約、勤勉、誠実、正義、節度、清潔、平静、

純潔、謙虚）に含ませることにして、それぞれに短い戒律をつけた…一度に全部やろうとして、かえ

って注意を散漫にするといけないから、一つ身につけたら次に移るというふうにして、次々と十三の

徳を身につけるようにしようと決めた…自分があげた徳をどれだけ守っているか毎日調べることが必

要だと思ったので…小さな手帳を作り…（各項目を縦軸にし日曜から土曜までの日付を横軸にした一

覧表をつくり各徳目が守れたかどうかを日々チェックした）…わたしはその週の注意を一つの徳目を

きびしく守ることにあてて…次々とやって行くことに決めた…こうして最後まで行くと完全に一回や

ったことになり、一年に四回できるだろう…『規律』の戒律は、仕事はすべて時間を決めてするよう

に命じてあるから、わたしの小さな手帳の一ページには平日の二十四時間をどういうふうに使うかを

定めた、次のような計画を書いておいた…わたしはこの自己反省の計画の実行にはいり…やってみる

と想像していた以上にたくさんの過失を犯していることを知って驚いた」。こうして、家計簿や貸借

対照表をつけるように、自ら自分に課した徳目の励行を管理するような人間類型ができあがったので

ある。何年か前、少し大きめの文房具店に行くと、ビジネスマンのサクセスのために「フランクリン・

七つの習慣・オーガナイザー」というシステム手帳が置いてあったが、これは、上の引用でみたフラ

ンクリンの「信仰日記」の成れの果てである。こうした世俗内「禁欲」と比べるとき、本邦の石門心

学や商人道で説かれる「倹約・節約のオススメ」など児戯に類するといえるだろう。西ヨーロッパの

生んだ「禁欲（アスケーゼ）」とは、倹約・節約のオススメとはまったく次元の違う、生活全般（心
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的生活も含めて）を合理的・生産的に組織化する営為なのである。 

16. アリスター・E・マクグラス（神代真砂実訳）『キリスト教神学入門』（教文館、2002 年）、85 頁。 

17. 同書、同頁。 

18. キュンク、前掲書、201 頁。 

19. 同書、同頁。 

20. 同書、202 頁。 

21. ソールズベリのジョンの言葉は、ハンス・リーベシュッツ（柴田平三郎訳）『ソールズベリのジョン』

（平凡社、1994 年）、柴田平三郎による訳者付論「十二世紀精神の鏡－ソールズベリのジョン」（277

～312 頁）からの「孫引き」（292 頁）である（申し訳ない）。次のように続く。「…我々は彼らよ

りも多く、より遠くまで見ることができる。しかし、それは我々の視力が鋭いからではなく、我々の

背丈が高いからでもなく、我々が巨人の身体の上に高く持ち上げられているからだと、彼は指摘して

いた。私もまったくその通りだと思う」。私もその通りだと思う。柴田氏によれば、ラテン語では、

巨人も小人も複数形とのこと。 

22. ヴァイマール版全集で 127 巻に及ぶ文書をドイツ語とラテン語で書いたルターを「小人」にたとえる

のは気が引ける。しかし、トマス・アクィナスも負けず劣らず書きに書いた。『神学大全』は半世紀

以上の歳月と学者と良心的出版社創文社のエネルギーを傾注して 2012 年に全 45 巻におよぶ邦訳が完

結した。しかし、『神学大全』（邦訳は「完結」したが、原著は、カール・バルトの『教会教義学』

と同じく「未完」である）は、この中世屈指の神学者・哲学者であるドミニコ会士の「全著作の七分

の一程度」であり、その上「初学者のための入門書」だということである。山本芳久著『トマス・ア

クィナス 理性と神秘』（岩波新書、2017 年）、26 頁、34 頁参照。 

23. 藤代泰三『キリスト教史』（講談社学術文庫版、2017 年）、256～261 頁参照。いわゆる「九五箇条

提題」貼付以前に、ルターは、第一回『詩篇講義』、『ローマ人への手紙の講義』、第一回『ガラテ

ヤ人への手紙の講義』をしており、「ルターの新しい神学思想の基盤と骨組みは上述の三つの聖書講

義の時期に形成された。またルターは『実質原理』によって初めて『形式原理』を取り扱うことを知

った。実質原理とは、恩恵による義認という宗教改革の原理であり、形式原理とは恩恵による義認を

もつ器としての聖書という宗教改革の原理である」（261 頁）と書かれている。 

24. A. E. マクグラス（鈴木浩訳）『ルターの十字架の神学 マルティン・ルターの神学的突破』（教文館、

2015 年）。訳者の鈴木浩氏が 2017 年 10 月 16 日の行った講演「『97 箇条の提題』－過激なアウグス

ティヌス主義者としてデビューしたルター」の要旨が、関西学院大学神学研究会編『神學硏究』第 65

号（2018 年 3 月）に掲載されている（1～6 頁）。 

25. ジャック・マリタン（麻生宗由訳）『三人の改革者：ルター，デカルト，ルソー』（彌生書房、1971

年）。マリタンは、ルター文書をエルランゲン版、エンデルス版、そしてヴァイマール版から引用し

ているが煩瑣になるので記さない。 

26. 同書、12 頁、1516 年エルフルトの修道院長ラング宛の手紙である。 
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27. 同書、66 頁、1523 年の文書と 1522 年『結婚に関する説教』から。同頁に「私は転載しうるものだけ

を引用する」と注記し、もっと過激な発言があったことを言外に示唆している。古代ギリシアの弁論

家には、実際に法廷で語った弁論ではなく「模範」として書かれた「演示的弁論」があったが、ルタ

ーにも、実際に教会で語るものではなく、書かれたのみの「説教」があったらしい。 

28. 同書、67 頁、1531 年の文書。 

29. ケネス・クラーク（河野徹訳）『芸術と文明』（法政大学出版局、1975 年）、57 頁。 

30. 同書、56 頁。 

31. マリタン、前傾書 37 頁、1521 年の文書等。ルターは悪魔（サタン）の実在を信じていて、聖書独訳

中に屢々悪魔に悩まされたおりにはインク壺をとって悪魔の頭を殴ったとのことであるから、「悪魔」

は比喩ではない。トマスに引き続き、当時の傑出した神学者たちを擁したソルボンヌについては、「一

切の誤謬の母」「呪われた悪魔のユダヤ教会堂、白昼に姿をあらわすもっとも憎むべき理知的淫売、

真の地獄の門」と罵倒されている（37～38 頁）。言葉遣いが過激である。 

32. トマス・アクィナスには、読んでもいない本のタイトルを並べるのは気が引けるが、『神学大全』、

『対異教徒大全』の他、新約聖書では『マタイ福音書註解』、『ヨハネ福音書註解』、『使徒パウロ

書簡註解』、『黄金連環（四福音書連続註解）』がある（ちなみに旧約聖書では『ヨブ記逐語註解』、

『詩篇注解』、『イザヤ書註解』、『エレミア書註解』がある）。アリストテレスの註解としては、

『命題論註解』、『分析論後書註解』、『自然学註解』、『天体・宇宙論註解』、『気象論註解』、

『霊魂論註解』、『形而上学註解』、『ニコマコス倫理学註解』、『政治学註解』等がある（聖書と

アリストテレス以外にも、中世の大学で教科書として使われていたペトルス・ロンバスドゥス（c.1095

－1160）の『命題集』や、ボエティウス（に帰されている）『三位一体論』といった重要著作への註

解書もある）。多忙をかこっていたルターは、本当にトマスによる福音書とアリストテレスの註解書

を熟読翫味して、「一章も決して理解していなかった」と書いたのだろうか。 

33. 『奴隷意志論』でそう言われている。 

34. マリタン、前傾書、39 頁、1546 年の文書。 

35. 同書、40 頁、1535 年『ガラテヤ書講義』中の言葉。 

36. 同書、16 頁。  

37. 同書、64 頁。 

38. 江口、前傾書、29〜30 頁。 

39. それ以前にもプラトンの「アカデメイア」がある。ローマ帝国でさえ滅亡したのだから、2000 年以上

続き今でも存続している「カトリック教会」は優良組織だといえるが、プラトンが紀元前 387 年に始

めたアカデメイアも、異教的だからということで 529 年に強制的に閉鎖されるまで 900 年以上続いた

研究教育機関である。ここでは、数学や哲学などの「古典」がプラトンの時代から生きたかたちで途

切れることなく研究されていたといえよう。 

40. C・H・ハスキンズ（別宮貞徳・朝倉文市訳）『十二世紀ルネサンス』（みすず書房 1989 年 *原著
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1927 年刊） は、ラテン語古典の復活（第四章）、ギリシア語・アラビア語からの翻訳（第九章）な

どを論じている。本邦でも、たとえば柏木英彦『中世の春 －十二世紀ルネサンス－』（創文社、1976

年）がある。 

41. 柏木、前掲書には、「人文主義の理念－ソールズベリのヨハネス」（9～38 頁）が収載されている。

ホイジンガにも「前ゴシック精神の人ソールズベリのジョン」という論文がある。ホイジンガ（里見

元一郎・他訳）『ホイジンガ選集 4 ルネサンスとリアリズム』（河出書房新社、新装版 1990 年）所

収、213～247 頁。一冊すべてでこのユマニストを扱っている著作に、ハンス・リーベシュッツ（柴田

平三郎訳）『ソールズベリのジョン』（平凡社、1994 年）がある。 

42. ルターの学んだエアフルト大学との関連で、ノミナリズムの代表者であるガブリエル・ビール（Gabriel 

Biel, 1418−1498）の名にもすでに触れたが、彼はまた Devotio Moderna の代表的な思想家でもあった。 

43. 木ノ脇悦郎『エラスムス研究 新約聖書パラフレーズの形成と展開』（日本基督教団出版局、1992 年）、

47 頁。 

44. 同書、56 頁。 

45. 同書、57 頁。 

46. 同書、330 頁は、Dovotio Moderna の運動における「神との合一 unio」について「人間が神と全く同

質の存在になりきってしまうことを意味するのではなく、神への全き愛によって自己を放棄し、神の

内に自らがあることを認識することである。しかも、その合一体験は、人間の内にあって連続的に存

在しているものではなく、断続的であるが故に、人は神の中に入ったり、出たりするということにな

る。したがって、この神との合一を保持するために、瞑想と積極的生活という二つの方向が設定され

る」ごとき経験であると説明している。神に対する欠けるところなき愛により自己を放棄し、その自

己放棄のあり方を維持するために神とイエス・キリストの生涯に深く思いを致し、そのことを日々刻々

の一挙手一投足に実現していくことが神秘主義だとするならば、プロテスタントの生き方とも通底す

るところがあるのではないだろうか。 

47. 同書、51 頁。 

48. 同書、52～53 頁。 

49. 同書、53 頁。ちなみに、マクグラス（本田峰子訳）『総説 キリスト教』、102～103 頁によれば、中

世における標準的な聖書解釈法は通常、「クワドリガ」、つまり「聖書の四重の意味」、すなわち、1）

聖書の字義どおりの意味、2）アレゴリー的意味、3）比喩的あるいは道徳的意味、4）神秘的意味を読

み取るものだったという。この「クワドリガ」を、ルターは 1515 年に「聖書では、いかなるアレゴリ

ーも、比喩的意味も、神秘的意味も、同じ真実が明らかに字義どおりにほかの箇所で述べられていな

い限り、妥当ではない。さもなければ、聖書は笑い種になってしまう」（104 頁）と批判していると

いう。また、「クワドリガ」は、大学のスコラ神学部における学問研究の主たる要素のひとつであっ

たが、16 世紀の最初の 20 年間において、聖書解釈の唯一可能な選択肢だったわけではないとする。

興味深いのは「実際、ルターは、このスコラ主義的方法を聖書解釈に多用した唯一の宗教改革者と言
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ってもよいであろう」という指摘である。また、「宗教改革者や人文学者の間でそれよりもはるかに

影響力の強かった解釈法は、ロッテルダムのエラスムスと結びついた解釈法である」とも指摘されて

いる。注に注を加えると、1）は「歴史的意味」ともいい、聖ヒエロニムスが、2）は「予表論（typologie）」

ともいい、旧約のある事象が新約の歴史的事象を予め示しているとする読みで、聖アンプロシウスが、

3）比喩的（tropologie）意味とは、道徳的教訓を読みとるもので、ニュッサの聖グレゴリウスが、4）

は秘儀的（analogie）意味ともいい、天上の事象と恩寵に結びつくもので、聖アウグスティヌスが最

高の導き手とみなされていた。 

50. 佐々木中「第二夜 ルター、文学者ゆえに革命家」（46～81 頁）、同著『切りとれ、あの祈る手を ＜

本＞と＜革命＞をめぐる五つの夜話』（河出書房新社、2010 年）、64～65 頁参照。このエッセイが、

私が宗教改革の勉強のために読んだ論考のなかで、宗教改革をめぐる「ハード」についての情報（出

版や戦争での死亡者など）も多く、キリスト教とは離れたところでルターがもっている現代的意義に

ついての考察も突出して刺激的なものだった。 

51. 佐藤正樹『レクラム文庫をドイツ語で読む』（白水社、1999 年）、196 頁。ドイツ語を勉強するため

の語学本の解説部分からの引用で申し訳ない。 

52. ヨハン・ホイジンガ（宮崎信彦訳）『エラスムス 宗教改革の時代』（ちくま学芸文庫版、2001）参照。 

53. 二宮敬『人類の知的遺産 23 エラスムス』（講談社、1984 年）、26 頁、38～39 頁。この本は一見地

味だが、貴重な情報が満載の良書である。 

54. 同書、372 頁。 

55. 同書、同頁。 

56. 同書、339、340～341 頁、341 頁、342～343 頁。 

57. 聖書の本文批判を最初に手がけたのは、エラスムスではなく、ロレンツォ・ヴァッラ（Lorenzo Valla, 

1407－1457）である。このイタリアのユマニストは、少なくとも 7 種のギリシア語と 4 種のウルガタ

訳（ヒエロニムスによるラテン語訳）の写本を校合したノートを残し、それは友人たちの間で回覧・

筆写されていたらしい。「ただ、ヴァッラにはギリシア語聖書本文を確定するという意図はなかった

ようで、むしろその関心は、ウルガタ訳に窺える意味の不明な箇所、あるいはラテン語として逸格の

箇所を、ギリシア語原典を通じて正しく美しいラテン語に修正する点に集中していた」ということで

ある（二宮敬、前掲書、249 頁）。おそらくヴァッラの友人が筆写したノートを、1504 年夏、デュ・

パルク修道院で、エラスムスが偶然発見した。イタリア・ルネッサンスを代表するユマニストの聖書

校訂という営為が、北方ルネサンスのユマニストに引き継がれたことになる。 

58. ラテン語のフルタイトルは『宗教改革著作集 2 エラスムス』金子晴勇・木ノ脇悦郎・片山英男（教文

館、1989 年）、445 頁参照。 

59. 佐藤正樹、前掲書、196 頁。 

60. 木ノ脇悦郎『エラスムス研究 新約聖書パラフレーズの形成と展開』（日本基督教団、1992 年）、32

頁。 
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61. 『宗教改革著作集 2 エラスムス』、216～217 頁。 

62. 同書、184 頁。 

63. 同書、410～411 頁。  

64. 同書、同頁。 

65. 同書、414～415 頁。 

66. 二宮敬、前掲書、104～105 頁。 

67. 有賀鐡太郎博士遺著作集刊行会編『オリゲネス研究 有賀鐡太郎著作集 1』（創文社、1981 年）、288

頁。ちなみに、『オリゲネス研究』初版は長崎書店より 1943 年に刊行されている。 

68. 同書、286～287 頁。 

69. より詳しくは、木ノ脇悦郎「『自由意志論』の動機—オリゲネス、アウグスティヌスとエラスムス−−」、

関西学院大学『神學硏究』38 号（1991）、197～229 頁参照。 

70. 二宮敬、前掲書、384 頁。 

71. 同書、373 頁。 

72. コンツェルマン（田川建三・小河陽訳）『新約聖書神学概論』（新教出版社、1974 年）「訳者あとが

き（執筆は田川）」、525～526 頁。 

73. 渡辺一夫（責任編集）『エラスムス／トマス・モア 世界の名著 17』（中央公論社、1969 年）、22 頁。 

74. 同書、22～23 頁。 

75. 山室信高「ブッデンブローク家の倫理と資本主義の精神病」－マックス・ヴェーバーの「プロテスタ

ンティズム・テーゼ」に照らして見たトーマス・マン『ブッデンブローク家の人々』、『一橋社会学』

3 号（2011）、74 頁。 
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