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卵のかなしみ 

——シャーウッド・アンダソン『卵の勝利』における 

人種、重力、発話困難性 
 

The Sadness of the Egg: 

Race, Gravity, and Inarticulacy in 

Sherwood Anderson’s The Triumph of the Egg 

 
 

杉村 篤志 

Atsushi Sugimura 

 

英文要旨 

Sherwood Anderson’s “grotesque” characters in The Triumph of the Egg (1921) often 

express, in a half-muted way, their paralleled senses of entrapment within and alienation from 

American soil. Their torments can be seen as an index to the depth of Anderson’s investment 

in the theme of “America’s original sin”: the enslavement of Africans and the usurpation of 

the lands inhabited by indigenous peoples. In “Out of Nowhere into Nothing,” Walter Sayer, 

one of its main characters, relates that America “still belongs to a race who in their physical 

life are now dead.” In a letter addressed to Roger Sergel on 30 March 1938, Anderson writes 

about how Native Americans can “get into their bodies some kind of earth rhythm we miss.” 

“That Christopher Columbus was a cheat,” declares the narrator’s father in “The Egg.” “He 

talked of making an egg stand on its end. He talked, he did, and then he went and broke the 

end of the egg.” Walter Sayer sings “the river song of the young black warriors,” an old African 

song which “slavery had softened and colored with sadness.” The song suggests the complexity 

of Sayers’s desire since its lyrics imply his fancied cross-identification with black invaders and 

rapists. Anderson’s authorial impulse to “believe” in America, which William Faulkner reflects 

in his essay in 1953, finds one of its most poignant expressions in Rosalind Wescott’s “odd 

floating sensation” in “Out of Nowhere into Nothing.” Through this, the whole city of Chicago 

and Rosalind’s body leave the ground and ascend into the air, allowing, symbolically, the 

doomed descendants of “the conquering whites” to escape from the land owned by “the red 

men who are gone.” 

 

キーワード：Sherwood Anderson、The Triumph of the Egg、アメリカ、人種、先住民、奴

隷制度 

 

査 読 付 論 文 
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はじめに 

“All America asks is to look at it and listen to it and understand it if you can. Only the understanding 

aint [sic] important either: the important thing is to believe in it even if you dont [sic] understand it, 

and then try to tell it, put it down”（Faulkner Ch. 1）。1953 年、『アトランティック・マンスリー』に

寄稿したシャーウッド・アンダソン（Sherwood Anderson）論においてウィリアム・フォークナーは、

「たとえ理解できなくてもアメリカを信じること」の意義を重ねて説いた創作上の助言者アンダソン

の言葉を上記のように回想している（１）。新井景子が述べるように、代表作『ワインズバーグ、オハイ

オ』（Winesburg, Ohio, 1919）で「自らの『真理』に頑なに従うことで『グロテスク』に見えてしま

う人々の孤独、欝屈した感情、抑圧された欲望（特に性愛に関わる）」（107）を描き出したアンダソ

ンを読む読者の多くは、その作品世界のうちに「同時代の物質主義的社会や産業主義を懐疑的に見つ

める視線」（106）や「現代社会に取り残された不器用な人々へのアンダソンの愛情」（107）を感受す

るだろう。オハイオ州の農村カムデン出身、実業家でもあったアンダソンは、同時代ナチュラリズム

文学の主導者である盟友セオドア・ドライサーと同様、アメリカン・ドリームに対する信仰と懐疑を

実人生においてともに生きた（２）。そのいっぽうで、因習的リアリズムからの脱却を目指し、「重い鉄

蓋によって封をされた思考の深い井戸」の開放を通して「人生をとりまくあらゆる制度的なからくり

を乗りこえる」可能性を探った文体実験者であるアンダソンはまた（３）、初期モダニストしての後続

世代への影響力においてその存在が注目されてきた作家でもある。 

チャールズ・チャイルド・ウォルカット（Charles Child Walcutt）は、アンダソンのテクストに見

いだされる「経験の質」（39）の繊細な表現、「印象を『感受』する精神」（39）の重視、また、「選別

と配置の感覚を欠落した無知な——あるいは、うたがいなく無学な——語り手」（40）の採用を指摘

して、アンダソンを印象主義の文脈に位置づけている（４）。他方、デイヴィッド・スタック（David Stouck）

は、アルフレッド・スティーグリッツやガートルード・スタインからの文体的影響を精査して、「創作

者と登場人物が内に秘める激情」の外的表出を試みるアンダソンの作品群を表現主義の同時代芸術潮

流に照らして再文脈化を行っている。『ワインズバーグ、オハイオ』における人物たちの反復強迫的動

作を吟味するスタックは、「抑圧、さみしさ、愛の不在」（43）のアンダソン的主題と、アンダソンが

アメリカに見いだした「どこもかしこも正気を失っている社会のありよう」(qtd. in Stouck 43)の連関

をその身体表象のうちに看破している。また、“Mentoring American Racial Identity: Sherwood 

Anderson’s Lessons to Ernest Hemingway”（2011）においてマーガレット・E・ライト＝クリーヴラ

ンド（Margaret E. Wright-Cleveland）は、助言者としてのアンダソンがアーネスト・ヘミングウェイ

やフォークナーの認識の深化を促した重要な点として、「文学的ナショナリズム」と「アメリカン・ア

イデンティティの一部としての人種混交性をめぐる繊細な表現」（28）を挙げている。 

これらの先行研究を踏まえて本稿では、『ワインズバーグ、オハイオ』から２年を経て出版された連

作短編集『卵の勝利』（The Triumph of the Egg: A Book of Impressions from American Life in Tales 

and Poems, 1921）における人物の発話困難性（inarticulacy）に焦点をあてながら、同作における土

地、重力、「アメリカの原罪」の主題群の連繋状況を吟味する。1938 年 3 月 30 日、友人ロジャー・

サーゲル（Roger Sergel）に宛てた書簡においてアンダソンは、アメリカにおける土地簒奪の歴史を
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振り返り、先住民と白人を対比させて次のように述べている。 

 

And then the whole history of the country. Exploitation and more and more of it for so long. 

The living conditions of most of the people... Indians... so brutally primitive. Nevertheless a 

something you feel in the people. It’s hard to name it. It is a kind of rhythm, a dancing laughter 

underneath, a refusal to accept our northern idea of what a civilization should be. . . . It’s 

pretty strange. In spite of our living conditions, at least a dozen generations ahead of these 

Indians, we seem, comparatively, so tense, so essentially unhappy about it while these people 

can still dance, sing, get into their bodies some kind of earth rhythm we miss. (Selected Letters 

217) 

 

先住民に対する国家的搾取の歴史への批判的認識、また、それと裏腹の白人優越の意識を同時に明ら

かにするこの書簡でアンダソンは、白人の生／日常に見いだされる本質的な不充足の感覚が、アメリ

カの「大地」からの疎外状況と根源的に関わることを示唆している。以下の議論では、アメリカの土

地所有権の問題が、『卵の勝利』においていかに人物たちの孤立状況やその内面の傷つきやすさ

（vulnerability）と連関しているかを精査する。議論の過程では、生者と死者のパラドキシカルな亡霊

性をめぐるアメリカ的転覆状況や、新大陸の「発見者」クリストファー・コロンブスの「卵立て」の

逸話に対するアンダソンの批判的言及について吟味する。それらを通して、『卵の勝利』の人物たちの

表出困難な欲望のありかたを、人種暴力をめぐる「アメリカの原罪」の文脈に照らして再定義する。 

 

Ⅰ 拘束／疎外する大地 

単一の閉鎖的空間を舞台とする『ワインズバーグ、オハイオ』と異なり、『卵の勝利』では、南部、

西部、中西部、北東部各地の農業地帯、地方都市、大都市、郊外といった多様な「アメリカ」が作品

背景として設定されている。また、近距離、長距離を問わず、それらの間の人的移動が描かれている。

いっぽうで、『ワインズバーグ、オハイオ』で一貫して描かれた人物の孤立、自己疎外、拘束の連合主

題は、『卵の勝利』に直接引き継がれた上で、より多様なかたちで展開されている。例えば、 “The New 

Englander” のエルジーは冒頭で、岩だらけのバーモントの農場の「柵」（79）の内側で「地面からそ

びえ立つ灰色の巨岩」（79）に背をもたせかけながら周囲の山々に「巨人たち」（79）の姿を見、農場

を「巨人たち」が飲む「緑の液体を浸して並ぶ数々のカップ」（79）とみなしている。移住したアイオ

ワにおいても彼女はやはり、「蜘蛛の巣」（83）のごとき鉄条網に囲まれており、「海から隆起した島」

（83）のような家の壁面にもたれかって、巨大な馬に跨る「巨人たち」（83）の姿を想起させる耕作

者を眺め、農場を「海水をためたボウル」（84） 、周りを囲むトウモロコシの壁を「監獄」（85）とみ

なしている。『卵の勝利』において、アンダソン的主題としての人物の拘束の感覚は、地理的移動によ

っては解消されえない、より包括的なものに拡張されている。 

『ワインズバーグ、オハイオ』からの着目すべき主題的変容としては、大地／地盤の主題と重力の

主題の緊密な連合化が挙げられる。スタックが指摘するように、『ワインズバーグ、オハイオ』の人物
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たちの多くは、「こらえがたいフラストレーション」（Stouck 44）に直面した際、突発的に闇のなかに

駆け出す。対照的に、『卵の勝利』連作では、 後に検討する “Out of Nowhere into Nothing”の結末の

ロザリンド・ウェスコットを例外とすれば、疾走者の鮮烈なイメージは提示されておらず、人物たち

は走ることを欲望しつつも、そうできずにいる。 

『卵の勝利』において反復的に描写されているのは、人物の身体の重みと、それによって引きおこ

される沈下状態（“His body sagged in the office chair and there were heavy sagging lines at the corners 

of his mouth” ［“Out of Nowhere into Nothing” 121］）であり、また、そのような重みをもつ身体へ

の羞恥と嫌悪の意識である（“[H]e was ashamed of his own heavy body”［“Out of Nowhere into Nothing” 

139］）。娘にむかって彼女の母親の物語を語ろうと意を決した “Unlighted Lamps” のコクラン医師は

「引きずるような重い足音」（52）を響かせて昇った階段から転落死し、“Brothers” の殺人者は「重

く汚らわしいゴミ屑」（63）のような自身の手を強迫的に洗い続け、それを人目から隠す。『卵の勝利』

において、拘束的な重さの感覚は、接触恐怖、意思疎通の不可能性、拭いさりがたい汚れの意識など

とともに、人物たちの痛ましいまでの傷つきやすさと緊密に結びついている。加えて、アンダソンの

人物たちがしばしば身体の奇形性（deformity）によって大地との「自然」な結合から疎外されている

点も注記しておきたい。例えば、“Seeds” の音楽教師は「奇形ぎみ」（14）の右脚を「ひきずるように

して歩く」（14）。 “Senility” の老人の妻もまた「ねじれた脚」（56）を持っている。“There is a story.—

I cannot tell it.—I have no words. The story is almost forgotten but sometimes I remember. . . . If I could 

say the words I would sing the story. . . . I would run through the streets saying it over and over”（1）

と作品冒頭で述べる “The Dumb Man” の語り手や、 “I want to run and shout” (12)と虚しく口にす

る “Seeds” の精神科医の言葉が示すのは、「思いのままに大地を駆けること」の不可能性が、作品に

通底する「言葉がみつからない／はっきりとものをいえない」という発話困難性の主題と直接的に結

びついている状況である。 

 

Ⅱ 「アメリカの原罪」をめぐって 

『卵の勝利』の人物たちはしばしば、大地の重力に拘束されるいっぽうで、地盤との無媒介的な繋

がりもまた拒まれながら深い孤立の感覚を生きている。このことを踏まえると、“Out of Nowhere Into 

Nothing” のロザリンドが、重力からの解放のうちに完全な自由の感覚を希求していることは注目に

値する。 “The whole city seemed to reach upwards. It left the ground and ascended into the air. . . . 

She felt herself being lifted, an odd floating sensation was achieved”（125）。シカゴの工場地帯におい

てロザリンドは、シカゴの街全体と自身の身体が大地を離脱する「奇妙な浮遊の感覚」を歓びのうち

に感受している。 このことは何を示すのか。“Out of Nowhere into Nothing” の夢やぶれた歌手、ウ

ォルター・セイヤーズは次のように述べている。 

 

“. . . You will find that, although the white men have owned the land for several generations 

now and although they have built towns everywhere, dug coal out of the ground, covered the 

land with railroads, towns and cities, they do not own an inch of the land in the whole 
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continent. It still belongs to a race who in their physical life are now dead. The red men, 

although they are practically all gone still own the American continent. Their fancy has 

peopled it with ghosts, with gods and devils. It is because in their time they loved the land. 

The proof of what I say is to be seen everywhere. We have given our towns no beautiful names 

of our own because we have not built the towns beautifully. When an American town has a 

beautiful name it was stolen from another race, from a race that still owns the land in which 

we live. We are all strangers here. When you are alone at night in the country, anywhere in 

America, try giving yourself to the night. You will find that death only resides in the 

conquering whites and that life remains in the red men who are gone.” (140) 

 

セイヤーズの言葉が示唆しているのは、重力に絶えず拘束されながらも大地との調和的融合を拒まれ

続ける『卵の勝利』の孤独な人物たちの宿命的な傷つきやすさが、生者と死者のパラドキシカルな亡

霊性をめぐるアメリカ的転覆状況と深く関わることである。すわなち、『卵の勝利』の作品世界におい

ては、アメリカは依然、白人によって土地を簒奪され、大量殺戮された先住民によって所有されてお

り、いっぽうで、アメリカに「よそもの」として生きる「征服者たる白人たち」は、生きながらにし

て死んでいるような状態に置かれている。「死者たち」が所有するアメリカの大地の上で内的な死に

取り憑かれた存在とされるアンダソンの白人たちは、言い換えれば、その意識の深層において、人種

暴力をめぐる「アメリカの原罪」をけっして忘却しえていないと考えられる。1916 年 11 月、友人マ

リエッタ・フィンリー（Marietta Finley）に宛ててアンダソンは次のように書いている。“At times there 

comes over me a terrible conviction that I am living in a city of the dead. In the office dead voices discuss 

dead ideas. I go into the street and long rows of dead faces march past” (qtd. in Rideout 238)。『卵の勝

利』出版の 5 年前、アンダソンがこのように捉えた「生きながらにして死んでいる」アメリカ人の幻

像は、「征服者たる白人たちの身にのみ死はやどる」というセイヤーズの確信を萌芽的に先取ったも

のとして再把握されうるだろう。 

“Out of Nowhere into Nothing” においてアンダソンは、北米大陸の土地簒奪と並ぶ「アメリカの

原罪」である奴隷制度——黒人の身体の自律性の全的侵害——の主題も探求している。ウォルター・

セイヤーズは、20 世紀の中西部においても黒人の意志と身体の自律性の侵害行為が継続して行われ

ていると認識している。セイヤーズ家の黒人庭師は、白人女性殺害の嫌疑をかけられて拘束された際

にセイヤーズの義兄に救出され、その後に、庭師としてセイヤーズの妻コラに雇い入れられている。

白人コミュニティに取り込まれ、 “I want to be your slave. I would be happy if I knew I would never 

have to go off your place”（131）と述べる若い黒人庭師は、南北戦争以前に南部白人によって理想化

された「白人に家父長的庇護を求める」南部黒人の理想像を模倣するかのように象徴的に再奴隷化さ

れている（５）。 

「黒人たちを向上させる」（131）ことを目論む妻コラのふるまいによってセイヤーズは、はからず

も自身を擬似的な奴隷所有者の立場に置くことになっている。そのことに自覚的である彼は、黒人青

年がアフリカの故郷を喪失していることを憐れみながらも、青年の歌声に含まれる「人種のかなしみ」
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（race sadness［132］）に胸を打たれる妻の感傷性を共有しない。妻コラの庭いじりへの熱中に苛立

ち、 “It was evident the young man lived in her conception of the garden”（128）と苦々しくふり返る

彼はおそらく、象徴的に再奴隷化された黒人青年を伴って自宅の庭で “planting and transplanting”

（121）を繰り返し、「やわらかく黒い土壌」（121）を白い「石灰」（121） を用いて改良しようとす

る妻の姿のうちに、かつてアフリカ人を強制的にアメリカに移住（transplant）させ、白人優越主義に

基づく「白い」価値観を内面化することを奴隷たちに求めた入植者／征服者の欲望と罪を見いだして

いる（６）。 

 

Ⅲ 「性の罪」 

結婚生活の「真実」に直面することができない “The Door of the Trap” のヒュー・ウォーカーは、 

“We are imprisoned by the fact we belong to each other”（75）と考えている。また、“Out of Nowhere 

into Nothing” のセイヤーズは、黒人青年の歌声に「本能的ななにか」（132）を刺激されて夫の身体

をきつく抱きしめ、彼を「所有」（132）しようとする妻コラに対して深い嫌悪の念を覚えている。 作

品の主要人物たちは、結婚生活を互いを所有しあう拘束／拘禁状態とみなし、身体の接触を他者への

隷属に帰結するものとして忌避し、非所有的・脱身体的な愛の関係を虚しく希求している。配偶者を 

「体表に盛りあがる訳のわからぬ不気味なできもの」（62）と認識する “Brothers” の工場長による妻

殺しもまた、自身の身体の所有権と同一性を侵害する他者／異物を排除する試みとして理解されうる

だろう。このような身体への侵犯行為に対する憤りを最も激しく示すのは、あらゆる性交を男性によ

る「残忍な暴行」（147）とみなすロザリンドの母親である。 

 

She had thought it all out. There was a world somewhere unlike the world in which she lived. 

It was a heavenly place in which there was no marrying or giving in marriage, a sexless quiet 

windless place where mankind lived in a state of bliss. For some unknown reason mankind 

had been thrown out of that place, had been thrown down upon the earth. It was a punishment 

for an unforgivable sin, the sin of sex. (148) 

 

「性の罪」による人類の楽園喪失をこのように思い描き、 “Life was a lie. Life perpetuated itself by 

the lie called love. The truth was that life itself came out of sin, perpetuated itself only by sin”（149）

と述べる彼女の世界認識は、人間の生が根本的に「汚らわしい」ものであるという確信に支えられて

おり、この点において娘ロザリンドのそれとの平行性を示している（“Rosalind had gone away from 

the Wescott house and from Willow Springs, Iowa, feeling that life was essentially ugly. In a way she 

hated life and people. In Chicago sometimes it was unbelievable how ugly the world had become”［136］）。 

世俗的な男女関係を徹底的に否認するロザリンドの母親の「否定への情念」（149）は、「呪われた

結婚」の主題を繰り返し描いたナサニエル・ホーソーンの “great power of blackness”（Melville 521）

とまったく無縁のものというわけではない。『卵の勝利』の人物の多くに共有されているのは、最も身

近な二者関係が “understanding” なものになりえたならば自分は生／人生に全面的に参与できる、と
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いう無根拠な期待である。身近な他者に対する肯定と否認が世界の肯定と否認に直結するこのような

極端さは、ホーソーンの隠遁者、猜疑者、異端的信仰者が示すそれと相同的なものである。 とはい

え、ホーソーンは、強迫的な罪の意識に駆られて世界を否認する人物たちに強く惹かれながらも、彼

ら彼女らとの批評的距離を保つことを試み続けた。メリッサ・ペンネル（Melissa Pennell）が指摘す

るように、ホーソーンがしばしば理想化したのは、植民期ピューリタンが尊重した “yoke-mates” 

（Pennell 39）——「くびきに繋がれた者たち」——としての夫婦像である。他方、アンダソンの人

物たちが拒絶しているのは、まさにそのような二者関係である。旧大陸から離脱し、堅固な因習的共

同体意識を持たなかった初期入植者たちにとって、信仰をもとにした「くびきに繋がれた者どうし」

としての夫婦関係は、個人とその極端に走りがちな信仰を「現実」に結びつける重要な社会的役割を

担った。しかし、20 世紀初頭の産業資本主義アメリカにおいて、「生まれ—死ぬ」生命の循環に対す

る原理主義的否認を試みる『卵の勝利』の人物たちは、けっしてホーソーンが理想化したような穏健

ピューリタニズムのうちに魂の救済を見いだすことはできない。アンダソンの人物たちが示す、他者

に身体を所有されることへの怯えや、内的生命の回復への希求は、彼ら彼女らがアメリカの大地を所

有し続ける「死者たち」の亡霊によってすでに／常に拘束されていること、地盤から侵入する死によ

って絶えずその内なる生命が浸食されていることと無関係ではない。人物たちに取り憑いているのは、 

“Out of Nowhere into Nothing” のセイヤーズが示唆するように、アメリカ白人は人種的他者に怯え

つつ「肉体においては生きていても、魂において死んでいる」（152）状態にあるしかないのではない

か、という深い疑念である。 

 

Ⅳ コロンブスの欺瞞、浮遊するアメリカ 

『卵の勝利』において、「大地」に縛りつけられた人物たちの孤立と疎外の感覚は、脱出／逃走への

欲望、およびその不可能性の感覚と緊密に結びついている。“The Door of the Trap” のヒュー・ウォ

ーカーが自身を「殻のうちに生き、そこからなんとか脱出しようとしている生きもの」（69）になぞ

らえ、コクラン医師やロザリンド・ウェスコットが「壁を突破する」（51, 140）ことに思いをはせる

ように、『卵の勝利』の人物たちはしばしば、他者や社会から自身を隔てる「外殻」や「壁」を突き破

ることを希求している。しかし、彼ら彼女らは同時に、生の現実からの離脱や、自身の身体の否認へ

と駆りたてる衝動にも取り憑かれており、隔絶した内面に深く引き籠もることを強く望んでもいる。 

興味深いことに、“The Egg” の父親の声を通してアンダソンは、人物たちを疎外しつつ護るこのよ

うな「外殻」 （shell）のイメージが、それじたいアメリカの神話に深く関わることを示唆している。 

 

“Well,” he began hesitatingly, “well, you have heard of Christopher Columbus, eh?” He 

seemed to be angry. “That Christopher Columbus was a cheat,” he declared emphatically. “He 

talked of making an egg stand on its end. He talked, he did, and then he went and broke the 

end of the egg.” . . . He declared it was wrong to teach children that Christopher Columbus 

was a great man when, after all, he cheated at the critical moment. (33-34) 
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語り手である息子の誕生以来、「立身出世のアメリカ的情熱」（27）とともに生きてきたレストラン経

営者である “The Egg” の父親は、殻を割ることで卵を自立させてみせた新大陸の「発見者」コロン

ブスを、憤りをこめて「イカサマ野郎」と呼んでいる。「誰よりも卵のことを知っている」（34）と自

負する父親はそのうえで、ひとりの客の前で、「イカサマ」でない「卵立て」を実演しようとする。父

親は、「身体電気」（34）を伝える暖かい手の愛撫によって卵の内部に「新たな重心」（34）を創造し、

重力の制御を通して公正な「卵立て」をやり直そうとする。しかし、その試みは失敗に終わる。次に

彼は、酢で満たされた片手鍋で卵を温め、やはり「殻を割ることなしに」（35）、卵に瓶の首を通り抜

けさせようとする。父親が望んでいるのは、一時的に変形した卵が、瓶の首を奇跡的に通過した後、

再び 「正常なかたち」（35）に戻ることである。しかし、「卵を征服する」（conquer the egg ［35］）

ことの難しさに苛立ちを募らせる父親は、最後には手にした卵を割ってしまい、衣服の上にその中身

をぶちまける。父親の試みがすべて失敗に終わった翌朝、語り手である息子は、自身の血のなかに刻

み込まれた生命の “dreadful cycle”（28）に対する問いを「父の息子」として受け継ぐことになる。 

コロンブスの「卵立て」の逸話に対する苛烈な批判から導かれる “The Egg” の挿話において象徴

的に否認されているのは、新大陸アメリカに「白い者」たちを立たせた人物の原初の欺瞞と暴力性で

ある。父親の「やぶれかぶれの決意」（35）のもとで必死に回避されようとしているのは、外殻を破壊

することによって「白いもの」の内部にやどる生命を抹殺してしまうことである。切実に希求されて

いるのは、その傷つきやすい内面／生命を損なうことなしに、公正なしかたで「白いもの」を奇跡的

に自立させること、また、その一時的な変形を導きつつも、最終的には「正常なかたち」を回復させ

ることである。「卵を征服する」ことに失敗し、白い殻を割ってその中身をぶちまけた父親は、憤激の

うちに「わけのわからない言葉の数々」（a string of inarticulate words［35］）を喚きちらす。結末で

このように提示される絶望的な発話困難性を通して父親の声は、いわば逆接的に、「征服者たる白人」

の内的な死について確信的に語る “Out of Nowhere into Nothing” のウォルター・セイヤーズのそれ

と共鳴しあっている。 

付記しておきたいのは、セイヤーズの「歌」もまた人種暴力をめぐる「アメリカの原罪」に深く関

わることである。アメリカを先住民の「死者たち」によって所有される大地とみなし、アメリカ白人

を「内面の死」に取り憑かれた「よそもの」と理解するストーナーは、作中唯一、生者と死者のパラ

ドキシカルな亡霊性をめぐるアメリカ的転覆状況を自覚的に生きる人物である。夢やぶれ、歌うべき

歌を失った歌手である彼は、夫の身体の所有を求める妻コラを拒んで家を離れた晩、星空のもとで、

黒人庭師が口ずさんでいた「奴隷制度がその調子を和らげ、かなしみの色で染めあげてしまった若き

黒人戦士の川唄」（132）を静かに反復し、その歌に本来孕まれていたはずの大胆さを自身のものとし

ている。「若き黒人戦士の川唄」について、語り手は次のように述べている。 

 

He [the black] had remembered the song from his father who had got it from his father. In 

the South, in Alabama and Mississippi the blacks sang it when they rolled cotton bales onto 

the steamers in the rivers. They had got it from other rollers of cotton bales long since dead. 

Long before there were any cotton bales to roll black men in boats on rivers in Africa had sung 
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it. Young blacks in boats floated down rivers and came to a town they intended to attack at 

dawn. There was bravado in singing the song then. It was addressed to the women in the town 

to be attacked and contained both a caress and a threat. “In the morning your husbands and 

brothers and sweethearts we shall kill. Then we shall come into your town to you. We shall 

hold you close. We shall make you forget. With our hot love and our strength we shall make 

you forget.” That was the old significance of the song. (131-32) 

 

河を下り外部の町の襲撃に向かうアフリカの戦士たちが襲撃先の女たちに向けて唄った「若き黒人戦

士の川唄」を通してここで示唆されているのは、黒人奴隷の「戦士」としての伝統的アイデンティテ

ィの抑圧の歴史、またそれと裏腹の、アメリカ白人の悪夢としての奴隷反乱と白人女性への性的加害

をめぐる人種的恐怖である。黒人庭師の境遇を憐れむセイヤーズは、その歌声の奥深くに埋没した「か

つての意味」を掬い出す。人種的他者の声との無媒介的な共振を通して「女の身体との結合」と「熱

い愛」を賞揚して陽気に歩くセイヤーズが獲得したのは、渇望された生／性への肯定性だけではない。

それは、「抱擁と脅し」が一体となるような、自身の罪と他者の憎悪を完全に忘却させようとする傲岸

な意志である。おそらくセイヤーズはそこに、アメリカ白人としての強迫的な原罪意識からの解放の

可能性を見いだそうとしている。 

そして、このような大胆さの獲得を通してセイヤーズは、ロザリンドの意識のうちに彼と交互に現

れる人物、メルヴィル・ストーナーと接続されることとなる。その目に「冷笑」（111）の光をたたえ、

「大胆で抜け目なく［……］怖れを知らない」（144）ストーナーは、次のように述べている。“If I wanted 

to write I’d do something. I’d tell what everyone thought. It would startle people, frighten them a little, 

eh? I would tell you what you have been thinking this afternoon while you walked here on this railroad 

track with me. I would tell you what your mother has been thinking at the same time and what she would 

like to say to you”（112）。仮定法の留保をつけつつ、このように「全知の作者」としての潜在力を誇

示する点においてストーナーは、少なくとも部分的には作者アンダソンの虚構的代替者として把握さ

れうる人物である。「メルヴィル」というそのファーストネームもまた、「小説家」としてのストーナ

ーの虚構的アイデンティティを暗示するだろう。“To at last go out of myself, truly into those others, 

the others I met constantly in the streets of the city, in the office where I then worked, and still others, 

remembered out of my childhood in an American small town. To be myself and yet, at the same time 

the others” (“The Finding” 279) 。作家として追い求めた到達点をこのように述べ、自分自身を見出

すことと他者と同一化することが同義となるアンダソンの超絶主義的な共感的自我拡大への指向は、

セイヤーズとストーナーのことばを断片的に想起するロザリンドの幻想的ヴィジョンのうちにその

主題的結実を見ている。“It was Melville Stoner who lifted the town of Willow Spring up out of the 

shadow of death. . . . ‘He is like the gulls that float above the river in Chicago,’ she thought. ‘His spirit 

floats above the town of Willow Springs. When the death in life comes to the people here he swoops 

down, with his mind, plucking out the beauty of them’” (152)。作品の結末、喜びに満ちてこのように

確信するロザリンドによって、ストーナーは、ウィロースプリングスの街全体を浮遊させ、地盤に取



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

- 10 - 

 

り憑いた「死の影」と「生の中の死」から人々を解放する超越的な「精神」として想像されている。

「ここでは我々はよそものなんだ」と述べる「思いやりの人」（144）セイヤーズと対照的に、大胆な

監視者／哄笑者であるストーナーは、セイヤーズが強迫的に提示する「アメリカの原罪」の意識を、

媒介者ロザリンドの意識を経由して受けとめ、それを自身の怖れを知らぬ「大胆さ」によって超越的

に解消する。先住民から大地を簒奪した「征服者」たちの原罪はこうして、白人が構築した街全体の

大地からの離脱を通して象徴的に免罪されることとなる。結末においてロザリンドは、「生きながら

にしてその魂が死んだ者」（152）の声が届かないトウモロコシ畑の道を歩き、大地に「あたらしい命」

（152）が生まれる予感を感受し、闇に包まれた大地を駆け、「赤んぼうになる」（152）ことを望み、

その一歩ごとに「あらたな脱出の感覚」（153）に包まれ、「大胆な感覚」（153）とともに闇を追い払

い、最終的には「光の創造者」（153）となって永遠に駈け続けることを望む。このようにしてロザリ

ンドは、その恍惚のうちに、「アメリカの原罪」をめぐるアンダソン的オブセッションからの逃走の夢

を見ている。 

 

むすび 

“He was a sentimentalist in his attitude toward people”（Faulkner Ch. 1）。1953 年のアンダソン回

顧においてフォークナーはこう述べて、文学的ナショナリストとしてのアンダソンの創作態度とあわ

せて、現実には他者に「最悪のもの」（Faulkner Ch. 1）しか期待できず、いくたびも落胆しては傷つ

きを繰り返し、「心からの信頼に値するのは［……］みずからが創造した人物だけ」（Faulkner Ch. 1）

と信ずるかに見えたアンダソンの孤絶について思い返している。20 世紀初頭の産業資本主義アメリ

カの「どこもかしこも正気を失っている」社会において他者との接触に怯えながら生きるアンダソン

の人物の多くは、深刻な発話困難性を抱え込んでいる。『卵の勝利』において、内発的感情の発露は大

抵の場合、さらなる孤立や錯乱に帰結している。殻を割ることで卵を直立させたコロンブスの欺瞞に

憤り、公正な「卵立て」を懸命に試みるも惨めな失敗に終わる “The Egg” の父親もまた、狂乱のう

ちに最後は「わけのわからない言葉の数々」を喚きちらしている。ロザリンドがストーナー——アン

ダソンの代替者——に対して感受する「人生の仲間の感覚」（152）が 「言葉にならないもの」（152）

と語られるとき、その脱言語的な共感関係への憧憬はおそらく、実人生においては他者に「最悪のも

の」しか期待できなかったとフォークナーに省みられたアンダソン自身が切に希求したものでもあっ

たかもしれない。とはいえ、アンダソンが、光を発しながら暗闇のなかを疾走するロザリンドとの共

感的同一化を通して彼女の恍惚を全的に肯定しえたと想像するとすれば、それはやはり楽観的にすぎ

るだろう。浮遊するアメリカを夢想するロザリンドの切実で歓喜に満ちた逃走は、彼女が幻視する、

大地から抜け出して踊る木々や草花と同様に 「あまりに狂おしく、あまりに歓びに満ちた」（133）

ものであり、まさしくそのような切なさと狂おしさの薄暗い交点にこそ、アンダソンがアメリカに対

して抱いた欲望と猜疑が明滅していると考えられる。 
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註 

本論文は MLA スタイル第８版に則り、本学紀要の雛形を用いている。 

（1）『アトランティック・マンスリー』掲載時の表題は “Sherwood Anderson: An Appreciation.” 本

稿では、フォークナーのオリジナルタイプ原稿に基づいて 1965 年に再出版された Essays, 

Speeches & Public Letters 所収 “A Note on Sherwood Anderson” を参照する。 

（2）フォークナーは、ハーマン・メルヴィルをアンダソンの「祖父」、マーク・トウェインを彼の「父」、

そして、ドライサーをその「兄弟」とみなしている（Faulkner Ch. 1）。 

（3）To Ben Huebsch, c. 15 February 1922. Selected Letters, p. 32. 

（4）セザンヌの賞賛者であったアンダソンはしばしば自身を画家になぞらえており、“It began to 

seem to me that what I wanted for myself most of all . . . was to try to develop, to the top of my bent, 

my own capacity to feel, see, taste, smell, hear”（“To George Freitag” 150）と述べて、知覚を多様

に発展させることへの強い関心を示している。 

（5）「白人に家父長的庇護を求める」黒人奴隷の姿を理想化する議論の典型例としては、奴隷所有者

の家父長的庇護に基づいた「奴隷制度の道徳効果」（7）を賞揚した南部イデオローグ、ナサニエ

ル・ビヴァリー・タッカー（Nathaniel Beverley Tucker）の奴隷制度積極擁護論が挙げられる。 

（6）“Motherhood”において “He plowed her deeply. He planted seeds of a son in the warm rich 

quivering soil” (98)と描かれるように、『卵の勝利』においてアンダソンは、土壌を耕し、種を蒔

く行為と生殖行為をあからさまな仕草で結びつけている。妻と若い黒人の庭仕事のうちにセイヤ

ーズもまた同様の性的メタファを想起していたとしても不思議ではないだろう。 
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中国における中年期父親の男性性 

-稼ぎ主責任とケアする男性役割からの考察- 
 

The Masculinities of Middle-aged Fathers in China: 

From the Perspectives of Supporting a Family and Caring Masculinities 
 

劉  楠 

Nan Liu 

 

要旨 

研究目的は、1960～1970 年代生まれの父親を対象に、稼ぎ主責任とケアする男性性から

父親像を掴むことと、男性性による男性問題を明かにすることである。中国山西省出身の父

親 13 名を対象にインタビュー調査を行った。結果、以下の点が明かにされた。（１）父親役

割は、子どもの「方向性を示す灯台のような存在」であること。中国現代社会の情勢、例え

ば、コネを使い地位向上を果たすこと、社会の両面性（プラス面とマイナス面「腐敗」）に

ついて、父親は子どもと冷静かつ客観的に議論することによって、子どもにより客観的な世

界観を持たせることができた。父親が方向性を示す役割を持ち、母親は生活面での世話を担

うという棲み分けがはっきりしている。（２）稼ぎ主責任は子どもの数が多いほどその思い

が強い傾向にあること。長男の結婚などにより高額なお金が必要となるような時には親戚

などから借りることが多い。なかには、生活費稼ぎのためギャンブル等に手を染める父親の

事例もあった。よって、男性問題の解決を目指すには、女性、子どもがよりよい暮らしをす

るためにも、男性を含めたコンクルージョンサポート体制の構築が急務と示唆される。  

 

キーワード：回復世代の父親、稼ぎ主責任、父親役割 

 

英文要旨 

The purpose of this study is to construct an image of the father, focusing on fathers born 

in the 1960’s and 1970’s, as primary family wage earner and masculine caregiver, as well as to 

identify problems of men caused by their masculinity. Interviews were conducted with 

thirteen fathers born in the Shanxi Province, China. Results of this study clarified the 

following points: (1) The role of the father is to be “a lantern that shows the way” for his child.  

By calmly and objectively discussing the situation in modern Chinese society with his children, 

such as the use of social connections to boost one’s social status and the dual nature of society 

(both good and bad aspects, including corruption), the father is able to give his children an 

objective worldview.  Parental roles are clearly divided such that the father provides general 

査 読 付 論 文 
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direction while the mother takes care of day-to-day matters in children’s lives. (2) As a rule, 

the greater the number of children, the greater the father’s awareness of his responsibility as 

primary wage earner.  When large amounts of money are needed, such as for the wedding of 

the eldest son, many fathers borrow money from their relatives. Some fathers may turn to 

gambling or other means in order to earn additional money to cover living expenses.  Thus, 

the construction of a system of support that involves men is urgently needed both to resolve 

the issues facing men and to improve the lives of women and children.  

 

Keyword：Fathers Born in the 1960's and 1970's，Perspectives of Supporting a Family，Role 

of the Father 

 

 

Ⅰ 問題背景と目的 

 中国では、社会主義国建国当初、「女性が半分の天を支える」という理念を掲げ、女性の有職率が高

かったが、1978 年改革開放後の 40 年余りの間に婦女回家論争 4 回を経て男女の社会地位と男女役割

分業が新たに構築され、「男性は外で働き、女性は家にいて家事育児する」という性別役割分業規範や

伝統的なイデオロギーが深まったと見られる（宋 2011）。1990 年から 2010 年の中国婦女社会全国調

査追跡データの分析結果によると、「夫が仕事、妻が専業主婦」の家族の割合は、1990 年には 7.8%で

あったが、2014 年には 18.2%に上っている。また、妻の収入が減少し、女性労働者が労働力市場から

の退出にさらされていると報じられており、夫の家計経済への貢献度が 1990 年には 60.7%だったが、

2010 年には 69.5%に上昇し、「すべて/ほとんど男性が家を養う」と答える女性が 1990 年には 14%

だったが、2010 年には 32.8%と、同じく上昇している（劉 2019）。 

また、中国の特徴は、親が成人子の「結婚・新居の購入」に経済的な支援を行い、さらには孫の育

児を請け負うなど、諸外国と比べて成人子における親の責務が大きい（王 2019）。中国の家族モデル

は親が子世代を養育し、そして老後に扶養されるという中国式「フィードバック」と指摘されている

（費 2019）。 

さらに、父親の資産・社会地位により子どもの就職やその後の社会地位が決まるという世代間連鎖

もしばしば指摘され（張 2004）、中国で流行の「拼爹（父親バトル）」のように「父親の稼ぎ主役割」

が言うまでもなく重要であろう。父親の稼ぎ主役割により、家庭内の地位が決められ、「男性優位」構

造がしばしば指摘される（多賀 2018）が、しかし、男性優位の裏側にある子育て（特に成人子）に

必要な出費のための「隠れた犠牲」と「責任」への着目が少ない。そのほか、中国で公に議論できな

い賄賂横行等のセンシティブな社会問題もあり、家庭教育、特に父子間においてセンシティブな社会

問題がどのように伝わっているかも、あまり焦点を当ててこなかった。 

他方で、人工知能時代への突入に伴い、男性の就労環境も大きく変化している。人工知能技術が進

むことにより、「個人の労働契約がより一層不安定になることと、技術が重宝される一方、単純労働の

価値が下がる」傾向が指摘される（許・叶 2020）。 

このように、家庭内役割分業構造と労働構造における「ダブル転換期」の下、中国の中年期(1)男性
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が稼ぎ主責任を果たす際、経済面での困難が生じる時、どのように対応するか。本稿では、まず中年

期男性はどのような教育歴とキャリアを持つか、これらの経歴と男性の「稼ぎ主役割」との内在的な

見地を検討する。そして、父親と成人子の関わり方（センシティブな社会問題への検討を含む）を明

らかにし、中年期の男性性と父親役割を浮き彫りにする。 

 

Ⅱ 先行研究の検討 

 

１ 「ヘゲモニックな男性性」と「ケアする男性性」 

男性性を対象とした男性研究は、これまでフェミニズムや女性学に相対化されてきた。男性性は、

「ヘゲモニックな男性性」と「ケアする男性性」に分けられ、まず、ヘゲモニックな男性性とは、権

威と結びつき、他の男性性に比べて優位に位置づけており、男性支配を正当化させる戦略を具現化し

たものである。日本社会のサラリーマンが男性の生き方モデルとして見なされていることが典型事例

の一つである（多賀 2002；2018）。他方、ケアする男性性とは、「夫役割」と子育てにおける「父親

役割」を指しており、別称ケアリング・マスキュリニティである（多賀 2018）。 

現代中国社会では、家庭内における男女の役割分業と長時間労働の要請により、父親不在の割合が

増えており、父親不在が社会の隠れた問題であると指摘されている（孫 2009）。また、父親の子ども

への影響について、未就学児において母親は子どもの日常生活を多く担うため影響力が大きいが、青

年期以降の子どもには母親の影響力が徐々に低下し、父親の影響力が上昇する（孫 2009）。そのため、

青年期以降の子どもに対する父親役割に関する研究は意義があると考えられる。 

 

２ 子どもの養育における父親の責務・役割 

 これまで、儒家思想の影響により「父親の権力」が強調され、父親世代は権力と資源を握り、子世

代は親孝行の義務を担っていた（王向賢 2019）。しかし、現代中国では父親の責務とは、未成年の子

どもの養育のみならず、成人子の結婚への資金提供、孫の育児などの援助が多岐にわたる（馬ら 2013）。

父親の成人子の結婚への資金提供について、表１に時系列の変化を示した。2000 年代以降、男性側家

族からの経済援助が女性側より著しく多く、年々増加傾向にある。男女ともに、親からの支援の在り

方（男性側用意の「結納金」と、女性側が用意する「持参金や嫁入り道具」）は、欧米のプレゼント交

換式ではなく、伝統的な「男娶女嫁（嫁取り）」に近いと指摘されている（再掲馬ほか 2013）。 

表 1 結婚時双方の親から得た経済援助 

対象者の性別 男性 女性 

誰から援助を 

受けたか 
自分の親 義理の親 

比例＝ 
自分の親/ 
義理の親 

自分の親 義理の親 
比例＝ 
自分の親/ 
義理の親 

2000 年以降 33,724 元 15,779 元 2.14 倍 28,515 元 16,871 元 1.69 倍 

1990-1999 年 11,002 元 6,632 元 1.16 倍 10,586 元 7,830 元 1.35 倍 

1980-1989 年 2,861 元 1,936 元 1.48 倍 2,508 元 1,982 元 1.28 倍 

1979 年以前 384 元 235 元 1.63 倍 249 元 215 元 1.16 倍 

注：馬春华，李银河，唐汕，王震宇，石金群（2013）のデータに基づき筆者が加筆・作成した。 

 また、結婚後の住居の状況について、2008 年には男性側の親から提供されるケースが 46％を占め



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 16 - 

 

ており、時系列的にみると右肩上がりの傾向にあることがわかる（図１）。さらに、同データによる

と、独立して新居を購入する若者のなかには、親からの資金提供が 30%を占める地域もあった。 

 

図 1 結婚後の住居：1983 年～2008 年時系列比較 

 

注：馬春华，李银河，唐汕，王震宇，石金群（2013）のデータに基づき筆者が作成した。 

 

このように、子世代の配偶者選択における住居や結婚資金の準備等を親世代が肩代わりしている状

況をうかがい知ることができる。 

子どもの養育における費用の分担システムについて、世界中の国には「福祉国家型、自由市場型、

国家管理型、専業主婦型、家事使用人型、親族ネットワーク型」など様々な類型があるが、中国は「親

族ネットワーク型」（瀬地山 1996:269,330；落合ら 2007:8）と指摘されている。祖父母が孫の育児を

引き受け、子世代の仕事と生活の調和を優先させることにより、世代間における経済面、情緒面、日

常生活の連帯意識が強まることが指摘されている（落合ほか 2007）。また、中国の現行家族政策は体

系化されておらず、「補助式」「破片化」という特徴を持つ（唐,張 2013;呉,2015）。子育て支援政策が

行き届かない部分について祖父母世代の支援により埋めて満たされていると考えられる。 

子育てにおける祖父母の支援に関する先行研究は豊富である（落合ほか 2007）が、これら親族ネ

ットワークに関する研究は殆ど乳幼児の世話に限定しており、「成人子への支援における父親の責務」

に特化した角度からの検討がまだ少ない。 

また、東アジアの家族における家族成員間の相互補助と家族戦略への解釈が強調されるものの、家

族成員の「隠れた犠牲」に関する研究が乏しい。故に、本稿では男性の「稼ぎ主」役割とケア役割そ

れぞれにおいて、中国式「子世代の肩代わりをする父親の責任」を問い直すこととする。 

 

３ 1960 年代生まれ中年期男性の特徴 

中年期男性は文化大革命(1966～1977 年)と改革開放(1978 年以降)、さらに改革開放の深まり(2000

年以降)を経験しているため、ここでは三つの枠に分けて先行研究を整理する。 

第一に、本研究で焦点をあてるコーホートの中年男性は、文化大革命を体験した 1960～1970 年代
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生まれ「回復世代」（50～60 代）（Li・林 2005）の父親である。 

文化大革命が終わった 1978 年の時点で、大学生の割合はわずか 0.4％で、「回復世代」の多くは高

等教育を受けなかった悔しさを持っている（辺 2007）。そのため彼らは、子どもの学業成績への過度

な期待があると指摘されている（Li・林 2005）。また、彼らは、「赤旗のもとで生まれ育った世代」

「文革または上山下郷の世代」とよばれているように、彼らの生活史は社会の変動と密接に結びつけ

られているため、彼らが歩んできた人生の軌跡は、個々の人生の変化を歴史や社会的変動と連結して

理解する格好の研究素材（辺 2006）とされている。また、この世代の価値観において、文化大革命

の階級闘争は、時に他人を攻撃し、時に攻撃される側になるので、彼らは「信仰危機」を抱き、「人間

不信」のアノミーになったことが（丁 1991）指摘される。 

上記から中年期男性が生きていた社会変動と個人の生活史が密接に関連していること、また、教育

を受けられなかった悔しさから次世代への教育重視傾向が強いことが明らかにされた。しかし、教育

を受けられなかった個々人の家庭背景に焦点を当てた質的研究が少なく、「回復世代」に共通してい

る事象における複雑かつ多様な状況への分析が充分とは言いがたい。 

第二に、1978 年改革開放後、国営企業が私営に転換した結果、多くの企業では終身雇用がなくな

り、転職が当たりまえの社会状況となった。これを自ら経験しているのが 1960 年代生まれ中年期父

親である。 

1960 年代生まれの中年男性の上記２つの特徴を踏まえた３つの先行研究について整理する。即ち、

親世代の学歴と職業地位が本人の現職へ及ぼす影響（張翼 2004）、本人の学歴による初職の差異（永

瀬・村尾 2005）、本人の職業間移動（辺 2007）である。 

張翼（2004）は父親の学歴と職業地位と子どもの職業との関連を検討した。その結果、1960 年代

生まれの群には、対象者の現職は 14 歳時点での父親の職業地位に影響されていることがわかった。

それは文革において無産階級（特に農民と労働者の身分）の父親たちが、その後のキャリアで転職等

によってより高い社会地位を獲得できることで、人脈などを通して子どもたちの現職に影響している

とされている。また、永瀬・村尾（2005）は北京在住 25-54 歳の男女 2528 名の計量調査を通じて、

中国では日本と異なり、年功序列が会社に存在しないこと、学歴獲得によって初職に「管理幹部」「専

門・技術職」等に就きやすいと報告するとともに、40 歳代及びそれ以上の中年期男性の 6 割強が転職

経験を持つと明らかにした。さらに、辺（2007）は事例研究から中年期男性の職業間移動を検討し、

ホワイトカラー層では、一貫して「専門・技術・管理職」に従事してきた人や、職種移動を経て「専

門・技術・管理職」に上昇移動した人が多いのに対し、ブルーカラー層において移動があっても単純

労働に滞留する人が多いと指摘している。このように、中年期父親の学歴獲得とキャリア形成のプロ

セスが明らかにされた。ただし、北京及び首都圏以外、地方都市の中年男性の状況を一概に捉えるこ

とはできないため、地域の多様性などを考慮する必要がある。また、中年男性のキャリア形成と収入

が、成人した子どもへの経済支援状況への影響、特に収支相償わない時の対応についてまだ明らかさ

れていない部分が多い。 

第三に、社会格差への社会認識について先行研究の知見をまとめる。2000 年に入ってから、中国社

会では貧富の差がさらに拡大し、都市部と農村部の格差もより一層広がった。格差について人々が反
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感を抱いていると推測されるが、格差社会にあっても「技能・技術を持っている人」や「開拓精神旺

盛な人」や「学歴の高い人」は高所得でも許容されると報告されている（高原ほか 2014）。その理由

としては、自分で努力したことに対して、報いられて当然だという考えがあるからである。 

他方で、家庭教育において親の成人子への関わり方、特に「社会格差や政治の腐敗などセンシティ

ブな社会問題」について父親の心境を子世代にどう伝えたかについては、まだ明らかされていない。 

上記をふまえ、以下の課題が残されている。これまでの研究では、大規模な計量調査による家族の

構造、社会の流れに重点が置かれており、また、質的研究においても多様化かつ変化している家族に

ついての議論もあるが、しかし、事例研究において、一家の大黒柱である父親の責務や「隠れた犠牲」、

そして「無産階級（農民等の身分）」の父親たちが、改革開放後の市場経済の荒波にさらされる時、直

面する困難への検討が少ない。また、ナショナリズム主義のため、中国で公に議論できない「センシ

ティブな社会問題」について父親が家庭内でどのように次世代に伝達しているか等も明らかにされて

いない。 

 

Ⅲ 方法 

上記の課題を明らかにするために、2014 年 5 月にインタビュー調査を実施し、これまで数回不定

期的に追跡調査している。地域は、中国の伝統的な性別役割分業の規範が強いと考えられる北方地域

の山西省 B 県（県とは市の下位区分）と A 市である。対象者と事前に電話でコンタクトを取り、承諾

を得られた 13 名の父親に、自宅や近所の店で 1～2 時間かけて半構造化インタビューを実施した。今

回の調査はお茶の水女子大学の倫理委員会から認可を得ており、対象者の承諾を得た上で録音し、そ

の後テープ起こしをしたものを分析資料とした。内容は、父親の経歴、普段の子どもとの関わり方、

子どもへのサポートなどである。分析は KJ 法を用いた。 
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表 2 対象者の属性の一覧 

 

注：レートは、18.5 で換算した。 

 

対象者の属性は、表 2 で示した。2015 年の山西省都市部の住民平均収入は一人あたり 24,069 元（約

45 万円）で、本研究の対象者の年収は平均より大幅に上回っている。50 歳代は中学校卒が最も多い

（中国国家統計局 2016）ものの、本研究の対象者は最終学歴が中学校及び以下がわずか三分の一で

ある。よって、年収と学歴から見て対象者の社会階層が平均より大幅に上回ると位置づけることがで

きる。 

また、労働市場の採用基準（佟新 2003）によると、学歴が「高等教育（大学卒）」以上を「高級」、

「初級技術訓練（専門学校卒）」を「中級」、また、学歴枠から外し「都市戸籍だが、技術を持ってい

ない」を「初級」、「農民工或いは都市戸籍持っていない、技術を持っていない」を「底層」と位置づ

けした。これを基準に父親をカテゴリ化し、学歴が「大学卒」以上を「高級」（父親 L）、「初級技術訓

練（専門学校卒）」を「中級」（父親 A,B,D,E,F, M,N）、「都市戸籍だが、技術を持っていない」を「初

生年
戸

籍
学歴 職業

政治

立場

通勤

時間
勤務時間

年収

(元)

大学ラン

ク

大

学

入

試

子

ど

も

数

性

別

年

齢

職業

/専攻

世帯年収

(元)

居住

地域

父親

A
1960

都

市
中専卒 事業機関 無所属

徒歩

20分

週5日

1日8時間

4万元

(74万円)

4年制大学

(一本)
有 2 男 22

建築

学

5万元

(92.5万円)
B県

父親

B
1963

都

市
中専卒

政府機関

(その他、

投資)

無所属
車

30分

週5日

1日8時間

2万元

(37万円)

4年制大学

(二本)
有 2 男 22 医学

5万元

(92.5万円)
B県

父親

D
1968

都

市

中学校→

大専(社会

人枠)卒

事業機関 無所属
車

10分

週5日

1日8時間

2万元

(37万円)

4年制大学

(一本)
有 2 男 21

建築

学

5万元

(92.5万円)
B県

父親

E
1960

都

市
中専卒

個人

経営者
無所属 0分

週7日

休み無し

5万元

(92.5万円)

4年制大学

(三本)
有 2 男 22

金融

学

6～10万元

(111～185万円)
B県

父親

F
1961

都

市
中専卒 事業機関 無所属

バス

50分

週5日

1日8時間

4万元

(74万円)

4年制大学

(二本)
有 1 女 21

管理

学

4万元

(74万円)
B県

父親

G
1966

都

市
中学校卒 運転手 無所属

車

30分

週5日

1日7時間

【複数兼業】

4万元

(74万円)

4年制大学

(一本)
有 1 男 22

運動

学

20～25万元

(370～462.5万円)
A市

父親

H
1965

都

市
中学校卒 運転手 無所属

徒歩

30分

週5日

1日7時間

【複数兼業】

2万元

(37万円)

4年制大学

(一本)
有 1 女 19 芸術

6～10万元

(111～185万円)
A市

父親

I
1961

農

村
中学校卒

個人

経営者

共産党

員
0分

週7日

休み無し

10～15万元

(185～277.5万

円)

3年制大学

(専科)
有 3 男 22 芸術

10～15万元

(185～277.5万円)
A市

父親

J
1962

都

市
小学校卒

私営

企業主
無所属 不明

週7日

休み無し

100万元

(1850万円)

4年制大学

(三本)辞

退

有 2 男 21
起業

中

100万元

(1850万円)
B県

父親

L
1964

都

市

4年制

大学卒

政府事業

法人

責任者

無所属

車15分

(運転

手付)

週5日

1日8時間

10～15万元

(185～277.5万

円)

4年制大学

(一本)
有 1 女 22 数学

15万元

(277.5万円)
A市

父親

M
1961

都

市

3年制

大学卒

学校

教職員
無所属

バス

20分
週5日

4万元

(74万円)

4年制大学

(二本)
有 1 女 22

教育

学

8万元

(148万円)
A市

父親

N
1964

都

市
高校卒

学校

教職員

共産党

員

バス

1時間
週5日

3万元

(約55.5万円）

3年制大学

(専科)
有 1 女 20

外国

語

3万元

(約55.5万円)
A市

父親

P
1960

農

村
中学校卒

個人

経営者
無所属 0分

週7日

【複数兼業】

3万元

(約55.5万円）
高校卒 無 4 男 22 -

3万元

(約55.5万円)
B県

父親 家族子ども
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級」(父親 G,J)、「農民工或いは都市戸籍持っていない、技術を持っていない」を「底層」（父親 H.I,P）

と名付けた。自営業の父親は、ほかより年収がやや高いが、学歴にはばらつきがみられる（図２）。 

 

図２ 学歴と世帯年収による対象者の位置づけ 

 
 

Ⅳ 語りの分析 

 父親の経歴からは、子育てにおいてどのような考えを持つかを明らかにする。語りの引用はなみ線

で表記し、文中の引用はさらにかぎカッコをつけた。 

 

１ 同じ世代・異なる背景の「回復世代」の父親 

1960 年代生まれの父親たちの共通項と思われるのは、学齢期に経験した文化大革命であった。こ

の世代のほとんどは、苦労して学歴を手に入れた経験がある（辺 2009）。本研究の対象者も同じ傾向

がみられた(A、B、D、E、F、M、L)（表３）。苦労した体験から「知識は運命を変えた」（M・E・F）

と語った。彼らの共通点は、もともと農民出身であること。「高考」（大学受験、下記同）を通じて自

らの努力で技術や学歴を手に入れ、「知識によって運命を変えられた」という実体験がある。他方、一

族が高学歴の L さんは兄弟３人とも重点大学に進学した。L さんの父親はそもそも大学卒であり、子

どもに理系（数学、物理と化学）をしっかり学ばせたいという教育方針であった。L さんは数学が基

礎の基礎であることを次世代の教育にも活かしている。 

 

 

 

 

世帯年収

学歴

Hさん

Pさん

小
学
校
卒

中
学
校
卒

高
校
卒

中
専
卒

３
年
制
大
学
卒

４
年
制
大
学
卒

2万元

5万元

10万元

15万元

20万元

25万元

Jさん100万元

Gさん

Lさん

I さん

Nさん

Eさん A、Bさん

Dさん

Mさん

Fさん

高級
中級

初級

底層
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表３ 調査対象者の教育歴とキャリアへの影響 

 

さて、普通高等学校招待生全国統一考試（以下、高考）に参加しなかった回復世代はどのような状

況だったのか。 

 

① 高考に参加できなかった人、または参加したものの、進学できなかった人の決断 

Ｇ、Ｉ、Ｐさんに詳しい話を伺えた。Ｇさんの父親は村の教師・会計などを務めていたが、文革に

おいて批判闘争され、その後に幹部を辞退し、菜園で野菜栽培をしていた。Ｇさんは中学校卒業後、

父親のコネにより、食堂で炊事の仕事を見つけた。また、Ｉさんは、当時の村は皆が均等に貧しく、

「家族を賄うことと着るものがないこと」等の生活の問題が一番で進学どころではなかったと語った。

そしてＰさんは高考に参加したものの、長男であるため、進学を諦め、労働力として生産隊労働の仕

事を選んだ。なぜ長男ならではの選択なのか、Ｐさんは以下のように語った。 

 

当時、父親は長年に渡って単身赴任していて、きょうだいも多かった、家のことは母親が

すべて担っていた。高考の帰り道に、近所のおばあちゃんから「お母さんが台車を押しなが

ら坂を登っていて、台車ごと転んだんたよ。あなたはいい年だから、働かないと、お母さん

一人で大変だよ」と、言われ、長男である自分は生産隊に入らないと、母親が辛い思いをす

ると知らされた。ゆえに、進学を諦め、生産隊に入り社会に出た（Ｐ）。 

 

では、きょうだいの出生順位によって、責任の重さが変わってくるか。 

自分は長男だから、率先して親孝行（Ｐさん，Ｅさん）しているという。ほかにも同じ思いの対象

者がいた。Ｉさんは 7 人きょうだいの次男だが、自分がきょうだいのなかで出生順位が上なので、き

ょうだいの中で最も親孝行していると言う。Ｐさんによると「女性にとっては夫がいなくなったら、

兄に従う。相談事は兄に尋ねる」というのが中国の家族の暗黙のルールだという。長男の役割につい

て、Ｐさんは「最初もらった給料と工分（説明：仕事で点数を稼ぎ、点数によって食糧を分配する制

度）は家に納め、生活費や弟と妹たちの授業料などに当てた。弟は在学中にお金が足りないと真っ先

に僕に手紙を書いてきたので、僕は封筒に 30 元(500 円)ぐらい挟んで弟に郵送した」と語ってくれ

た。 

高考に参加の有無とキャリアへの影響 対象者 合計 

高考回復直後に受験し、学歴または専門学校等で 

技術を手に入れ、その後の職につなげていけたと 

見られる対象者 

A、B、E、F、H、L、M、N 

（全員都市戸籍） 

8 名 

高考に参加していない対象者 G（都市戸籍） 

Ⅰ、P（農村戸籍） 

3 名 

社会人として入学、学歴を手に入れた対象者 D（都市戸籍） 1 名 

不明 Ｊ（都市戸籍） 1 名 
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また、Ｐさんは結婚した当初、長男として３年間位は給料を家に納め続けた。しかし、弟と妹たち

は結婚してから家に給料を納めることはなかったという。どうして長男だけ、家に給料を納める必要

があったのか。インタビューではっきりと分かったのは、「たくさん奉仕するのは長男と長女の責任

である（Ｐさん）」ということ。Ｐさんはこれを中国家族の伝統規範として考えおり、さらにこの考え

を自分の子どもにもしつけていた。  

 

② 技術持ち V.S. 技術持たずの苦労 

専門学校で技術を学んでいた父親と、学んでいない父親の差は、どこにあるか。Ｅさん（労働市場

において「中級」）は、技術持ちで卒業と同時に、国家企業に配属された。ところが、改革開放後、所

属している国家企業の私営企業への転換に伴い、リストラされた。そこでＥさんは起業し、独立した

という。転職ができたのは「技術があるため」とアピールした。では、技術を持っていない人の苦労

は、果してあるのであろうか。 

教育歴をあまり持っていない農村戸籍のＩさん（労働市場において「底層」）は、中学校を卒業して

から社会に出た。父親の人脈により紙工場で臨時雇いに従事した。19 歳で軍隊に入り鍛えられ、数年

後に復員した。その後、村の幹部を務めながら公社の経営層をつとめた。職業を転々としたが、公務

員になれず悔しいと語った。I さんの社会認識について後節で詳しく述べる。 

さらに、安定した職業と低収入をめぐる葛藤がみられた。学校の職員（準公務員、給料は国の予算

から出る）Ｎさん（労働市場において「中級」）は、「外の農民工の給料さえ、私たちより高い。もっ

と稼がないと。特に収入においてプレッシャーが高い。」と語った。しかし、Ｎさんは現職の学校から

独立できるか、というと「できない」と答えるのである。 

一方で、（労働市場において同じ「中級」であるが、技術持ちの対象者（Ａさん、E さん、Ｈさん）

は、解雇または企業が倒産しても、すぐ転職または起業できるという自信がみられる。次節では、改

革開放後の社会認識について述べる。 

 

２ 父親の複雑な心境を子世代にどう伝えるか 

上述したように、父親たちは社会主義建設から改革開放まで、50 年余りの社会変化を経験してき

た。毛沢東時代(2)よりも、現代中国社会の多元化している社会現象と、それにより生じた様々な不公

平に対して、より多くの不満を抱いていると思われる。このような不満を、どのように次世代に伝え

ていくのか。 

Ｉさんの事例（労働市場において「底層」）を見てみよう。Ｉさんは、親族の人脈に頼りたかった

が、残念ながら安定した職業につくことができなかった。当時、農村戸籍Ｉさんは仲人の紹介により

妻と出会った。妻は都市戸籍で、しかも父親は政府で勤めている公務員である。政府で勤務する舅の

人脈を利用し、就職したかった。紙工場で臨時雇いだったが、給料が少なく、家族を養うことができ

ない。結局、給料の少なさに耐えられず、転職した。舅いわく「就職を世話したが、仕事をやってく

れなかった」。ところが、Ｉさん本人は「舅に騙された。世間一般では娘や婿の就職・昇進に便宜を図

るのに、公務員の舅に仕事の世話をしてもらえない。舅は悪習に染まらず潔癖である（「两袖清风，一
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心为国」）模範者である」と愚痴る。Ｉさんは「僕は共産党員なのに、共産党の飯をもらえなかった

（政府部門で公務員として勤めることができなかった）」と語った。 

社会認識については、以下のように語った。 

 

昔は大飢饉だったが、現在は飽食時代。毛沢東の時代は、才能があれば幹部に昇進できた。

しかし現段階では、使える人脈がないと(何事も)（括弧内は筆者が追記、以下同様)うまく

いかない。毛沢東の時代では、金持ち（資本家）を孤立させたが、いまはできない。僕は共

産党員として共産党の飯を食えなかった。貴人の助けを得ることができなかった。しかし、

子どもには、貴人の助けを得て、近道で就職できることを期待する（Ｉ）。 

 

Ｉさんは学歴や知識がない農村戸籍、そして学歴もないこと等から、子どもには知識を身につけ、

さらに「貴人の助け」すなわち、人脈をうまく利用して地位向上の目的を達成してほしいという考え

を示した。そのため、上述した軍隊に在籍していた間蓄積した、豊富な人脈をもっていたのである。 

また、（労働市場において「高級」）L さんは、社会全体の風紀への違和感と自身の心の中の矛盾を

語ってくれた。社会の変化と腐敗など敏感な話題を避け、慎重に言葉を選びながら話してくれた。 

 

心の中の「净土」（清らかな地）を守りたいが、社会において成功することとは矛盾する。

社会で生き残るためには、主流文化（ここの文脈では党員になること）に頼るしかない。僕

自身は党員ではないが、子どもの党員申請に同意した。政府の一部の腐敗を子どもと話し、

議論したこともあるが、子どもにどのような社会実情かを分かってほしい。とはいえ、マイ

ナス面ばかりではなく、「正能量」（ポジティブな面）もあるので（Ｌ）。 

 

これをどうのように解釈すればよいか。高原ら（2014）の調査結果によると、よい生活をしている

勝ち組の人たちの方が政府に対して批判的で、負け組に入るような人たちがそうとは思っていないと

報告されている。学歴が低く技術持っていない人は、生活費を稼ぐなど目の前のことで精一杯なのだ

ろう。 

中国社会の格差社会について、「技能・技術を持っている人」や「開拓精神旺盛な人」、「学歴の高い

人」は高所得でも許容されるという（高原ほか 2014）。この考え方は、本研究においても確認された。

「回復世代」は、父親自身の経歴（個人の主体的能力）と社会関係（結びあわされる人生）、さらに時

空上の位置（歴史・社会構造・文化－計画経済から市場経済への変化）によって多様なキャリア経験

をもつ（辺ほか 2006）故、コネを使って高所得者になったり、賄賂などの金銭のかけひきで権力を

得たりするような不公平な社会実情には、人々は怒りを感じるか（高原ら 2014、本稿：Ｌさん）、羨

ましさを感じる（本稿：Ｉさん）。後者の場合は、これまで自分に出来なかったことを、子どもにはコ

ネで地位達成を願うという流れになる（Ｉさん）。 

社会格差や政治の腐敗などセンシティブな社会問題について、なぜ自分の子どもに対して冷静かつ

客観的に議論できるのか。その理由は何か。社会観念の主流として、自分の努力が報われて高所得者
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となり、それによって格差が広がることは是認されるからである（高原ほか 2014）。特にプラス面と

マイナス面の両刃を、父親が理解し、さらにそれらの考えを次世代に伝えたかったのであろう。ここ

では、収入格差がひろがっていることと、良し悪しの判断基準ならびに人々が憤っていることは、切

り離して考えねばならない。 

これらの事例からは、父親がこれら矛盾している社会現象に関する議論や解釈を、子どもの社会適

応に役立てると推察できる。 

 

３ 父親の稼ぎ主役割 

 子どもの数は、家庭によってばらつきがある。農村戸籍の父親Ｐさん（子ども 4 人）、Ｉさん（子

ども 3 人）は、二孩政策(3)の実施前に３人の子どもに恵まれた「大家族」である。子どもの多い家族

では、父親は稼ぎ主責任を重く受け止めているか、子ども 4 人がいるＰさんに話を聞いてみた。 

「うちは 4 人もいるので、たくさん仕事していっぱい稼がないといけない」。次女からお友達と比

べて、あれこれほしいというおねだりされたとき、「他のおうちは多くて 2 人きょうだいだろう。お

小遣い１元ならば、一人あたり 0.5 元だけど、うちは 4 人きょうだいだから、平均すると 0.25 元だ

よ。よそと比べないほうがいい」と説教したという。実際にＰさんは職を転々とし、副業も多く兼業

してきた。「中国の伝統では、男は一家の長である。稼いて家を養うのは男の責任だ」と語っている。 

では、父親の責務について、当事者はどのように思っているか。Ｉさんは稼ぎ主、妻は食事作り家

事などを担い、妻と自身との分担は明確にしていた。この考えはＩさんだけではなく、Ｊさんも同様

であり、父親としての責務は「大卒後の就職活動、結婚のサポートをする」ことだという共通認識を

持っていた。 

 

父親は、子どもの学校、仕事、結婚をサポートする。3 人の子どもは全員大学専科卒･･･

養うのは容易ではない。村で最もいけている方だと思う（Ｉ）。 

 

父親は、子どもの学校卒業(大学・短大・専門学校)、就職、結婚まで面倒をみることが多い傾向が

みられた。Ｉさんは父親としての人生をこのようにまとめた。 

 

子どもが小さい頃に焦るし、入学させようとして焦るし、入学して受験に受からなかった

ら焦るし、受かったら仕事が見つからないことに焦る。さらに、良い結婚相手見つからなか

ったらまた焦るし、よい暮らしができなかったらさらに焦る（Ｉ）。 

 

子どもの成長段階に合わせて焦りの内容も違うことが読み取れる。中国における父親の責務は、子

どもが独立し、結婚してからも続くということである。費孝通（2019）の指摘した中国式「フィード

バックモデル」、すなわち父親は子どもを養育し、子は父親の老後を面倒みる、ということに関連する

と考えられる。 
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４ 父親のケア役割 

 家庭生活において、父親役割は子育てにおいてどのような特徴をもつか。 

聞き取り結果によると、日常において生活費の遣り繰りや日々の買い物等、細かいことについては

「父親がやってはいけないこと」（N さん）とされており、母親に任されている（対象者全員）。父親

の出番は「インターンや就職など子どもの将来に関わる大きな事」（N さん）である。 

父親が「道具的役割」と対外ネットワークを務めることにより、子どもの「インターンや就職」に

能力を発揮ができると考えられる。父親に就職相談、そして母親のケア役割との棲み分けから、男性

の家における「ヘゲモニックな男性性」が確認できる。 

また、父親が子どもの方向性を導くことが、ある種の責任として捉えられている。 

 

友達感覚で悩み相談に乗り、子どもの人生観・世界観の確立に役立てる（Ｍ）。 

 

しかしながら、すべての父親は、Ｍさんのように子どもと友達感覚で些細な事でも相談に乗れるわ

けではない。Ｉさんの事例を見てみよう。Ｉさんは子どもの大学の専攻について、自分は好きではな

いし、勧めようとも思っていなかったが、父親として「寛容」の態度をとり、子どもが興味関心を示

したことを「支持する」立場を取った。父子間の話が噛合わないので、直接に子どもの悩み相談に乗

っていないが、仲介役の母親を通して聞いている。「正直、今の勉強は今後のサバイバル（社会で生き

残り）のため、言い換えれば稼ぐため」（Ｉさん）と意味深い口調で語ってくれた。繰り返し述べる

が、Ｉさんは自ら高考を受けなかったので、勉強しなかったことを後悔し、子どもに学歴取得を願っ

ている。ただ、学歴は単純に勉強や知識を身につけるのではなく、金稼ぎや社会で生き残れるためで

あることを強調した。ここでは父親役割と母親役割の棲み分け、すなわち母親が生活の世話、父親が

今後の方向性を示す役を担っていることが明らかにされた。 

 

５ 荒波をどう乗り越えるか 

 稼ぎ主である父親は「収入や貯金が足りない」という危機にさらされるとき、どのように乗り越え

たか。前述したように、経済援助は 1979 年 13%から 2000 年 31.8%に増え、さらに、父親世代の自

己認識では、父親責任というのは子ども世代の結婚への資金提供、既婚子の子育てへの援助などが多

い（馬ほか 2013）とされている。 

インタビュー結果からは、成人期の子ども（特に男子）の結婚費用を持ち出すことが一般的であり、

そのために父親たちはたくさんの労力を費やすこともがわかった。子どもの大学進学に伴い高額な学

費を支払うことに、それほど困らなかったという E さん、P さんであるが、しかし、長男が結婚する

時には「東の壁を壊して、西の壁を補修する（一時しのぎの手段をとる）。きょうだいから借りて費用

に当てた」と述べた。ほかの対象者からも、学費などで困った時、きょうだい・信頼できる友達から

お金を借りた(I さん,M さん,N さん)経験があるという。ところが、金融機関からの融資に関しては一

人もいなかった。 

お金で困ったときに、相談できるのは、親戚や友人であるという聞き取り結果からは、中国家族・
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親族ネットワークの特徴を改めて確認できる。本研究では対象者の語りから、お金を借りられるのは

親近か疎遠かという基準があり、一番の親近者から最も大きな金額を借りられるという。 

 

きょうだいとは良い関係なので、困ったら相談できるし、すぐ貸してくれる。長男の結婚

に、弟から 10 万元（約 167 万円）、従兄弟から 15 万元（約 250 万円）を借りた。きょうだ

い達から借りられなければ、知人から数千元など少しずつ集めるしかないが、それは手間か

かる（Ｐ）。 

 

Ｐさんは、きょうだいに学費を支援した（上述）ために、その見返りとしてきょうだい達は、困っ

た時にお金を貸してくれたという。これらから、きょうだい間の相互扶助の関係性も窺い知ることが

できる。 

一方、男性たちは「稼ぎ主責任」というプレッシャーを無意識に感じていることも明らかである。

そういった強い責任感から、生活費、特に子どもの教育費、結婚費用を捻出・確保することに一生懸

命すぎて、方法を選ばなくなった父親もいた。対象者から知人○○さんが株に投資するケース、カジ

ノにはまっていた△△さんの事例も聞かされた。 

○○さん（40 代）は、自営業だったが、商売で儲かった資金を株に投資し、最初は儲かっていた。

しかし、株の暴落によりショックを受け、直後に心筋梗塞になり、妻と未成人 2 人の子どもを残して

急死した。△△さん（50 代）は、もともと事業編の職員であり、コツコツと長年勤務してきた。子ど

もの大学進学用の学費を支払うため、一夜で暴富を儲けようとカジノに手を出した。最初は勝ってい

たが、知らずのうちに、カジノにかけられるお金が負担できなくなり、結局、給料の振込通帳まで差

し押さえられてしまった。 

これらの事例から、学費の工面に奔走する父親の苦労が窺えるが、これらが男性の危機であるとの

社会的認識にいたらない。ただそれは個人的な問題であるとして、世間は見て見ぬふりをするばかり

である。妻が就労している家族が多いにもかかわらず、男性は「一家の大黒柱として家を養う」とい

う固定観念に縛られており、また、相談相手がいないという状況に置かれていると推察される。 

 

Ⅴ 結論と考察 

 本節では、３点ほど考察していきたい。 

第一に、男性は「一家の主」であり「稼ぎ主責任」があるというのが中国地方都市の中年期男性に

おける共通観念である。父親の責務は、子どもの就学に関わる費用のみならず、就職、結婚といった

ライフサイクルを視野に入れたうえで「稼ぎ主」をつとめている状況が明らかであった。また、夫婦

間の役割分担において、生活におけるケア役割が主に母親である一方で、父親は子どもの将来の方向

性を決めるのが役割である。「ヘゲモニックな男性性」があるゆえ、長男には、ほかのきょうだいよ

り、責任を負わないといけないことが明らかにされた。 

費孝通（2019）の指摘した中国式「フィードバックモデル」は、西洋の代々順送りに受け継いで次

へ送り伝えていくモデル「リレーモデル」と異なる。具体的に述べると、「フィードバックモデル」と
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は、甲の世代が乙の世代を養育し、乙の世代は甲の世代を扶養し、乙の世代は丙の世代を養育し、丙

の世代はまた乙の世代を扶養し、後の世代は先の世代に対して受けた結果や役割を戻さなければなら

ない。本稿では、回復世代の父親（乙世代）は、次世代の丙の世代を、成人までの養育ではなく、成

人子の独立後も見守る覚悟で「養育」しているわけである。その見返りに、成人子からの老後の扶養

を期待するのである。しかし、現代中国の工業化と都市化、特に家族規模と家族構造の変化により、

このような「フィードバックモデル」に変革が迫っている。子どもからの扶養を見返りとして期待し

ていない父親がたくさんおり、父親自身は養老保険（年金）があるので子どもに迷惑をかけたくない

と語るのである。他方で子どもの養育にはすべてのエネルギーを注ぎ込む傾向がある。核家族化が進

むにつれ、家族のあり方が多様化していくであろうが、親の「隠れた犠牲」のゆくえが今後どの方向

へ進むか、今後も議論する余地がある。 

第二に、父親たちは、同じ世代・異なる背景の回復世代である。回復世代にとっては、学歴と技術

は同等な意味をもつわけではない。技術持ちの者は、市場経済の波にさらされても、離職したらすぐ

独立・起業できる。この点が極めて重要だと明らかにされた。 

回復世代の価値観と教育観は独特な視点を持っている。社会格差や政治の腐敗などセンシティブな

社会問題について、自分の子どもと冷静かつ客観的に議論することによって、子どもにより客観的な

世界観を持たせることができると思われる。「技能・技術を持っている人」や「開拓精神旺盛な人」、

「学歴の高い人」のように努力が報われて高所得者になることは当然であるという認識のもと、父親

は、子ども世代に自分の社会階層を下回らないよう、コネを使うか、または教育投資等によって、次

世代の「学歴」「技能・技術」さらに積極・前向きな考え方を伝授するわけである。 

第三に、男性の危機について考察する。現時点では稼ぎ主責任は父親に押しつけられている状況で

あり、借金や返済も男性は一人で黙々と責任を負うことが「男らしい」と評価されることが多い。本

稿では、多額の出費を控えてお金で困った時、人生の荒波をどう乗り越えるかを分析した結果、きょ

うだい、すなわち親族から借りることが分かった。これによって、中国家族における親族の相互補助

機能が確認できたといえよう。 

一方でこの調査で見えた男性像は大黒柱（稼ぎ主責任）だが、これが男性を追い込み「男性危機」

となっている。これを払拭するには、「男はみだりに泣かぬもの」という中国の伝統的な男性像のイメ

ージを変革し、男性は泣いて大丈夫、家を養わなくて大丈夫といった文化をつくる必要があるであろ

う。 

2020 年 COVID-19 による世界経済への打撃はリーマンショック以上の甚大なものになると言われ

ている。これら経済の不景気が男性たちのライフスタイルにまた大きな影響を及ぼすと不安が募る。

そして、中国では、中高年男性が危機に向かっているという状況と時代背景をまず理解しなければな

らないし、男性性をめぐる諸問題も全国的規模（範囲）で現状把握をする必要がある。婦女連という

組織の活動において、女性、子どもがよりよい暮らしをするためにも、男性を含めたコンクルージョ

ンサポート体制の構築が急務であろう。 

最後に、本研究の限界点についてふれる。まず、山西省の地方都市および農村部から収集したデー

タであるが、対象者は中間階層、やや上の階層に偏る点、特に対象者および配偶者の学歴は、同地域・
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同年齢層の平均より大幅に上回り、高いことに留意しなければならない。次に、妻の就労は、補助的

立場でありながらも、夫の稼ぎ主役割への影響についてもさらに明らかにする必要があったため今後

の課題とする。本稿では、中国の「圧縮された現代化」による「補助式」の家族支援政策のもと、「成

人子への支援における父親の責務」への着目が男性研究に一石を投じたと考えられる。 

 

 

注 

本論文は、「『家族社会学研究』投稿規定」に従い、本学紀要の雛形を用いている。 

(1) 中国における高齢者の定義は 60 歳以上である。ぎりぎり 60 歳未満の男性たちを、中年のカテゴ

リへと分けた。 

(2) 毛沢東時代とは、社会主義建設の時期を指しており、「貧しかったものの収入格差が存在しなかっ

た中国社会」という時代認識である。 

(3) 2016 年は一人っ子政策廃止と共に「二孩政策」（二人目の子どもを出産してよい）実施の年である。 
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「運命」と「All right」 

-芥川龍之介「歯車」第一章の分析- 
 

"Fate" and "All right": 

An Analysis of Ryunosuke Akutagawa's "Haguruma" Chapter 1 

 

小林 一之 

Kazuyuki Kobayashi 

 

要旨 

本論は、芥川龍之介が生前に公表した「歯車」の第一章「一 レエン・コオト」を対象に

して、作者芥川と話者兼作中人物の「僕」を方法的に分離して、「僕」の思考と行動を考察

したものである。 

「僕」がある郊外から東京へと向かう東海道線の駅や車中、滞在先のホテルで、「レエン・

コオト」「蛆」などの無気味なもの、自身の鏡像や分身的なものと遭遇し、他者からの「All 

right」という言葉を聞きとり、それらのもの、像、言葉が問いかける意味を了解していく物

語である。ジャック・ラカンの精神分析理論に依拠して、「僕」という主体の無意識が、「All 

right」「オオル・ライト」という声や文字が反復され連結される中で開かれていき、「義兄」

の死によって「運命」を了解して閉じられていく過程を分析した。実証的な見地から「歯車」

の物語としての虚構性は明らかだが、作者の経験的な素材やモチーフと表現された世界と

の関係は非常に複雑である。言語と無意識の問題に接近した点において、1920 年代の世界

文学の新しい潮流の中に位置づけられる小説だと考えられる。  

 

キーワード：芥川龍之介、歯車、ジャック・ラカン、無意識 

 

 

Ⅰ  

 芥川龍之介「歯車」は、『大調和』６月号（1927 年 6 月 1 日発行）に「歯車」という題名で第一章

が掲載された。ただし、題名は「歯車」であり、「一 レエン・コオト」という章題はない。この第一

章が芥川龍之介が自らの意志で公表した作品となる。作者没後、第一章に「一 レエン・コオト」と

いう章題を付された上で、遺稿として残された第二章から第六章までを併せて、『文藝春秋』第 5 年

第 10 号（1927 年 10 月 1 日発行）に「歯車」として発表された。 

物語の内容から判断すると、当初から第六章までの連作的な構成であったと想定できるが、結局、

第二章から第六章までは芥川の生前に発表されることはなかった。第一章には単独の物語としての完

結性があり、「歯車」全章の構造が集約されている。この第一章を原型にして、第二章から六章までを

「歯車」のように連結していくのが、作者の構想だったと考えられる。 

研 究 ノ ー ト 
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「歯車」の受容の歴史において、この作品の話者であり作中人物である「僕」は、「僕」が作者芥川

であることを指示する表現が作中にいくつかあるために、作者芥川龍之介自身だとされてきた。その

結果、小説全体が作者の体験を表現した作品だと解釈されてきた。しかし、これは自明なことだろう

か。本論では、話者兼作中人物の「僕」と作者を分離して、「僕」の思考の過程を探究したい。そのた

めに、「僕」の思考が「了解」という次元で完結している第一章に限定して、この作品を分析すること

にしたい。 

 

Ⅱ  

第一章では、「僕」が知人の結婚披露式に出席するために、滞在中の避暑地から東京のホテルへ向か

う一日の出来事とその後日談が語られている。物語の場は大きく、東京のホテルへ向かう道中、ホテ

ルの晩餐の会場、ホテルの部屋という三つに分けられる。三つの場面ごとの主要なモチーフは、「レエ

ン・コオト」との遭遇、「蛆 Worm」の出現、「All right」「オオル・ライト」という言葉である。その

主要なモチーフに、東海道線車中の女生徒、軽井沢の女、「半透明の歯車」などが挿入されている。最

後の場面で「僕」がこの一日の出来事の意味を「了解」することで、第一章の短い物語は完結する。 

三つの主要なモチーフについて探究するが、この論ではモチーフの意味の解釈には余り立ち入らな

いで、「僕」という主体がモチーフとなる表象や記号と遭遇するあり方、それらのモチーフの組合せ

方、言葉の連想や接続の仕方に焦点を当てて分析していきたい。 

冒頭で東海道線の駅へ向かう「僕」は、自動車に乗り合わせた「或理髪店の主人」から、「レエン・

コオトを着た幽霊」の話を聞く。その主人と別れてまもなく駅の待合室で「レエン・コオトを着た男」

を目撃するが、この時は「ちょつと苦笑」する。そのあからさまな出現に対する無意識の反応であり、

「レエン・コオト」との遭遇を偶然だと捉えているのだろう。二度目の遭遇は、「僕」が列車の車中で

旧友の「Ｔ君」と話しているときに起きる。一度目は「苦笑」した「僕」は二度目になると無気味な

ものを感じる。三度目は、滞在中のホテルの廊下の長椅子に「如何にもだらりと脱ぎかけてあつた」

「レエン・コオト」を見つける。一度目二度目のように「レエン・コオト」を着た男を目撃したわけ

ではないが、それを身につけていた人間の不在がむしろ気になったのかもしれない。 

そもそも「レエン・コオト」というモチーフは、「或理髪店の主人」という他者の話の中で、「僕」

に吹き込まれるようにしてもたらされる。これに限らず、「歯車」で生起する様々な物事や出来事は、

他者の側から主体の方に押し寄せてくるという構造がある。最初は「レエン・コオト」という言葉、

一度目と二度目は「レエン・コオト」を着た男、最後は「レエン・コオト」という服というように、

言葉、人間、物が連接されていく。「レエン・コオト」はそれらを媒介する一種の記号とも捉えられ

る。もともと「レエン・コオトを着た幽霊」の話によって始まったものであり、死の表象と強い関連

を持つ。また、「レエン・コオト」はそれを身に纏う人間を意識させ、「レエン・コオト」を着た分身

を生成していく記号だと把握することもできる。 

「僕」はホテルに到着し、「結婚披露式の晩餐」に出席する。ある漢学者の老人と古典の話を続ける

内に「病的な破壊慾」を感じる場面で「小さい蛆」が出現する。該当部分を引用したい。本文は『芥

川龍之介全集』第十五巻（1997）による。 
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僕は勿論黙つてしまつた。それから又皿の上の肉ヘナイフやフオオクを加へようとした。

すると小さい蛆が一匹静かに肉の縁に蠢いてゐた。蛆は僕の頭の中に Worm と云ふ英語を呼

び起した。それは又麒麟や鳳凰のやうに或伝説的動物を意味してゐる言葉にも違ひなかつた。

僕はナイフやフオオクを置き、いつか僕の杯にシヤンパアニユのつがれるのを眺めてゐた。

        （『全集』第十五巻 46 頁） 

 

この作品では、視界に特異なものが出現するときに「すると」という接続詞が多用されている。「蛆」

は「Worm」という英語を呼び起こし、その言葉はさらに「麒麟や鳳凰のやうに或伝説的動物」を意

味するようになる。ある対象を示す言葉が他の言語に変換され、さらに他の指示対象を想起させいく

のは、「歯車」の言語表現の特徴の一つである。この「蛆」は「肉」との関連において死を連想させる

ので、「レエン・コオト」と同様に、死を意味する記号としても機能している。 

 

Ⅲ  

晩餐の後「僕」は、廊下、僕の部屋（衣裳戸棚・鏡台）、廊下、ロビーへ出る隅（スタンドの電燈・

長椅子）、廊下、廊下の隅の給仕だまり、僕の部屋（机の前の椅子）、ベッドの側の電話というように、

落ち着きなく動き回る。「僕」がホテルの部屋や廊下を彷徨う場面を引用したい。 

 

僕の部屋には鞄は勿論、帽子や外套も持つて来てあつた。僕は壁にかけた外套に僕自身の

立ち姿を感じ、急いでそれを部屋の隅の衣裳戸棚の中へ抛りこんだ。それから鏡台の前へ行

き、ぢつと鏡に僕の顔を映した。鏡に映つた僕の顔は皮膚の下の骨組みを露はしてゐた。蛆は

かう云ふ僕の記憶に忽ちはつきり浮かび出した。 

僕は戸をあけて廊下へ出、どこと云ふことなしに歩いて行つた。するとロツビイへ出る隅

に緑いろの笠をかけた、背の高いスタンドの電燈が一つ硝子戸に鮮かに映つてゐた。それは

何か僕の心に平和な感じを与へるものだつた。僕はその前の椅子に坐り、いろいろのことを

考へてゐた。が、そこにも五分とは坐つてゐる訣に行かなかつた。レエン・コオトは今度も亦

僕の横にあつた長椅子の背中に如何にもだらりと脱ぎかけてあつた。「しかも今は寒中だと云

ふのに。」      （『全集』第十五巻 46-47 頁） 

 

「僕」は「僕自身の立ち姿」を感じた「外套」を衣装戸棚へ抛り込む。「立ち姿」を表す「外套」は

「レエン・コオト」という記号の変奏であり、無気味なものを感じたのだろう。その後、自分の顔を

「鏡」に映すことで、鏡像のモチーフが浮かび上がる。主体にとって鏡像は一つの分身でもある。「皮

膚の下の骨組み」を露わにした鏡像は、痩せ衰えた「僕」の死相を浮かび上がらせ、晩餐会で見た「蛆」

を想起させる。「僕」は廊下へ出るが、長椅子に「如何にもだらりと脱ぎかけてあつた」「レエン・コ

オト」を見つけてしまう。「僕」と「外套」、「僕」と「鏡に映つた僕の顔」、「皮膚の下の骨組み」と

「蛆」、「僕」と「脱ぎかけてあつた」「レエン・コオト」。死を想起させる分身的なものの増殖によっ

て、「僕」の不安や焦燥が高まってくる。この続きの場面である転換が起きる。 
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僕はこんなことを考へながら、もう一度廊下を引き返して行つた。廊下の隅の給仕だまり

には一人も給仕は見えなかつた。しかし彼等の話し声はちよつと僕の耳をかすめて行つた。

それは何とか言はれたのに答へた All right と云ふ英語だつた。「オオル・ライト」？――僕

はいつかこの対話の意味を正確に摑まうとあせつてゐた。「オオル・ライト」？「オオル・

ライト」？ 何が一体オオル・ライトなのであらう？ 

僕の部屋は勿論ひつそりしてゐた。が、戸をあけてはひることは妙に僕には無気味だつた。

僕はちよつとためらつた後、思ひ切つて部屋の中へはひつて行つた。それから鏡を見ないや

うにし、机の前の椅子に腰をおろした。椅子は蜥蜴の皮に近い、青いマロツク皮の安楽椅子

だつた。僕は鞄をあけて原稿用紙を出し、或短篇を続けようとした。けれどもインクをつけ

たペンはいつまでたつても動かなかつた。のみならずやつと動いたと思ふと、同じ言葉ばか

り書きつづけてゐた。All right……All right……All right, sir……All right…… 

（『全集』第十五巻 47-48 頁） 

 

「僕」は廊下である「話し声」を聞く。視界に給仕はいないが、彼らの「話し声」だとされる。「ち

よつと僕の耳をかすめて行つた」とあるように、その声もその声の主も不確かで朦朧としているが、

「何とか言はれたのに答へた All right と云ふ英語だつた」と認識する。 

この声は誰が発したものか。どのような種類の声なのか。少なくとも三つの可能性がある。 

・視界の外にいた給仕が発した「All right」という言葉を、「僕」がそのまま聞きとる。 

・視界の外にいた給仕が発して「ちよつと僕の耳をかすめて行つた」朦朧とした言葉を、「僕」が  

「All right」という言葉に分節して聞きとる。 

・「僕」が言語性幻覚、幻聴のようなものとして「All right」という言葉を聞きとる。 

「All right」は通常、他者に対する応答の言葉である。給仕の客に対する応答であれば、「わかりま

した」「承知しました」という了解を意味する返事であり、その声の聞こえ方は別にして、「僕」がこ

の言葉をとりわけ気にする理由はない。「All right」は「オオル・ライト」というカタカナの表記に変

えられ、「？」という疑問符も付けられる。これは独り言のようにあるいは心の中の声として発声した

ことを表しているのだろう。「All right」は他者の声、「オオル・ライト」は主体の声と分離できる。そ

して「僕」はその「対話の意味」を正確に把握しようとする。「オオル・ライト」は二度繰り返され、

「何が一体オオル・ライトなのであらう？」という言葉に収束するが、不可解で不可思議な反応であ

る。 

この後、「僕」は「無気味」に思いながらも部屋に入り、「鏡」を見ないやうにして「安楽椅子」に

腰をおろす。死を想起させる自分自身の鏡像を避けたかったのだろう。「僕」は原稿用紙に「或短篇」

を書こうとするが、「ペン」はいつまでたっても動かない。ペンが動くという表現は即物的で客観的な

描写であり、「僕」は自分自身を対象化して表現している。やつと動いても、「All right……All 

right……All right,sir……All right……」という「同じ言葉」を書き続けている。「All right」という英

語に戻され、「sir」も挿入されていることから、給仕と客との対話を再現しているのかもしれない。

しかし再現であるのなら、「All right」が四度も反復されるのは不自然である。給仕から「All right」
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という話し声を聞いた時点から原稿用紙を書くまでに、ある程度の時間が経過している。この時間の

流れの中で、「All right」という言葉そのものが「僕」という主体に侵入してきた。逆に言うと、「僕」

はこの言葉に支配されてしまったようでもある。あたかも何かに強いられたように浮かび上がる無意

識的な言葉のようにも受けとめられる。また、意図したものではないだろうが、シュルレアリスムの

自動筆記にも似ている。 

この場面で「僕」という主体はどのように思考し、一連の行為をしたのだろうか。 

「歯車」読解の歴史の中でこの場面の解釈は充分ではなかった。言葉の意味を中心に解釈する方法

では難しい。言語とそれを表現する主体、無意識の次元での言語の機能についての理論が必要になる。

本論では精神分析家ジャック・ラカン（Jacques Lacan）の無意識に関する理論に依拠して、この場面

の分析を試みたい。 

ラカンは、1955-56 年のセミネール第３巻『精神病』（Le Séminaire livre III - Les psychoses, 1955-

1956）において、「象徴的構築物」とその「フレーズ」について次のように述べている。 

 

フロイトが述べているような無意識の存在を認めるとするならば、この象徴的構築物、こ

のフレーズが、その緯糸によって、人間の体験のすべてを覆っていると考えなくてはなりま

せん。つまりこの構築物は多かれ少なかれ潜在的なものでありながら、常にそこにあり、そし

てそれは人間の適応にとって欠くべからざる要素の一つであると考えなければならないので

す。（中略） 

このランガージュを、内的なものと形容することもできましょう。しかし、「内的な」とい

うこの形容詞がすでにすべてを歪めるものです。何故なら、このいわゆる内的な独り言は外

的な対話と完全に連続しているからです。それだからこそ、私達は無意識は他者のディスク

ールでもあると言うことができるのです。（中略） 

人間にとって問題は、無意識というこのランガージュに占領されないように、この連続し

た変調の働きをうまく切り抜けることです。だからこそ、人間の意識は無意識から逸れるよ

うになっているのです。ただ、無意識の存在を認めるということは、たとえ意識が無意識から

逸れるとしても、先に述べた無意識の変調の働きや、すべての複雑さを持った無意識のフレ

ーズは、それでもなお存続しているということです。   （ラカン 1987、上 185 頁） 

 

無意識は言語のように構造化されているという考え方がラカンの理論の中心にある。通常は無意識

は閉じられているが、日常生活の言い間違い、機知、睡眠中の夢という形で現れて、開かれていく。

神経症では症状として現れる無意識の意味は解読される必要があるのに対して、精神病では無意識は

白日のもとにさらされて、そのままの形で開かれている。ラカンは引用箇所で、無意識は「内的な独

り言」として把握されがちだが「外的な対話」「他者のディスクール」とも連続し、人間が正常である

ためには、無意識というランガージュに占領されないようにそれから逸れることが重要であると語っ

ている。ただし、意識が無意識から逸れても無意識のフレーズは存続していることを強調している。 

「歯車」第一章で「僕」が聞いた「話し声」、「All right」という言葉は何らかの他者、現実的あるい
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は幻影的な他者の語り、ディスクールである。「僕」はその他者の言葉に捉えられ、「オオル・ライト」

という独り言のような内的ディスクールを発して、この「対話の意味」を把握しようとする。少し時

間が経過した後で、「僕」は「All right……All right…… All right, sir……All right……」という文字を

繰り返し書きこむ。ラカンの引用部分にある「無意識というこのランガージュに占領」されているよ

うな状況である。一連の流れの中で、他者の言葉「All right」に主体が占領されて、時間の経過と共

に、その言葉が次々に主体の内的な声「オオル・ライト」、主体の記す文字「All right……All right…… 

All right, sir……All right……」と連結される。他者のディスクールに占領されながら、主体の無意識

が言葉として浮上してくる。「僕」という主体の無意識が開かれていく過程だと考えることもできる。 

この過程をより根本的な構造として捉え直してみたい。「僕」の思考や言動の軌跡をたどると、この

主体がいくぶんか妄想的な気分にとらわれているという判断が成り立つ。ラカンは「正常な人間の中

に在る妄想的なもの」の存在を認めているが、人間存在の持つ「パラノイア的構造」について、セミ

ネール第３巻『精神病』において次のように述べている。 

 

パラノイア的構造の基礎にあるのは、患者が、自分が表明する何かをそれ以前既に了解し

ていたということ、すなわち、何かがすでにパロールという形になり、それが患者に語りかけ

るということです。もちろん、この何かが幻影的な存在であるということは誰しも疑わぬこ

とですし、患者自身すら疑いを入れないことです。何故なら、患者は自分に話しかけられるパ

ロールの源は全く曖昧であるということを認めることが出来る立場に常にあるからです。パ

ラノイア患者が証言していることは、患者に語りかけるこの存在の構造に関してなのです。

       （ラカン 1987、上 65 頁） 

 

ラカンは「パラノイア的構造」を持つ主体が求めている「了解」について考察している。その「了

解」の特性は、「自分が表明する何かをそれ以前既に了解していた」ことにあり、しかも、その幻影的

な存在が何らかの「パロール」という形で主体に語りかけることにもある。 

「歯車」第一章には、この一日の出来事、「レエン・コオト」「蛆 Worm」の出現を、「僕」が謎や

問いとして捉えて、その意味を了解しようとする潜在的な構造がある。それらの無気味な記号、不可

解な暗号は主体に語りかけ、問いを投げかける。問いと答えという応答的な構造が作品全体を覆い、

「僕」は無気味で不可思議な記号が意味するものを知りたいと思っている。東海道線に乗り、街を歩

き、ホテル内を彷徨して、謎の答えを求めるが、むしろ、それらの記号が「僕」に了解を求めている

かのように事態は進行する。「All right」の声を聞く以前からすでに、「僕」は応答と了解の構造に支

配されている。応答と了解の潜在的な構造が、この場面において、「All right」の応答と「僕」による

了解という具体的な状況へと転移したとも考えられる。このような状況の場に、突然、電話の音が響

く。 

 

そこへ突然鳴り出したのはベツドの側にある電話だつた。僕は驚いて立ち上り、受話器を

耳へやつて返事をした。 
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「どなた？」 

「あたしです。あたし……」 

相手は僕の姉の娘だつた。 

「何だい？ どうかしたのかい？」 

「ええ、あの大へんなことが起つたんです。ですから、……大へんなことが起つたもんです

から、今叔母さんにも電話をかけたんです。」 

「大へんなこと？」 

「ええ、ですからすぐに来て下さい。すぐにですよ。」 

電話はそれぎり切れてしまつた。僕はもとのやうに受話器をかけ、反射的にべルの鈕を押

した。しかし僕の手の震へてゐることは僕自身はつきり意識してゐた。給仕は容易にやつて

来なかつた。僕は苛立たしさよりも苦しさを感じ、何度もベルの鈕を押した、やつと運命の僕

に教へた「オオル・ライト」と云ふ言葉を了解しながら。 

僕の姉の夫はその日の午後、東京から余り離れてゐない或田舎に轢死してゐた。しかも季

節に縁のないレエン・コオトをひつかけてゐた。   （『全集』第十五巻 48-49 頁） 

 

「大へんなこと」とは近親者の突然の不幸や事故事件を告げるものだろう。給仕を呼ぶベルの鈕を

押すなかで、「運命」が「オオル・ライト」という言葉を教え、その言葉の意味を「僕」は「了解」す

る。この一日の出来事、「レエン・コオトを着た男」の目撃、「蛆」の出現など、無気味な記号、不可

解な暗号との遭遇は、「僕」にとって謎であり、問いであった。記号の意味は何か、誰から誰に伝達さ

れているのか。他者からの話し声「All right」を聞いた時点である転換が起きる。「オオル・ライト」

は何かに対する応答であり、その応答の意味を求めているところに、姪からの電話があり、義兄の自

殺を知る。「レエン・コオト」も「蛆」もその他の不可思議な出来事も、それらの記号としての意味合

いは義兄の「死」であることを「やつと」了解したのである。後日、義兄が「レエン・コオト」を着

ていたことを知り、その了解をさらに確信したのであろう。 

「僕」の了解へと到る流れの中で、「オオル・ライト」が決定的な言葉となっている。「オオル・ラ

イト」はもともと「All right」という他者の声が「僕」に伝えたものであるが、「運命」が「僕」に教

えた言葉だと位置づけられる。この「運命」を「僕」はどのように受けとめたのか。「運命」そのもの

を「僕」という主体はどのように了解していくのか。そのことが「歯車」の根源的な問いとなる。 「歯

車」第一章は次のように終わる。 

 

僕はいまもそのホテルの部屋に前の短篇を書きつづけてゐる。真夜中の廊下には誰も通ら

ない。が、時々戸の外に翼の音の聞えることもある。どこかに鳥でも飼つてあるのかも知れな

い。 （昭和二・三・二三）     （『全集』第十五巻 49 頁） 

 

「僕」はホテルの部屋で「前の短篇」を書き続け、廊下には誰も通らず、「翼の音」だけが聞こえて

くる。開かれた無意識はやがて閉じられる。「僕」が「了解」に到った時点で無意識は閉じられていっ
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た。 

 

Ⅳ  

 これまでの分析に基づいて簡潔にまとめると、「歯車」第一章は、話者兼作中人物の「僕」がある郊

外から東京へと向かう東海道線の駅や車中、滞在先のホテルで「レエン・コオト」「蛆」などの無気味

なもの、自身の鏡像や分身的なものと遭遇し、他者からの「All right」という言葉を聞きとり、それ

らの像や言葉が問いかける意味を了解していく物語である。「僕」という主体の無意識は、「All right」

という声や文字が反復される過程で開かれていき、電話の声によって義兄の死を知り「運命」を了解

していく過程で閉じられていく。 

それでは、作者の芥川龍之介はこの小説をどのように創造していったのだろうか。この論の冒頭で、

この小説の「僕」が作者芥川自身だとされ、小説の出来事が作者の体験を表現したという従来の見方

への疑問を呈した。結論を述べると、作者の伝記的事実と照合する限り、少なくとも第一章に語られ

ている出来事は、作者の経験の表現や現実の反映ではない。「歯車」は基本としては虚構作品である

が、その虚構のあり方、小説の構成の仕方が独特である。 

「歯車」第一章の「僕」の行動の軌跡は次のようになる。 

東海道線の或停車場の奥の避暑地→（自動車）→東海道線の或停車場→停車場前のカフェ→（列車

→或郊外の停車場→省線電車→省線電車の或停車場→ホテル→結婚披露式→廊下→部屋→廊下→ロ

ビーへ出る隅→廊下→部屋 

作品内の世界では「僕」の行動がこのような順序で語られている。この一日の出来事の中心には義

兄の自殺があるが、そのことに該当する芥川の伝記的な事実と照合しよう。現実の世界では、義兄が

自殺した日は 1927 年（昭和 2 年）1 月 6 日である。その前後の芥川の行動を振り返りたい。 

芥川は 1 月 2 日に鎌倉の小町園（前年 12 月 31 日から静養のために滞在）から東京田端の自宅に帰

る。4 日、義兄の西川豊の自宅が全焼するが、多額の保険金が直前に契約されていたことから放火の

嫌疑がかけられる。警察が義兄の行方を追う中、6 日午後 7 時頃に義兄は千葉で鉄道自殺する。作品

の中では、当日の夜、「僕」はホテルの部屋で姉の娘からの電話でこの件を知らされたとされている

が、現実では、作者芥川は 2 日から田端に滞在している。芥川が「歯車」の「僕」と同様に行動した

とすれば、6 日までに再び東海道線のある駅の奥の避暑地（鵠沼と推定される）の家に戻っていなけ

ればならない。現在までの調査ではその事実はない。新年早々であることからも、芥川は 2 日からは

田端にずっと滞在していたとする方が自然である。4 日以降は義兄一家の面倒を見る必要もあった。

昭和 2 年 1 月 8 日付「東京朝日新聞」の義兄自殺を報じた記事には、芥川本人による談話が掲載され

ている。「驚く氏 自殺とは意外」という小見出しのもと、「まだ遺書は見てゐないからよく判らぬが

義兄は私とは性格も趣味も非常に異なつてゐるので年に一、二度位より逢つてゐません、西川君は実

際家なので自殺するのが寧ろ意外な位です、昨夜急な用事があるからたれか来てくれといつて来まし

たから母を送り届けたのでした母も向ふへ着いてはじめて知つたのでせう全く意外です」とある。こ

の記事は 7 日に取材したのだろうが、記事の内容からしても、芥川は 6 日の夜に田端の自宅で他の家

族と一緒にこの報を聞いたようである。現実の芥川が作品「歯車」と同じような行動を取っていたこ



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 38 - 

 

とは完全に否定することはできないが、芥川はこの日東京にいて、田端の自宅で義兄の訃報を聞いた

という推測の方が妥当である。第一章における「僕」の行動の軌跡は虚構だと判断せざるをえない。 

重要な「レエン・コオト」のモチーフについても、1 月 8 日付「東京日日新聞」に「折カバン一個」

（中に「三通の遺書」）、「オーバーコート一着」が遺留品であったと報道されたことから、義兄が「し

かも季節に縁のないレエン・コオトをひつかけてゐた」という表現も虚構である可能性が高い。 

作品の「僕」の軌跡は芥川の行動の軌跡とは異なり、義兄の「レエン・コオト」のモチーフも現実

とは異なる。第一章に限定しても、この「歯車」の物語とモチーフの虚構性は明らかである。しかし、

芥川の義兄の自殺という出来事は事実である。また、義兄との関係を除外すれば、芥川が「レエン・

コオトを着た男」を二三度目撃した可能性を否定することはできない。この小説の素材となった経験

と小説として表現されている世界との関係は非常に複雑である。 

逆の観点から、芥川が第一章を構成した狙いを考察してみたい。例えば、「僕」が列車で移動すると

いう物語の基本の枠組は、鉄道自殺した義兄と関係づけるために、「僕」も作品内の当日に東海道線に

乗って移動するという設定が必要だった。駅に向かう自動車の途上で「レエン・コオトを着た幽霊」

の話を聞き、その後、「レエン・コオトを着た男」を停車場や車内で繰り返し見るというように、「レ

エン・コオト」は、自動車や列車、停車場や鉄道という場との関連において出現している。「レエン・

コオト」をめぐるモチーフは緻密に練り上げられている。 

最初から、「或理髪店の主人」から「レエン・コオトを着た幽霊」の話を聞き、その後も女生徒の話

が耳に入ってきたり、T 君や漢学者の話を聞いたりする。給仕の「All right」の話し声を経て、最後

は姪からの電話の話を聞くことになる。この一日の出来事の主要なモチーフはすべて、他者からの話

によって「僕」にもたらされる。「僕」は徹底的に受動的な存在であり、話を受けとる存在であること

にも作者の周到な狙いがある。 

第一章の語り方と語られている時間と空間についても工夫されていて、三つの次元の語りに分けら

れる。 

・一次的語り、当日の出来事の語り…「僕」は、東海道線沿いの避暑地から東京まで移動し、結婚披

露式に出席してホテルに滞在する。「レエン・コオト」「蛆」などのモチーフの提示。「オオル・ライト」

という言葉の「了解」。 

・二次的語り、当日から離れた時点での語り…「僕の姉の夫」の死の報告と関連する「レエン・コオ

ト」のモチーフの提示。 

・三次的語り、現在時での語り…「いま」も「その」ホテルで「前の」短編を書きつづけている。「翼

の音」「鳥」のモチーフの提示。 

つまり、「歯車」第一章には大きく分けて三つの次元の異なる時間が流れている。そして、第一章の

最後は語りの現在時に回帰し、ひとたび物語が終結している。三つの次元の語りによって、重層的に

構造化されている。 

 

Ⅴ 

芥川龍之介がこの小説を書いたのは 1927 年であるが、方法的にもモチーフ的にも現代的な作品で
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ある。言語と無意識の問題に踏み込んだ点において、1920 年代から 30 年代にかけての世界の文学の

潮流の中に位置づけられる実験的な小説でもある。 

芥川は小説「死後」（1924 年）の末尾で「フロイドは――」と、精神分析の創始者ジークムント・

フロイト（Sigmund Freud）に言及している。おそらく日本の近代小説に「フロイト」という固有名

詞が登場した最初の例であろう。また、「文芸的な、余りに文芸的な」（1927 年）では「僕はヒステリ

イの療法にその患者の思つてゐることを何でも彼でも書かせる――或は言はせると云ふことを聞き、

少しも常談を交へずに文芸の誕生はヒステリイにも負つてゐるかも知れないと思ひ出した」と書いて

いる。 

芥川の生前にフロイトの著作の翻訳はまだ出版されていなかった。しかし、大正時代からフロイト

理論の解説書が出版されて、文学理論にも影響を与えていた。芥川は古今東西の文献に親しみ、英語

も堪能だったので、フロイトの英訳や英語で書かれた解説書を読んでいたとも考えられる。『夢解釈』

『機知』『日常生活の精神病理学』などには、言葉の綴り直し、言葉の圧縮、言葉による連想などの事

例が豊富に書かれている。芥川がその事例に触発されて「歯車」の一部を構想した可能性も検討して

いく必要がある。 

また、この作品全体にヨハン・アウグスト・ストリンドベリ（Johan August Strindberg）の『地獄』

（Inferno, 1897 年）からの強い影響が見られる。その他の作品を含めて、間テクスト的な関係につい

ても調査していかなければならない。 

「歯車」第一章は、作者芥川龍之介が自身の様々な経験的素材を加工や変形した上で要素として分

解し、読者に与える効果を熟考した上でその要素を連結させて物語の枠組を作り、間テクスト的な関

連を設けた上で多様なモチーフを整えて、あらゆる要素をあたかも「歯車」のように連結させて構成

した複雑な小説である。本論では特に、主体の無意識が開かれて「運命」の了解によって閉じられて

いく過程を、「All right」「オオル・ライト」という言葉のモチーフに焦点化して、作品の構造を分析

した。今後は、言語と無意識の関係を基本的な視座にして、「歯車」全体の構造を研究していきたい。 

 

 

注 

本論文は、MLA スタイルを参考にし、本学紀要の雛形を用いている。 
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芥川龍之介『芥川龍之介全集』第十五巻。岩波書店、1997。 

ラカン、ジャック『精神病』（上・下）小出浩之・鈴木國文・川津芳照・笠原嘉訳。岩波書店、1987。 



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 40 - 

 

 

アン・ブラドストリート詩文抄：  

聖にして善なる瞑想 
 

Anne Bradstreet, Meditations Divine and Moral 
 

 

渡辺 信二 

Shinji Watanabe 

 

キーワード：アン・ブラドストリート、詩文、信仰、瞑想 

 

 

Anne Bradstreet 
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The Tenth Muse by Anne  
Bradstreet.jpg 
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まえがき 

Anne Bradstreet（アン・ブラドストリート 1612?-1676）は、ア

メリカ文学史の冒頭で必ず言及される初めてのアメリカ詩人であ

り、かつ、初めての女性アメリカ詩人である。彼女の詩集の出版

は、17 世紀から今世紀まで継続して行われているが、Thickstun や

questia などを参照しながら、以下に出版史の概略を示す。 

第１詩集は、ロンドンで 1650 年に出版された The Tenth Muse 

Lately Sprung Up in America ( 『最近アメリカに現われた十人目

の詩神』) である。これは、アメリカのみならず、英文学史上でも、

女性による最初の詩集とされる。出版のエピソードとして、本人

が知らない間に、本国イギリスへ持ち出されて出版されたと説明

されているが、果たしてこれが何処まで真実なのかどうかは、な

お検証されるべきであろう。たとえば、出版を念頭に置いたので

はないかと推測される内容の詩作品も含まれるためである。なお、

こ の 第 １ 詩 集 は 、 Early English Books Online Text Creation 

Partnership にて閲覧できる。 

第２詩集 Several Poems Compiled with Great Variety of Wit and 

Learning, Full of Delight, as a Gentlewoman in New-England (『ニ

ューイングランドの婦人として喜び溢れる様々なウイットと教養

で編集された幾つかの詩』) は、彼女の死後の 1678 年にボストン

で John Foster によって出版された。これには、1650 年版の作品

に加えて、家族や家庭のこと、信仰とそれへの疑いなど個人的な

感情を赤裸々に綴った作品や、作者による訂正の入った作品、お

翻   訳 
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よび、当時のハーヴァード大学総長 J. ロジャーズが彼女を讃えた詩文と、John Norton 牧師による頌

徳弔意の詩作品が加えられている。この第２詩集もまた、WEB 上で閲覧できる。 

第３番目にあたる出版がなされたのは、1758 年であるが、Eberwein によれば、これは、ブラドス

トリートへの関心が持続していることを示すにしろ、版としては信頼に欠けると指摘している

（Eberwein 164）。例えば、出版者も印刷者も明記されていない。 

第４番目の出版は、1867 年の The Works of Anne Bradstreet in Prose and Verse, ed. by John Harvard 

Ellis (Charlestown, A. E. Cutter, 1867)であった。印刷字体はまだ、旧字体である。これは、先行する

３つの版のすべてを転載していると言われる。 

第 5 番目として、1897 年に、The Poems of Mrs. Anne Bradstreet (1612-1672): Together With Her 

Prose Remains ; With an Introduction by Charles Eliot Norton が出版されているが、この原本は、

1867 年の John H. Ellis 版である。 

上記の第 4 番目にあたる版は、20 世紀に入った 1932 年、1962 年と出版されている。また、1967

年には、Hensley 編集のものが、1981 年には、McElrath, Jr.と Allan P. Robb 編集のものが世に問わ

れた。本翻訳の末尾に、出版された主たる詩集の一覧を付した。参照されたい。 

 

なぜ、今、アン・ブラドストリートの詩文を訳す意味があるのか。 

言うまでもなく、幕末から始まる日本近代化の歴史は、アメリカ抜きには語れない。その善し悪し

は別にして、近代日本は、アメリカとの関係で歴史を刻んできた。ペリー黒船来航、開国、日米和親

条約、日系移民排斥、軍縮問題、太平洋戦争、広島・長崎への原爆投下、GHQ の支配、日米安保条

約、同条約改訂、日米地位協定、等々、ひとつひとつ上げるまでもないだろう。政治経済社会そして

文化に至るまで、全てがアメリカの影響下にある。 

これを踏まえた上で、友人としてアメリカと対等につき合うにはどうすれば良いのだろうか。まず

は、相手を知ることだろう。そのために、一言で言えば、様ざまな分野の専門家が「歴史に学べ」と

いってきたが、わたしは、アメリカ文学の専門家として、更に、文学に学べば、アメリカ人の全て、

とまでは言わないにしろ、その本質が分かる、と言っておきたい。文学には、アメリカ人の感性、発

想法、想像力、創造性の源泉の全てが隠れている。そして、その本質の基底部分は、既に植民地時代

に垣間見られる。この意味で、「聖にして善なる瞑想」全 77 章から、様々なことが読み取れると思わ

れる。 

 

アン・ブラドストリートの時代も激動の時代であった。中世よりなお続く黒死病の断続的な流行、

ピューリタンたちへの迫害、英国から北米への大量移民、ピューリタン革命、国王の処刑、共和制の

発足、護民官クロムウェウル誕生、アイルランド侵略、英西戦争、また、北米ではピークォト戦争が

起こっている。 

アン・ブラドストリートは、ピューリタンとして父母や夫を含め、総勢 700 名とも 800 名とも言わ

れる集団として、1630 年、Arbella 号を旗艦とした５隻の船で４月 8 日イギリスを出港し、大西洋を

２ヶ月以上かけて航海、６月 12 日、北米に上陸したと言われている(Chase)。航海の途上で、100 名
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とも 200 名とも伝えられる死亡者があり、また、最初の冬には、80 名以上が現地で死亡したと伝え

られる。父は Thomas Dudley(1576-1653)であるが、マサチューセツ湾岸植民地の総督に４回選ばれ

る。英国の有名な詩人 Sir Philip Sydney と血縁関係があるといわれる。アン・ブラドストリートの夫

は、Simon Bradstreet (1603-1687)である。彼もまた、植民地経営に常に関わり、1679 年には総督に

選ばれたが、マサチューセツ湾岸植民地が 1692 年にイギリス国王の直轄領となり、最後の総督とし

て名を残す。なお、アン・ブラドストリートは、1633 年から 1652 年の間に８人の子供を生み、当時

としては奇跡的に全員が成人した。この間、家事と育児に忙殺されたと推測できるが、詩作も続けて

いた。 

 

この翻訳は、1897 年版を底本とし、必要に応じて、1867 年版を参照した。なお、1867 年版は、各

瞑想に通し番号を振ってあるが、この翻訳もそれに倣った。聖書としては、17 世紀当時のピューリタ

ンたちが愛用していた英訳聖書のジュネーヴ版を主に参照したが、King James Version(KJV)も必要

に応じて参照した。 

 

以下、英訳聖書ジュネーヴ版に関する説明は、“William Bradford and Plymouth Plantation”、“Anne 

Bradstreet”、および、“Geneva Bible 1560” などの説明を纏めたものであるが、ジュネーヴ版は、英

訳聖書として最も影響が大きく歴史上非常に重要である。その出版は、KJV に先立つこと 51 年前の

1560 年であるが、16 世紀のプロテスタントたちやウィリアム・シェイクスピア、オリヴァ・クロム

ウェル、ジョン・ダン、ジョン・バニヤンたちが愛用した。言葉使いは、力強く、活気に溢れている

と言われる。 

成立の経緯であるが、Bloody Mary（血まみれのメアリー）とも呼ばれたメアリー女王（在位 1553-

58）は、イングランド全体をカトリックに戻すべく、プロテスタントたちを迫害して、すべての英訳

聖書を禁止・廃棄したが、この時に、スイスへ逃れた学者グループによって、新たに翻訳されたもの

がこのジュネーヴ版である。当時のジュネーヴは、カルヴァンの指導の下にあり、プロテスタントた

ちの知的精神的な中心地であった。 

ジュネーヴ版が画期的なのは、反カトリックの色彩が明確であること、聖書内の相互引用・相互検

索が可能なこと、旧約部分がヘブライ語から初めて英訳されたこと、英訳聖書で初めて各文章にナン

バーを付すシステムを導入したことなどがあげられよう。書籍判だけでなく、ポケット判も発売され、

その値段も、当時の最低賃金労働者の１週間分よりも安かったと言われている。 

ジェームズ１世(イングランド王在位 1603-1625)は、このジュネーヴ版の使用を禁止し、同版を使

用するピューリタンたちを迫害しつつ、新たな翻訳を命じた。その完成版が King James Version (KJV)

である。しかし、KJV の訳文は、かなり、ジュネーヴ版と似ていると言われる。 

アン・ブラドストリートがどの聖書を使っていたのか、今となっては断定し難いが、当時のアメリ

カン・ピューリタンたちの傾向から考えて、多分、ジュネーヴ版であろう。ただ、註にも示したが、

時折、ジュネーヴ版には無くて、KJV にはある表現が、ブラドストリートの文章中に援用されている

個所がある。  



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 43 - 

 

 

FOR MY DEAR SON SIMON BRADSTREET 

わが大切な息子サイモン・ブラドストリートへ 

 

 親は子孫の中に命を生き長らえるし、その作法は模倣されてゆくが、子どもたちは、先祖の美徳よ

りは過失のほうを自然に受け継ぐものだ。あなたは、わたしに会えなくなった後でも読めるように何

か書き残してほしいと、とても良いことをわたしに勧めましたね。あなたにふさわしくてわたしが容

易くできるのは、次のような短い瞑想録を書き残すことです。このまま、あなたに残します。ちょっ

としたレガシー（遺産）は、ほんとうの友人にこそ受け取ってもらえますし、ましてや素直な子ども

たちなら、なおさらです。わたしは、他の人の考えを剽窃するのは避けました。わたしの考えだけを

あなたに遺したいからです。この種の瞑想録として価値は余り無いかもしれませんが、でも、書いた

のが誰かを考えれば、それなりに評価してくれるのではないかと思います。主があなたをこの世にお

いて、祝福してくださるように。そして、その後も栄光であなたを包んでくださるように。そうして

あの偉大なる出現の日にあなたと喜びの中で会うことができるようにと、ずうっと祈っています。 

あなたの愛する母 A.B. 

1664 年３月 20 日 

 

註 

親は子孫の中に命を生き長らえる：シェイクスピア「ソネット 12」第 9-14 行参照。 

あの偉大なる出現の日： “the great day of appearing”とは、“That the triall of your faith, being much 

more precious then golde that perisheth (though it be tried with fire) might bee founde vnto your praise, 

and honour and glorie at the appearing of Iesus Christ:” (1 Peter7, GB)、および、“For we must all 

appeare before the iudgement seate of Christ, that euery man may receiue the things which are done in 

his body, according to that he hath done, whether it be good or euill.” (2 Corinthians 5:10, GB) を合わ

せて推測すれば、「最後の審判の日」を意味するだろう。 
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MEDITATIONS DIVINE AND MORAL 

 

【1】   

わたしたちが見るもの全て、為すこと全て、楽しむ良きこと全て、さらには、わたしたちが感じ恐れ

る悪の全ては、ことごとく、わたしたちの霊魂を良きものにする。そして、そういう良化の可能な者

は、賢くもあり、信仰も深い。 

 

【2】  

喋るのがうまい者は多いが、きちんと実践できる者はほとんどいない。わたしたちは、理論で優れた

学者かもしれないが、実践面では劣る。しかし、理論と実践と両面で優れてこそほんとうのクリスチ

ャンである。 

 

【3】  

若年は獲得の時代であり、中年は躍進の時代であり、老年は消費の時代である。怠けた若者は通例、

過誤多い中年を迎え、いずれ空っぽな老年となる。虚しいもの偽りのものに頼って生きていると、必

ず、悲しく死の床に横たわることとなる。 

 

註 

悲しみの床：“The Lord wil strengthen him vpon ye bed of sorow: thou hast turned al his bed in his sicknes.” 

(Psalms 41:3, GB)参照。 

 

【4】  

帆を一杯に張りながら荷物がほとんど無い船は、簡単に転覆する。頭の中が能力で一杯でも、心に感

謝がほとんど無い人は、失敗する危険がある。 

 

【5】  

孔雀についてだが、あの素晴らしい羽を誇らしげに逆立てていても、黒い足を見ていると羽毛を下ろ

すと言う。つまり、天与のものや外面の美しさで得意になっていても、じぶんの足下を見つめるべき

だし、そうすれば高慢な考えが弱まるだろう。 

 

【6】  

最も高級なパンは麸（ふすま）が最少である。最も純粋な蜂蜜は蝋が最少である。そして最も誠実な

クリスチャンは自己愛が最少である。 

 

【7】  

一日中働く雇用人の慰めは、夜になれば休息し報酬を受け取ることだ。神の葡萄園で一生懸命働き、

昼の暑さと日照りに耐えて疲れたクリスチャンは、太陽が遠くに沈み、じぶんの影が地面に長く伸び

るのを見て、喜びに頭を上げ、気分転換が近づくのを知る。 
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【8】  

ふわふわしたベッドは、眠たげな人間を生む。固い宿所は目をいつも見張らせる。富裕な状態は、心

配しないクリスチャンを生むが、危機は、彼をして熟慮させる。 

 

【9】  

甘い言葉は蜂蜜のようだ。少しなら気分転換に良いが、多すぎると胃を飽きあきさせる。 

 

【10】  

いろんな子どもがいて皆違った性格をしている。たとえば、腐敗から守るためには塩しか無い肉のよ

うな子どももいるし、柔らかい果物のようなので砂糖で保存するのが一番良い子もいる。親たちは賢

く、それぞれの性質に合わせて育てかたを考えている。 

 

【11】  

外部の敵が何千といても征服されない町なのに、内部に裏切り者が一人いれば明け渡されてしまう。

同じように、悪魔の誘いが外部から来ても決して心動くことの無い者も、内部の欲望一つで汚されて

しまう。 

 

【12】  

智慧無き権威は、重たくて刃の無い手斧のようだ。磨き上げるよりも潰してしまった方が良い。 

 

【13】  

クリスチャンは、この世をもっと良いものと交換するのを嫌がるが、それは、彼らが信仰よりも感覚

を大事にするためである。彼らは、何が楽しいのか知っているので、来るべきものはただ希望してい

るにすぎない。 

 

【14】  

もし冬がなければ、春はそれほど楽しくないだろう。時折は危機を味合わなければ、成功と言っても

それほど喜ばれない。 

 

【15】  

背の高い人が喜んで頭を下げてくぐるあのドアを、背の低い人は、真っ直ぐな姿勢で通って行く。そ

のように、信仰が弱く能力も劣る者は、天与の物と恩寵において彼より優る者よりもずっと辛抱強く、

十字架を耐えてゆくだろう。 

 

【16】  

掃除の行き届かない家は、奇麗好きな住人をすぐに嫌な氣持ちにさせる。絶えず浄化していない心は、

神の精霊が留まるに相応しい礼拝堂とは言えない。 

 

【17】  

ほとんどの人は、じぶんの能力を自慢しないでいられるほど謙虚ではない。とりわけ、品位を落とす

のは、何を持っているかとか、何を受け取ったことがあるか、である。さあ、ごじぶんの財産管理の
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様子を説明してみて。 

 

【18】  

背中に重い荷物を背負って急な坂道を上ろうとする者は、それが不可能ではないにしろ、うんざりす

る仕事だと分かる。そのように、この世の柵と財宝で重くなりながら天上へと昇ろうとするなら、途

中で気を失っても不思議ではないだろう。 

 

【19】  

とうもろこしは、粉挽き場を通って粉に挽かれて初めてパンとなる。神もまたそのように、しもべた

ちに接する。すなわち、神は、しもべたちを悲しみと苦痛で挽いて粉塵に変える。そこで初めて、彼

らが神の家の最高級パンとなる。 

 

【20】  

神が、もしも子どもたちに顔を輝かせるなら、それぞれの状態に相応しい適切な慰めと援助をする。

緑の牧草地に身体を横たえさせたり、静かな湖につれて行ったり、あるいは、子どもたちが深い泥濘

にはまり、波が頭上を覆うなら、彼らの背より高い岩へと子どもたちを導くだろう。 

 

註 

緑の牧草地に身体を横たえさせたり、静かな湖につれて行ったり: “He maketh me to rest in greene pasture, 

and leadeth me by the still waters.” (Psalms 23:2, GB) 

深い泥濘にはまり・・・：“Hee brought mee also out of the horrible pit, out of the myrie clay, and set my feete 

vpon the rocke, and ordered my goings.” (Psalms 40:2, GB) 

 

【21】  

棘と茨の道を歩む者は、一歩ごと気をつけるだろう。この世の荒れ野を行く者は、足取りすべてに注

意深くなければならない。 

 

註 

棘と茨の道：“Anger is not in mee: who would set the briers and the thornes against me in battel? I would go 

through them, I would burne them together.” (Isaiah 27:4, GB) 

 

【22】  

慎重さも信心深さも欠けるなら、ひどい不運に見舞われる。しかし、これら二つがあるなら、めった

に、罠にかからない。 

 

【23】  

熟練の釣り師には、魚ごとに合う餌があるけれど、でも餌の下には必ず、釣り針が隠れている。あの

最高の釣り師である悪魔にも、人びとのこまごました性格に合わせてこまごまとした餌があり、ほと

んどの人がどん欲に食らいつくが、釣り針に気付いた時にはもう遅い。 
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【24】  

太陽のもと新しいことは何も無い。言えること出来ること共に全てが、既に言われたり、行われたり

していることだ。 

 

註 

太陽のもと新しいことは何も無い： “that which shalbe done: and there is no newe thing vnder the sunne.” 

(Ecclesiastes 1:9, GB) 

 

【25】  

頭痛には柔らかい枕が、心痛には強い支えが必要だ。 

 

【26】  

指が痛ければ、身体全体も平静でいられないが、内部の潰瘍なら身体を破壊してしまう。そのように、

外部の敵は共和国を乱すが、内部の紛争は共和国を転覆させる。 

 

【27】  

光を見るのは楽しいことだが、目が痛いと見ることができない。心が純粋な者は神を見ることができ

るが、良心に汚れがある者は、神の子羊（＝キリスト）の姿を見るよりも、巌や山やまに埋もれるほ

うを選ぶだろう。 

 

【28】  

遺産ある智慧は良いものだが、遺産の無い智慧でも、智慧の無い遺産よりは良い。 

 

註 

遺産ある智慧は良い： “Wisedome is good with an inheritance, and excellent to them that see the sunne.” 

(Ecclesiastes 7:13, GB)  

 

【29】  

稲妻は雷鳴に、暴風は降雨に通常、先行する。落雷もたいてい、予兆の後に起こる。 

 

【30】  

黄葉は樹液不足を、白髪は潤い不足を示す。そのように、乾いて生気不足の行いは、霊的な活気がほ

とんど無い徴しである。 

 

【31】  

鉄は完全に熱せられるまでは鍛えることができない。そのように、神は、あるひとびとを苦痛の竃へ

投げ込むのを良しとし、それから、神の鉄床で彼らを鍛え、神の氣に入る形へと変える。 

 

【32】  

野心に燃えた男たちはホップの蔓のようだ。何か足がかりがある限りは、上へ向かうのを止めようと

はしない。しかし、支えを取り去ると、ほとんどが落下する。 
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【33】  

たくさん労働すると身体が疲れるし、いろいろ考えると頭脳を圧迫するが、人は、労働でお金を稼ぎ、

考えることで平安を得ようとしている。しかし、しばしば両方を失い、ただ、どれもみな空しく、風

を追うようなことだと見いだすに過ぎない。 

 

註 

どれもみな空しく、風を追うようなことだ： “I haue considered all the workes that are done vnder the 

sunne, and beholde, all is vanitie, and vexation of the spirit.” (Ecclesiastes 1:14, GB)  

 

【34】  

霞んだ目は老化に伴う。近視がもし共和国の眼に起きているとすればそれは国家の衰退を予兆する。 

 

【35】  

聖書に３本の矢の話がある。敵の矢、伝染病の矢、中傷の矢である。最初の２つは、身体を侵し、後

者は名声を傷つける。最初の２つはその人が死ねば去って行くが、しかし、後者は、墓の中でも人を

切り苛む。 

 

註 

３本の矢: “And I will shoote three arrowes on the side thereof, as though I shot at a marke.” (1Samuel 20:20, 

GB)  

名声を傷つける：”Which haue whette their tongue like a sword, and shot for their arrowes bitter wordes.”  

(Psalms 64:3, GB) 

 

【36】  

骨折りを惜しまぬ労働者は頑丈な手をしている。老いた罪人たちは屈強な良心を持っている。 

 

【37】  

悪い心は次第に高まる。ちょっとした罪については、それは大したこと無いさ、と言い、やがて、も

っと大きな罪については、ちぇっ、神さまはそうは思わないさ、と言うだろう。 

 

【38】  

乳離れの難しい子どもがいる。乳首にニガヨモギやカラシを塗っても、子どもは拭き取るか、それと

も、甘みも苦みも一緒に飲み込んでしまう。同じことの言えるクリスチャンがいる。神に、この世の

甘さを全て苦みで覆ってもらい、もっと大事な食べ物を食べるようにしても、彼らは、子どものよう

に愚かで、空になった胸にしがみつき吸い続ける。結局、神が、彼らの行く道を茨で囲ったり、腰に

重荷を置いたりして、別れを告げる前に、この世と握手できるようにするのだ。 

 

註 

神が、彼らの行く道を茨で囲ったり、腰に重荷を置いたりして：“Thou hast brought vs into the snare, and 
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layed a strait chaine vpon our loynes.” (Psalms 66:11, GB)  

 

【39】  

賢明な母親は、小さなわが子には長めの厄介な服は着せない。何が起こるのか容易く分かるからだ。

良くて転んでけがをするだけでなく、もっと悪いことが起こるかもしれない。そのように、全能の神

こそが、それぞれの才覚と力にあわせて、適した天の配剤を行うのだろう。名誉や富、健康な身体を

過大に与えれば、弱いクリスチャンは倒れてしまう。それゆえ、神は、衣服を短くし、すっきりした

姿かたちにしてくれるので、彼らは、神の命を担って走ってゆけるのだ。 

 

【40】  

春は、生気溢れる再生の象徴である。長い冬の後、葉の無い樹木や乾いた幹が、太陽が近づくにつれ

て以前の活気と美しさを取り戻し、秋に失ったものよりもずうっと豊かになってゆく。そのように、

あの偉大なる日、長い空白ののち、正義の太陽が現れるであろう。乾いた骨となった時に失ったもの

よりもずうっと大きな栄光のなかに立ち上がり、その中で春を凌ぐであろう。彼らの葉は枯れること

無く、彼らの樹液は衰えることが無い。 

 

註 

正義の太陽が現れる: “But vnto you that feare my Name, shall the sunne of righteousnesse arise, and health 

shall be vnder his wings, and ye shall goe forth, and growe vp as fat calues.”  (Malachi 4:2, GB)  

 

【41】  

賢い父は、じぶんの半分の力もない７歳の子どもに重荷を課したりはしない。まさしく、わたしたち

の天なる父もまた、わたしたちの体格を知っているので、弱き子どもたちにあまりにも重い苦痛を与

えて粉々にするようなことはしない。むしろ、力に合わせて、荷物を塩梅する。神には、小さな子ど

もがいるように、屈強な男たちもいて、彼らなら、キリストと同じ背丈であろう。神はよく重荷を彼

らに課すが、それを背負って真っ直ぐに進むことができる。だが大事なのは、神が助けを与えてくだ

さるなら、荷物の寡多など問題ではない。 

 

註 

重荷を彼らに課す: “For they binde heauie burdens, and grieuous to be borne, and lay them on mens shoulders, 

but they themselues will not moue them with one of their fingers.” (Matthew 23:4, GB) 

 

【42】  

「完璧なことにもすべて終りと果てがあるのをわたしは見ました」とは、王室付きの予言者が語った

ことだ。しかし、彼は「罪にもすべて終りと果てがあるのをわたしは見ました」とは言わなかった。

彼の言ったことは誰でも言いそうな内容だが、言わなかったことは、誰にも言われそうにない。 

 

註 

完璧なことにもすべて終りと果てがある：“I haue seene an ende of all perfection: but thy commandement 

is exceeding large.” (Psalms 119:96, GB)  



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 50 - 

 

 

 

【43】  

炎の力を弱めるのは水であって、風ではない。怒りを静めるのは、冷静な言葉であって、わめき散ら

す脅しではない。 

 

註 

炎の力、怒り： “therefore his wrath was kindled, and the fire of the Lord burnt among them, and consumed 

the vtmost parte of the hoste.” (Numbers 11:1, NB) 

 

【44】  

旺盛な食欲と完璧な消化は、健康な身体の証である。同様に、旺盛な受容と熟慮する考察力は、健全

な頭脳の証である。 

 

【45】  

内側からの湿気ではなく、周りの湿った空気のせいで、滴が石に垂れ下がるのをよく目にする。それ

と同じく、ビー玉のような心の罪人が悔悟に満ちているように見えることがあるが、それは内なる恵

みの露ではなく、罪人たちに迫る黒い雲のせいで湿気効果が出るためである。 

 

【46】  

ソロモンによれば、全く反対の目的に使われる賢者の言葉は、時に釘であり、時には突き棒である。

しっかり止めたり、前に突き出したりする。これと同じなのは、集会で賢い指導者が聞き手に与える

教えである。確かな教義にしっかり留まることだけでなく、手に入るかもしれないものを追うように

とも命ずる。 

 

註 

賢者の言葉は、時に釘であり、時には突き棒である： “The wordes of the wise are like goads, and like 

nailes fastened by the masters of the assemblies, which are giuen by one pastour.” (Ecclesiastes 12: 11, GB)  

 

【47】  

日照りの中の陰や、暴風雨の中の避難所は、いつでも、有り難いものだ。そのように、危機に際して

助けてくれる友は、何にもまして最も頼りがいがある。 

 

註 

助けてくれる友は、何にもまして最も頼りがいがある：”Faithful are the wounds of a friend; but the kisses 

of an enemy are deceitful.” (Proverbs 27:6, KJV) 参照。 

 

【48】  

神が息子である人びとへ様ざまに贈り物を分け与えること以上に、賛美すべきことはない。神は、か

なり多くの人々に不平等に接するので、人びとが同じ塊から生じたり、同じアダムの腰から出現した

とはほとんど思えないほどだ。ある人には最高の栄誉を与えて死を可能とし、また、ある人はかなり
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下劣で土よりも不愉快であったりする。ある人たちは、賢く学識豊かなのでこの世にあって天使のよ

うであり、別の人たちは無知で大酒飲みなので人間というよりは獣のようだ。何人かは信仰深い聖人

のようであり、他の者たちは人間の姿をした悪魔だ。とても美しい人がいて、極端に醜い人もいる。

強健で健康的な人なら、その骨組みには気力が横溢したり、胸には母乳が溢れているようだ。身体の

か弱い人もいて、生きていても死者の内に数えられる場合がある。こうしたこと全てに何の理由も与

えることができない。ただただ、全てが神の御心に叶っているのだし、その意志こそは、正しさの完

璧な物差しである。 

 

註 

死を可能とし: “For this corruptible must put on incorruption: and this mortall must put on immortalitie. So 

when this corruptible hath put on incorruption, and this mortall hath put on immortalitie, then shalbe brought 

to passe the saying that is written, Death is swallowed vp into victorie.( 1 Corinthians 15: 53-54, GB) 参

照。 

 

【49】  

この世の財宝は、抜け殻に喩えることができる。そこには実が無いし、それを食べると咽喉を詰まら

せるかもしれないが、お腹を満たすことはできない。むせるかも知れないが、それで満たされること

は無い。 

 

註： 

この世の財宝：“Lay not vp treasures for your selues vpon the earth, where the mothe and canker corrupt, and 

where theeues digge through and steale.” (Matthews 6:19, GB) 参照。 

 

【50】  

太陽が時折雲に遮られて日光が見えなくても、明るいので歩くことができる。しかし、沈んでしまえ

ば、再び陽が昇るまでは、暗闇に閉ざされる。そのように、他の場合でもこういうことはあるが神が、

時おり、顔をお隠しになるので、しばしは顔色の光を見ることができない。けれど、きちんと明るく

進むべき道を示してくれるので、わたしたちは、人の住む街に前進できるだろう。神が沈み見えなく

なってしまえば、わたしたちは暗闇を進まねばならず、しかし、何の光も無い。それでもわたしたち

は神を信じて、神と共にあり続けねばならない。必ず、約束のときである朝が来れば、正義の太陽が

癒しを齎しながら空高く昇るだろう。 

 

註 

人の住む街に前進できる：“And led them forth by the right way, that they might goe to a citie of habitation.” 

(Psalms 107:4-9, GB) 

わたしたちは暗闇を進まねばならなず：”Then Iesus sayd vnto them, Yet a litle while is the light with you: 

walke while ye haue that light, lest the darkenes come vpon you: for hee that walketh in the darke, knoweth 

not whither he goeth.” (John 12:35 MB) 参照。 

正義の太陽: 【40】の註参照。 
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【51】  

目と耳は、魂の入り口でありドアである。そこから無数のものが入ってくるが、その広い部屋がいっ

ぱいになることはなく、「もう十分！」と言うこともない。むしろ、「与えよ! 与えよ!」と叫ぶ蛭の娘

たちのようだ。さらに不思議なのは、それが受け入れば受け入れるほどに、かえって隙間が増えて、

満たすことは不可能だと知る。満たすことのできるのは全ての完璧さが住まうあの方だけだ。 

 

註 

「与えよ! 与えよ!」と叫ぶ蛭の娘たちのようだ：“The horse leache hath two daughters which crye, Giue, 

giue. There be three things that will not be satisfied: yea, foure that say not, It is ynough.” (Proverbs 30: 15, 

GB) 

 

【52】  

もしも大賢者たちが、全てはどれもみな空しく、風を追うようなことであったと教えなかったとして

も、わたしたちはすぐにわかっただろう。肉体労働と心痛以外でこれらのもの全てのうちどれが手に

入っただろうか。わたしたちが楽しんでもそれは空を掴み風を追うようなものだ。わたしたちが失っ

てもそれは空虚より少なく空拳よりも多いようなものだ。だからわたしたちはあの台詞を繰り返し言

う、「なんという空しさ なんという空しさ、全ては空しい」と。 

 

註 

全てはどれもみな空しく：【33】註参照。 

なんという空しさ: “Vanitie of vanities, sayth the Preacher: vanitie of vanities, all is vanitie.” (Ecclesiastes 1:2, 

GB) 

 

【53】   

遠くの国へ旅する者は、たとえ船舶や船室、設備が全て便利で心地良いとしても、それをおのれの住

処とするつもりは全くなくて、ただ、じぶんの仕事が待つ港へ入ることのみを望んでいる。クリスチ

ャンも、この世を旅して天上の国へ向かっているのだ。この世には確かに便利さや心地よさがある。

ここをじぶんの住まいとしたがる気持ちもあるだろう。しかし、時折の揺れが、陸地を見る前に岸を

望ませる。わたしたちは、そのように、この世に居ていつも異邦人であり、旅ゆく者であり、天上に

住むべき街を探しており、わたしたちの交替が訪れるまで、約束の日びを求めているのだと明白に言

うべきであろう。 

 

註 

この世に居ていつも異邦人であり、旅ゆく者であり、天上に住むべき街を探しており: “All these died 

in faith, and receiued not the promises, but sawe them a farre off, and beleeued them, and receiued them 

thankefully, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.  For they that say such things, 

declare plainely, that they seeke a countrey. And if they had bene mindfull of that countrey, from whence 

they came out, they had leasure to haue returned. But nowe they desire a better, that is an heauenly: 

wherefore God is not ashamed of them to be called their God: for he hath prepared for them a citie.”  

(Hebrews 11:13-16, GB) 
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わたしたちの交替が訪れるまで、約束の日びを求めている：“All the dayes of mine appointed time will I 

waite, till my changing shall come.” (Job 14:14, GB) 

 

【54】  

病気や怪我がどういうことなのか感じたことのない人は、医者とか外科医へは何も関心を払わないで

しょう。しかし、死が迫るような病だとすれば、彼は、これまで軽んじていた医者を大事にする。同

様に、罪の病いや、やましい良心の疼きを感じたことのない人は、そうした傷の直し方を知っている

人からどんなに遠ざかっていても気にしない。しかし、病がじぶんを苦しめ、その治療をしなければ

必ず死ぬのだと知ったなら、傷に膏薬や、失神に気付け薬を持ってきてくれる人を大切にするだろう。 

 

【55】  

10 人の癩病患者が身体を綺麗にしてもらっても、感謝を返すのは一人だと読んだことがある。わたし

たちは、恵みを受け取りたがるが、それを恵みとは認めないようだ。困ったときには、しつこく助け

を求めるが、成功すれば、恩義を忘れる。しかし、じぶんの行いを慎む人は、困った時にその声を聞

いた者を讃えるだろう。 

 

註 

じぶんの行いを慎む人は、困った時にその声を聞いた者を讃える: “Whoso offereth praise glorifieth me: 

and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. (Psalms 50:23,  KJV) 

 

【56】  

かつて救出されたことを覚えていれば、現在の苦境において大きな支えとなる。「わたしをライオン

の爪、熊の爪から救出した者は」とダヴィデが言った、「この割礼されていないペリシテ人からも救出

してくれるだろう」。パウロもまた、「わたしを救出した者がまたわたしを救出するだろう」と言った。

神は、昨日も今日も永遠に変わらない。わたしたちもまた、彼を必要とする点で変わらない。昨日そ

うだったように今日もそうだし、永遠にそうだろう。 

 

註 

わたしをライオンの爪、熊の爪から救出した者: “And Dauid answered vnto Saul, Thy seruant kept his 

fathers sheepe, and there came a lyon, and likewise a beare, and tooke a sheepe out of the flocke, 17:35And 

I went out after him and smote him, and tooke it out of his mouth: and when he arose against me, I caught 

him by the beard, and smote him, and slue him. 17:36So thy seruaunt slue both the lyon, and the beare: 

therefore this vncircumcised Philistim shall be as one of them, seeing hee hath railed on the hoste of the 

liuing God.” (1 Samuel 17:34-36, GB) 

ペリシテ人からも救出してくれる：ペリシテ人とダヴィデとの関係については、1-2 Samuel, GB 参照。 

 

【57】  

大いなる受託は大いなる利益を見込む。大きく委託されるならされるほど、彼の口座は、神の精算の

際に大きくなる。したがって、誰でもじぶんの才能を磨くのが良い。そうすれば、主が呼び出して計

算することになれば、じぶんの分を有利に受け取るだろう。 
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【58】  

罪と恥辱とは、もろともである。恥辱のない者は、罪を伴うこともない。 

 

【59】  

神は、よく、同一の行為に対して報いたり罰したりする。イエフの例で分かる通り、彼は、アハブの

家系へ復讐を果たしたことにより、４代まで続く王国を与えられたが、しかし、「それはしばしであ

る」と神は言った、「イエフの家系にはイゼベルの血を購ってもらおう」。イエフは、為したことで報

われたが、やり方で罰せされた。これが意味するのは、神へ特別の奉仕を行おうとする者は、最後が

罰で終わるイエフの報いに会わないように、常に、じぶんの目的ではなくて神の命令に目を凝らして

いなければならないという警告である。 

 

註 

イエフ：Jehu, Yehu。紀元前 9 世紀後半のイスラエル王国（北王国）の王。在位は、紀元前 842 年頃か

ら紀元前 815 年頃まで。旧約聖書「列王記下」9 章及び 10 章がその事績についての主な史料であ

る。彼は、クーデターによって、オムリ王朝に連なる最後の王ヨラム及びその母イゼベルを殺害、

イエフ王朝を開いた。28 年間統治し、死後、息子のヨアハズが王位を継承した。オムリ王朝で進

められていたバアル崇拝を根絶したことにより、「列王記」筆者から英雄もしくは北王国唯一の

名君として描かれる。ヤハウェは、イエフの家に関して 4 代続くと預言した。一方で、歴史上の

イエフは頑迷なヤハウェ信仰に基づく政策を執ってイスラエルの地位及び国力を低下させた暗

君であったと言われている。（列王記下９-10 章など、および、草野巧「イエフ」） 

アハブ：Ahab。第６代イスラエル王オムリの子に生まれ、その死後に跡を継ぎ、22年間在位する。ア

ハブはシリアの王女イゼベルを妻に迎えたが、イゼベルはシリアのバアル崇拝をイスラエルに導

入した。結果、以前から存したヤハウェ信仰や金の仔牛信仰に加えた混合宗教がイスラエルに展

開されたほか、のちにはアハブと婚姻関係を結んだユダ王国にも導入された。これを旧約聖書は

偶像崇拝として非難し、さらにはヤハウェ信仰への弾圧と評した。このため、旧約聖書では「北

王国の歴代の王の中でも類を見ないほどの暴君」として扱われた。（列王記上16:8-34など）なお、

ハーマン・メルヴィルは、「アハブ」の名をMoby-Dick（『白鯨』）の主人公であるPequid号船長に

与えている。 

イエフの家系にはイゼベルの血を購ってもらおう: “And the Lord said vnto him, Cal his name Izreel: for 

yet a litle, and I will visite the blood of Izreel vpon the house of Iehu, and will cause to cease the kingdome 

of the house of Israel.” (Hosea 1:4, GB) 参照。 

イゼベル：Isebel。紀元前9世紀前半の人物。フェニキア人で、イスラエル王アハブの后。父はシドン

王エトバアル。イゼベルはイスラエル（ユダヤ）人にとって異教であるバアル信仰をイスラエル

の宮廷に導入し、ユダヤ教の預言者たちを迫害した。アハブ王の死後、ヨラム王およびアハズヤ

王の時代も権力を握っていたが、イエフが反乱を起こすと、イゼベルは宦官数人に見限られて城

門から突き落とされ、馬で踏まれた上に犬に食いちぎられるという非業の死を遂げた（列王記下

9章など）。 

 

【60】  

ひどい状態でも満足しようとする者は、じぶんよりかなり立派な私有地を持つ者に目をやってはいけ

ない。彼に見せるべきは、彼よりも劣る者であり、その者がもしも貧しさを苦もなく耐えているのな

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%99%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A2%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E3%81%AE%E4%BB%94%E7%89%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%B4%87%E6%8B%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%99%E3%83%AB
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ら、心安らぐであろう。それがダメな場合には、じぶんが相応しくないのだと見せつけるとよい。ヤ

コブと同じように、「あなたの慈しみとまことを受けるに足りない者です」というだろう。 

 

註 

あなたの慈しみとまことを受けるに足りない者です: “I am not worthy of the least of all the mercies, and al 

the trueth, which thou hast shewed vnto thy seruant: for with my staffe came I ouer this Iorden, and now 

haue I gotte two bads.” (Genesis 32:10, GB)  

 

【61】  

農夫は知っているが、トウモロコシ栽培には、かなりの労働が必要だ。土地によっては、耕作するの

に他と比べてかなりの肉体的労苦が求められる。だが、全て、鋤きこまれ、馬鍬が掛けられねばなら

ない。この不毛の土地のように、子どもの中には、頑固で気難しい性格なので、直そうとして鋤を入

れてもただ長い畝を作るだけで、訓練の馬鍬が何度も畝の上を行き来して始めて、道義の種を撒くこ

とができる。礼儀作法の話どころではない。しかし、注意深くお世話をしてゆけば、それなりの能力

が育ってゆくので、良き教えと奨励の種を子どもたちの若い頃に撒いておくと、歳経た秋には、たく

さんの収穫が期待できよう。 

 

【62】  

人間が小さな世界だと言われているように、人間の心は、小さな共和国と言われるかもしれない。変

わらぬ断固とした考えは住人のようであり、去来する些細な考えは、常にあちこちに行く旅人のよう

である。そこにはまた、偉大なる正義の法廷が作られて、常に良心によって守られており、同時に、

告発者、弁護人、証人、そして、判事でもある。賄賂が歪めたり、諂いが有利に働くことも無い。証

拠が分かれば、放免したり、有罪判決を行う。ええ、この司法の場は、絶対であり、そこから上訴さ

れることが無い。天上の法廷にさえ、上訴されない。と言うのも、わたしたちの良心がわたしたち自

身に有罪判決を行えば、わたしたちよりずうっと良心の優れたお方は、同じことを更に強めて行うの

だから。しかし、そこで恵みの王冠へ大胆にも近寄ろうとする者は、必ず、まさしくじぶんがよって

立つ法廷から証明書を持って行かねばならない。 

 

註 

恵みの王冠：”Let vs therefore goe boldly vnto ye throne of grace, that we may receiue mercy, and finde grace 

to helpe in time of neede.” (Hebrews 4:16, GB) 

 

【63】  

純粋なる心を維持し罪なき生活を行う者は、常に、神の恐れ多きみ前にみずからを置かねばならない。

全てを見そなわす神の眼を思えば、それが悪から身を守る手綱となり、良き行いへと急がせる拍車で

もある。確かに、神とじぶんたちの間にはかなりの遠さを感じるが、さも無ければ、よくあるように

人生でそれほどに失敗するものではない。しかし、ダヴィデと共に神をいつも見い出しているのなら、

神への罪を犯すはずが無い。 

 

註 

神をいつも見い出しているのなら、神への罪を犯すはずが無い： “I haue set the Lord alwayes before me: 
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for hee is at my right hand: therefore I shall not slide.” (Psalm 16:8, GB) 

 

【64】  

果樹園には、実が撓わになりすぎてその重みで枝が折れてしまう樹がある。実があまりならない樹や、

全く実がならずに葉っぱだけの樹もあるし、その中には、茎の乾いている樹もある。これは、神の果

樹園とも言うべき教会でも同じである。とても目覚ましいクリスチャンがいて、しばしば良き行いを

果たすので多くの場合、身体を壊したり財産を毀損したりする。なかには、誠実ではあるが、そして、

完璧さを目指してもいるのだが、それほどまでには達しなかった人がいる。あるいは、託せる仕事が

楽しい仕事くらいしかない人や、葉っぱだらけのクリスチャンで枯れた茎のように切り落とされる間

際の人もいる。それは共に土地を塞いでいるだけなので。 

 

【65】 天空には、無数の星と唯ひとつの太陽が存在する。星同士は、大きさや輝きなどが互いにか

なり違っているけれど、あの太陽から光を受け取っている。そのように、常に邪悪と戦い勝利する教

会においても、事情は同じである。キリストが唯一であり、正義の太陽であり、その周りを無数の聖

人と天使が取り囲む。聖人たちには、生きている間でさえ、等級がある。何人かは第１等の星である

が、低い等級の者もいて、その他大勢は、数としては多いが、小さくて光もぼやけている。それでも、

全てに光を与える輝かしい太陽から、強弱はあるにしろ、みなが光を受けとっている。そして、この

世に有って輝かしく光る者は、天上において星の間に置かれたならば、格段に素晴らしいであろう。 

 

註 

正義の太陽： 【40】の註参照。 

 

【66】  

勝手気ままに歩き回ってきた者が、最後、神に向き合わねばならないと考えた時、まず考えるのは、

生活をどう変えるかであって、罪の許しを請うことではない。自然は、許しよりも償いを求める。し

かし、それなりのお金と代価を持たずに慈悲だけを求める者や、汚れた襤褸切れを慈悲と交換しても

らおうとする者は、惨めにも落胆するだけであろう。自尊心と愚行を非難されながら、空手で立ち去

る。 

 

【67】  

神の仕事と仕業は素晴らしいが、とりわけ目を見張るのが、選択と排除である。立派な親なのに悪い

子どもがいたり、悪い親なのに感心な子どもがいたりすることを考えると、神の支配権を崇める他な

いであろう。神は時間や空間、人間に縛られず、自ら良しとすることを何時でも何処でも誰にでも行

う。神を敬う両親の間に生まれた子どもたちには、不信心から約束を違えたりすることがないように

と教えるべきだろうし、両親に信仰の無いような子だとして、それでも信仰を失わなければ、神が接

ぎ木してくださるのだと知れば、支えとなるであろう。全ての結果を見れば、神の正義と慈悲を敬い、

神の仕業とは、既に見えている過去のものも含めて、何と知りがたいことかと、使徒同様に、わたし

たちも思う。 

 

註 

選択と排除：”election and reprobation” は、救済についての重要な概念である。ピューリタニズムは、
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カルヴァンの教えに従い、救済されるか否かはすでに決定済みと考える予定説を支持するが、カ

トリックも含めたキリスト教全体で見れば、この立場は少数派である。Romans 1:20-28, Proverbs 

1:23-33, John 12:37-41 など参照のこと。 

 

【68】  

神が人の子たちに与える贈り物が、粗末に扱われるだけでなく、与えた目的とは全く反対の目的で使

われている。健康、財産、名誉などは、たくさんの段階が有って、賜物だと思えば、神の方へ人を近

づけるものなのだが、しかし実際には、神から遠く離れさせてしまい、ついには、「わたしたちこそ主

人であり、もうあなたのそばに行くことはない」とまで言いそうになる。もしもこうした外面的な祝

福が、天へと昇るための翼として働かないのなら、ただの枷であり重しであり、わたしたちを低い方

へと引き落として行くだろう。 

 

註 

神の贈り物： “Iesus answered and saide vnto her, If thou knewest that gift of God, and who it is that saieth to 

thee, Giue mee drinke, thou wouldest haue asked of him, and hee woulde haue giuen thee, water of life.” 

(John 4:10, GB) “For by grace are ye saued through faith, and that not of your selues: it is the gift of God,” 

(Ephesians 2:8-9, GB) “For the wages of sinne is death: but the gift of God is eternall life, through Iesus 

Christ our Lord.” (Romans 6:23, GB) 

 

【69】  

この世のあらゆる慰みは、ヨナの冬瓜の木に喩えられる。ある時は、喜びとなりその影を心地よいと

思うが、その根元には、虫や不平不満、恐れ、悲しみがあって、さもなければ、取り込めたかもしれ

ない喜びを萎れさせる。だが、緑の中の腐敗に気付くこともまた良いことだろう。この世の慰めがも

しも永遠ならば、誰が天上を憧れ見るであろうか。 

 

註 

ヨナの冬瓜の木：“And the Lord God prepared a gourde, and made it to come vp ouer Ionah, that it might be a 

shadowe ouer his head and deliuer him from his griefe. So Ionah was exceeding glad of the gourde. But God 

prepared a worme when the morning rose the next day, and it smote the gourd, that it withered.” (Jonah 4:6-

7, GB) 参照。 

 

【70】  

全ての人間はよく、自由気ままな借家人だと言われている。家主である神が貸借をよしとするなら、

生命の賃借契約を、ある者は長く、ある者は短く、結ぶ。みな、それぞれの限りがあり、それを越え

ることはできないが、その時が来るまでは、どんな危険も病気も苦痛も困難も、わたしたちの人生を

終りにすることが無い。その時が来るのは確かだが、しかし、どのようにして、何処でまた何時なん

どきなのかは不確かである。したがって、この土塊の家を出ても、消えることの無い永遠の住まいが

確実であると知るために、わたしたちは日びを数え、心を智慧へと振り向ける。 
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註 

土塊の家：”Howe much more in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which shalbe 

destroyed before the moth?” (Job 4:19, GB) 

永遠の住まい: “And I say vnto you, Make you friends with the riches of iniquitie, that when ye shall want, they 

may receiue you into euerlasting habitations.” (Luke 16:9, GB) 

 

【71】  

虚弱で病気がちな身体は、いつもじぶんが死ぬことを考えている。しかし、最も健康な者もまた、夜

な夜な、じぶんの死の暗示を見つめている。この暗示とは、死がよく眠りに喩えられるように、睡眠

のことである。また、臥所を見るたびに、睡眠だけでなく、じぶんたちの墓もまた、目の前にまざま

ざと見えてくる。朝は、復活を想起させるだろう。あの太陽が近づけば、それは、正義の太陽の出現

であり、その到来は、全てのものが臥所から立ち上がるであろう。長かった夜が明けて、もはや、永

遠の一日は終わらない。こうした必然の成り行きを知るならば、わたしたちは、あらゆる良き日びの

生活において、いかなる人間であるべきなのだろうか。 

 

註 

正義の太陽：【40】の註参照。 

 

【72】  

火のついた燃えさしを分けると、火を消そうとか何かしなくても、自然に消えるだろう。そのように、

時間もそうだが場所も離れて、交流が無くなると、たとえ何か不愉快なことが有ったわけではないが、

仲の良かった友だちとの友情も自然に冷めてゆくだろう。 

 

【73】 誉れは、貴重な塗り薬である。良き人の間で良き評判を手に入れるのは、大いなる魅力だろ

う。しかしそれをもって、じぶんたちを神へ推薦することはできない。神の天秤によってわたしたち

は計られ、審判によって試される。そして、判決を言い渡されるので、わたしたちは立ち上がる。 

 

註 

誉れは、貴重な塗り薬である：”A good name is better then a good oyntment, and the day of death, then the 

day that one is borne.” (Ecclesiastes 7:3, GB) 参照。 

 

【74】  

使徒は正しく、富裕を誘惑と呼んだ。富裕は、誘惑する友人に喩えられる。言葉巧みに多くを約束す

るが、結局、何もしない。彼らを最も頼りにしていた人たちを見殺しにする。同じように、この世の

財産、名誉、喜びは皆、人びとを惨めにも欺き、信用させるが、死が差し迫って来て、苦痛が支配し

始めると、皆エジプトの葦のようだったと分かる。つまり、支えるのではなくて刺し貫くのであり、

干魃のときの枯れた井戸のように、水を探しに来る人びとへ、恥知らずにも、空の水差しを返す。 

 

註 

この世の財産、名誉、喜びは皆、人びとを惨めにも欺き、信用を植え付ける： “And hee that receiued 
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the seede among thornes, is hee that heareth the woorde: but the care of this worlde, and the deceitfulnesse 

of riches choke the word, and he is made vnfruitfull..” (Matthew 13:22, GB) 

エジプトの葦： “Lo, thou trustest now in this broken staffe of reede, to wit, on Egypt, on which if a man leane, 

it will goe into his hand, and pearce it: so is Pharaoh king of Egypt vnto all that trust on him.” 2 King 18:21, 

GB 参照。 

 

【75】  

信仰の力を考察してみることは素晴らしい。信仰によって、あらゆる事柄をほとんど成し遂げること

ができる。必要ならば、山を動かし、太陽の運行を定め、死者を立ちあがらせ、悪魔たちを追い出し、

自然の秩序を逆にし、猛火を止め、水をペテロが歩く際のしっかりとした足場とする。いや、それ以

上だろう。信仰は、全能の神自身さえ打ち負かした。モーゼが民のために仲裁しようとしたとき、神

は、「わたしの好きにさせろ、彼らを滅ぼすのだから」と言ったが、それはまるで、モーゼが信仰の手

により、ヤコブの強き神の永遠なる腕を掴まえることができるかのようだった。ヤコブ本人もペヌエ

ルで神と面と向かって取っ組み合いした時、「離してくれ」とあの天使が言った。「離さないぞ」とヤ

コブが答えた、「祝福してくれ」と。信仰はこのように力あるだけでなく、必須のものであり、それ無

しにはいかなる救済もあり得ない。したがって、わたしたちが探し求めて手に入れるもののなかでと

りわけ、この高価な真珠を手に入れるようにしよう。 

 

註 

山を動かし “And Iesus said vnto them, Because of your vnbeliefe: for verely I say vnto you, if ye haue faith as 

much as is a graine of mustarde seede, ye shall say vnto this mountaine, Remooue hence to yonder place, 

and it shall remoue: and nothing shalbe vnpossible vnto you.” (Matthew 17:20, GB) 

太陽の運行を定め死者を立ちあがらせ: “Heale the sicke: cleanse the lepers: raise vp the dead: cast out the 

deuils. Freely ye haue receiued, freely giue.” (Matthew 10:8, GB) 

悪魔たちを追い出し: “Then hee cast out a deuill which was domme: and when the deuill was gone out, the 

domme spake, and the people wondered.” (Luke 11:14, GB) 

猛火を止め: “Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sworde, of weake were made strong, waxed 

valiant in battell, turned to flight the armies of the aliants.” (Hebrews 11:34, GB) 

水をペテロが歩く際のしっかりとした足場とする: “Then Peter answered him, and saide, Master, if it be 

thou, bid me come vnto thee on the water.  And he saide, Come. And when Peter was come downe out of 

the shippe, he walked on the water, to goe to Iesus.” (Matthew 14:28-29, GB) 

わたしの好きにさせろ、彼らを滅ぼすのだから: “Let me alone, that I may destroy them, and put out their 

name from vnder heaue, and I wil make of thee a mightie nation, and greater then they be.” (Deuteronomy 

9:14, GB) 

ヤコブ本人もペヌエルで神と面と向かって取っ組み合いした : “and the hands of his armes were 

strengthened, by the handes of the mighty God of Iaakob, of whom was the feeder appointed, by the stone 

of Israel” (Genesis 49:24, GB) 

「離してくれ」とあの天使が言った。「離さないぞ」とヤコブが答えた: “And he said, Let me go, for the 

day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.” (Genesis 32:26, GB) 

高価な真珠: “Who hauing found a pearle of great price, went and solde all that he had, and bought it.” (Matthew 
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13:46, GB) 

 

【76】  

クリスチャンの中には、じぶんの欲望と腐敗にしたがって行動するものがいる。それは、イスラエル

人がカナン人に対して行ったことと同じだ。彼らを滅ぼさずに、貢ぎ物をさせたけれど、その方が災

難少なくて利益多いと考えたのだ。しかし、カナン人は、彼らにとって落とし穴となり、目の中のト

ゲ、横腹のイバラとなって、結局、イスラエルを征服したうえで奴隷としたのだ。このように、神の

命令に従わず、呪われた同居人をちゃんと追い出そうとせず、仲間にしておくと、イエス・キリスト

が救済に来てくれるまでは、長いあいだ奴隷の境遇のままになる。 

 

註 

イスラエル人がカナン人に対して行ったことと同じだ。彼らを滅ぼさずに、貢ぎ物させた : 

“Neuerthelesse, when the children of Israel were strong, they put the Canaanites vnder tribute, but cast them 

not out wholy.” (Joshua 17:13 |, GB) 

目の中のトゲ、横腹のイバラ： “But if ye will not driue out the inhabitants of the land before you, then those 

which yee let ramaine of them, shalbe prickes in your eyes, and thornes in your sides, and shall vexe you in 

the land wherein ye dwell.” (Numbers 33:55, GB) 

 

【77】  

神は摂理として、どの国も必要な産物を一国内で手に入れてはならない、不足するものは他国が供給

して、世界中で相互の交流が生ずるようにと命じた。これは、国だけでなく、人間にも言える。全て

において優れている人間など存在するはずが無い。先天的だろうと後天的であろうと、霊的であろう

と肉体的であろうと、一人の持ち物をあまり大きくしてはいけない。何時も別の人、特に、彼よりも

劣る人、が所持する物を何か必要としているのが良い。完璧さが劣るわけではない。神がわたしたち

をして、互いに恩義を受け合うようにと計らっているのだ。 

 

【「わたしの誉れ高き大切な母は、同様な瞑想録でこの本を埋めようとしたが、死によって中断した」

——サイモン・ブラドストリートの注記】 

 

【以下に続く頁に書かれた事柄には後の日付けがつけられて、息子のサイモンによって同じ日記に複

写されていた。注記として「わたしの誉れ高き大切な母が子どもたちに遺した文章を正確に複写した

もの。母の死後、幾つかの書類のなかに発見された」とある。】 

 

 

注 

本翻訳は、MLA スタイルに従い、本学紀要の雛形を用いている。 
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Abram E. Cutter, 1867). 第 4 版。 

 --- . The Poems of Mrs. Anne Bradstreet (1612-1672): Together With Her Prose Remains ; With an 

Introduction by Charles Eliot Norton. The Duodecimos, New Rochelle, N.Y., 1897. 第 5 版。 

 --- . The Works of Anne Bradstreet. Ed. Jeannine Hensley, with a foreword by Adrienne Rich (Boston: 

Belknap P of Harvard UP, 1967). 

 --- . The Complete Works of Anne Bradstreet. Ed. Joseph R. McElrath, Jr., and Allan P. Robb (Boston: 

Twayne, 1981). 

 

引用文献 

“Anne Bradstreet.” https://www.poetryfoundation.org/poets/anne-bradstreet 2020/09/03 閲覧。 

Chase, Lonnie. “[CHASE-L] Note from the Chronicles.” 

https://lists.rootsweb.com/hyperkitty/list/chase@rootsweb.com/thread/33455587/ 2020/09/03

閲覧。 

Eberwein, Jane Donahue. “Legacy Profile: Anne Bradstreet (c. 1612– 1672)”, Legacy 11.2 (1994): 161-

69. U of Nebraska P, https://www.jstor.org/stable/25679134. 2020/09/03 閲覧。 

Geneva Bible 1560. Textus Receptus Bibles. http://textusreceptusbibles.com/Geneva. 2020/09/03 閲

覧。訳文の注記では、 GB と略す。 

King James Version. King James Bible. https://www.kingjamesbibleonline.org/ 2020/09/03 閲覧。訳

文の注記では、KJV と略す。 

草野巧「イエフ」。フランボワイヤン・ワールド。http://flamboyant.jp/bible/bib199/bib199.html 

2020/09/03 閲覧。 

草野巧「アハブ」。フランボワイヤン・ワールド。http://flamboyant.jp/bible/bib199/bib199.html 

2020/09/03 閲覧。 

“Note from the Chase Chronicles - July - October, 1930”. https://www.geni.com/projects/Great-

Migration- Passengers-of-the-Arbella-1630/5754. 2020/09/03 閲覧。 

Questia. “The Works of Anne Bradstreet: In Prose and Verse”,  



『山梨英和 大学紀 要』 第 19 号 

 

 

- 62 - 

 

 

https://www.questia.com/library/120093369/the-works-of-anne-bradstreet-in-prose-and-verse. 

2020/09/03 閲覧。 

Thickstun, Margaret Olofson. “Contextualizing Anne Bradstreet’s Literary Remains: Why We Need a 

New Edition of the Poems.”  Early American Literature. U of North Carolina P, Volume 52, 

Number 2, 2017, 389-422.  

“William Bradford and Plymouth Plantation”  

https://www.radford.edu/mbowling/Willaim%20Bradford%20and%20A.htm 2020/09/03 閲覧。 



 

 

 

『山梨英和大学紀要』の電子公開について 

 

 本誌は電子化され、山梨英和大学公式 Web サイトにて掲載します。掲載後、1 か月

後に科学技術情報発信・流通総合システム（J-Stage）に搭載されます。 

 なお、バックナンバーについては、過去 5 年分を本学公式 Web サイトにて掲載し

ているほか、J-Stage でも閲覧可能です。 
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