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シェイクスピア『ヴェニスの商人』における
マーロー『マルタ島のユダヤ人』の受容について

福島　昇

１

　『ヴェニスの商人』の材源はジェフリー・ブロー（Geoffrey Bullough）
の『シェイクスピアの材源』（Narrative and Dramatic Source of Shakespeare）
やケネス・ミュア（Kenneth Muir）の『シェイクスピア劇の材源』
（The Source of Shakespeare’s Plays）によれば、セル･ジョヴァンニ（Ser 
Giovanni Fiorentino）の『イル･ペコローネ』、ロバート・ウイルソン
（Robert Wilson, 1540s?-1600）の『ロンドンの３人の貴婦人』、ラザル
ス・パイロット（Lazarus Pilot）の翻訳によるアレキサンダー・シルヴァ
ン（Alexander Silvayn）の『弁士』、アンソニー・マンディ（Anthony 
Munday, 1560-1633）の『ゼラウト：名声の泉』、クリストファー･マー
ロー（Christopher Marlowe, 1564-93）の『マルタ島のユダヤ人』、W・G・
ウォルターズ（W. G. Walters）の翻訳「第14話」『マスッチオの物語』、
ジョン・ガワー（John Gower, 1330?-1408）の七つの大罪を例証する恋
の物語詩集『恋人の告解』、編者F・マッデン（Sir. F. Madden）の翻訳に
よる中世のキリスト教説話集『ゲスタ･ロマノールム』（箱選びの部分の
原話）、1　喪失した英語戯曲『ユダヤ人』などである。材源以外で、シェ
イクスピア（William Shakespeare, 1564-1616）以前に英国で上演された
作品の一つに、ウィリアム・ホートン（William Haughton, ?-1605）の
Englishmen for my money: or, A woman will have her willがあり、ユダヤ人の
ピサロ（Pisaro）を主人公としている。本論で『ヴェニスの商人』と『マ
ルタ島のユダヤ人』との受容と影響関係について考察するのは、『ヴェニ
スの商人』の材源の一つが『マルタ島のユダヤ人』であり、2　英国ルネサ
ンスにおいて２作品がもっとも優れた劇であり、またマーローは数ある
シェイクスピア別人説の一人でもあるというマーロー・シェイクスピア説
を唱えるマロヴィアン（Marlovian）の問題にも言及したいからである。
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２

　『マルタ島のユダヤ人』の主人公バラバスはディアスポラのユダヤ人の
内、主にスペイン、ポルトガルまたはイタリア、トルコなどの南欧諸国に
15世紀前後に定住したセファルディム（イスラエルでは一般に南欧系及
び中東系ユダヤ人を指す）と思われる。一方シャイロックはユダヤ系の
ディアスポラの内、ドイツ語圏や東欧諸国などに定住したアシュケナジム
（イスラエルでは一般にヨーロッパ系ユダヤ人を指す）と思われる。3　さて
ルネサンス期において、シェイクスピアとマーローはユダヤ人をどのよう
にとらえていたのか。それを知るにはルネサンス期の社会概念が手がかり
になるが、当時の観客はユダヤ人と聞くと一体いかなる人物を想像したの
か。比較的古くさかのぼれば、E・E・ストール（E. E. Stoll）は喜劇にお
いては、シャイロックのような老いた金持ちは男らしい若者に、金貸しは
金を借りる人につねにいやがられると述べ、さらにユダヤ人が登場するイ
ギリス・ルネサンスのすべての劇を調べて次のようにユダヤ人を規定して
いる。

金貸しで吝嗇漢、悪党で笑われ役、キリスト教徒の血と財産を絞り取
り、身体つきは悪魔、そして例外なく巨大な鼻の持主で（奇妙な俗信か
ら）吐く息が臭いとされており、いずれにしろなんらかの意味において
極めて「ユダヤ人的」であったのである （272）。

ストールの見方は現代の視点からすれば、明らかにレイシスト的と思われ
るが、彼はこれだけでは満足せず、ルネサンスを越えて中世にさかのぼ
り、ドーヴァー海峡を渡ってドイツやイタリアで似たような例や風評を
集めて、やはりどこへ行ってもユダヤ人は嘲笑や戯画の対象であると結論
づけ、さらにシェイクスピアの時代の一般社会においてユダヤ人がどう思
われていたかを、さまざまな資料で調査している。『ヴェニスの商人』の
書かれる少し前に、ユダヤ人医師ロドリゴ・ロペス（Rodrigo Lopez）が
エリザベス１世（Elizabeth I）暗殺の陰謀に加わったとして逮捕される
という事件が起きる。ロペスは根拠薄弱な嫌疑をかけられ、拷問の過程
でマラーノ（隠れユダヤ人）であることが明らかになり処刑される。ス
トールはこの事件を真っ先に取り上げ、ユダヤ人が当時いかに憎悪の対
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象であったかを論証し、シェイクスピアがこの人種を同情的に描いたは
ずはないと総括する。その次には金貸し、守銭奴について同じような具
合に論証を続け、最終的にシャイロックはバラバスのように滑稽な悪党
であると断じている。4　M・リンジィ・カプラン（M. Lindsay Kaplan）も
「『ヴェニスの商人』は際立って、中世の教訓的小話の中で表現されたユダ
ヤ人と悪魔との初期の関連性、その他の宗教的テキストおよび視覚芸術
を強調している」（298）と主張している。中世の人々がいかに反ユダヤ
主義に固まり偏見に満ちていたかがわかる。確かに、バラバスはストール
やカプランらが主張するように、キリスト教徒の血と財産を絞り取るマ
キャベリ的悪党として人物造形されている。それはニッコロ・マキャベ
リ（Niccolò Machiavelli）が『マルタ島のユダヤ人』のプロローグでバラ
バスについて観客に向かって「皆様にお願いしておきます。あいつはあい
つ相応にお認めください。あいつがわが党の士だからといって冷遇なさい
ませんように」“I crave but this: grace him as he deserves, / And let him not 
be entertainʼd the worse / Because he favours me.” （Jew of Malta, Prologue 
33-35）5 とバラバスが「わが党の士」と認めていることから明らかである。
しかし、『ヴェニスの商人』は『マルタ島のユダヤ人』を受容しているが、
シャイロックもバラバスと同じくキリスト教徒の命と財産をねらうマキャ
ベリ的悪党であろうか。ヴェニスの法廷で、ヴェニスの公爵（Duke of 
Venice）はシャイロックに対して慈悲を求めるが、シャイロックはあくま
でも証文どおり肉１ポンドを要求する。アントーニオ（Antonio）とバッ
サーニオ（Bassanio）の友人であるグラシアーノー（Gratiano）は次のよ
うにシャイロックを強く非難する。

　おまえのその山犬のような根性は、もともと
　狼のなかにあったのだ、それが人間を食い殺して
　絞首刑になった瞬間、凶悪な魂が体内から抜け出し、
　まだ罪にまみれたおふくろの腹のなかで眠っている
　おまえのからだにもぐりこんだのだ。だから見ろ、
　おまえの欲の深さは血に飢えた貪欲な狼そのままだ。
　　　　　　　　Thy currish spirit
　Governed a wolf, who, hanged for human slaughter,
　Even from the gallows did his fell soul fleet,
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　And whilst thou layest in thy unhallowed dam,
　Infused itself in thee; for thy desires
　Are wolvish, bloody, starved and ravenous.
 （Merchant of Venice 4.1.132-37）6  

グラシアーノーはアントーニオを助けたい一身でシャイロックをこのよ
うに口汚くののしる。「山犬のような根性」とか「凶悪な魂」とか「血に
飢えた貪欲な狼」とか、シャイロックはまるで冷血漢のバラバスのように
描かれている。われわれはグラシアーノーの台詞にシャイロックの残虐
さと無慈悲な一面を見せつけられる。ストールなどのシャイロック批判に
与したくなるのはグラシアーノーのこんな台詞を聞くときである。シャイ
ロックは自らの非情さを証文を盾に取って正当化しようとしている。従っ
て、「私たちがほのめかしてきたシャイロックの性格と台詞の特徴は、人
間性の最も恥ずべき描写である」（26）というフランシス・ジェントルマ
ン（Francis Gentleman）の主張があらわれるのは当然である。しかしこの
場合、この台詞をシャイロックの非情さとか、バラバスのようにマキャベ
リ的悪党と解釈することはおそらく苛酷にすぎるであろう。シャイロック
は肉１ポンドを要求しているがバラバスと異なり誰一人殺したりせず、人
種差別に耐える哀れな一老人として描かれているからだ。
　マーロー・シェイクスピア説を唱えるマロヴィアンはシェイクスピアの
『タイタス・アンドロニカス』はマーローの作と主張している。確かに、
ムーア人でありタモーラの愛人であるアーロン（Aaron）はタイタス・ア
ンドロニカスの息子リューシアス（Lucius）が凶悪な行為を犯して後悔し
ないかとアーロンに問うとアーロンは「後悔はしているよ、もっとやりゃ
よかったってな」“Ay, that I had not done a thousand more.” （5.1.124） とふ
てぶてしく答える。アーロンはシェイクスピア劇に登場する悪党の中で、
バラバスに最も近いマキャベリ的悪党であるがシャイロックはアーロンと
は全く異なって性格造形されている。ゲアリー・テイラー（Gary Taylor）
とジョン・V・ナンス（John V. Nance）は、アーロンのこの台詞は「『マ
ルタ島のユダヤ人』に登場するバラバスの度重なる悪事を、シェイクスピ
アが完全に模倣したものである」（36）というM・C・ブラッドブルック
（M. C. Bradbrook）の説を引用しているが、ブラッドブルックが主張する
ように、バラバスの影響を最も受けているのはシャイロックではなくアー
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ロンである。『ヴェニスの商人』は『マルタ島のユダヤ人』の主題を受容
しているが、シャイロックはバラバスのようなマキャベリ的悪党ではな
い。
　舞台の幕が開くと、バラバスはアレキサンドリアを出た彼の船団は「香
料や絹をいっぱい積んで」“Loaden with spice and silks,” （1.1.45） 順風に帆
をはらませ、マルタ島に向かっていると帳場で自分の財力を自慢する。こ
の台詞はアントーニオの友人であるサレーリオ（Salarino）がアントーニ
オに「積みこんだ香料はむなしく海の肌にふりまかれ、絹の衣装は荒れ狂
う波をくるむことになるからな」“spices on the stream, / Enrobe the roaring 
waters with my silks,” （1.1.32-33） という台詞に影響を及ぼしている。同じ
ユダヤ人であるシャイロックではなく、キリスト教徒のサレーリオにこの
台詞を言わせている所にマーローとは一味異なるシェイクスピアの劇的工
夫が見られる。
　バラバスは彼の船団がペルシアの絹、黄金、光り輝く真珠を山積みし
てアレキサンドリアから戻ったという報告を商人２（2 Merchant）から受
けると「これがユダヤ人に約束された祝福というものさ。大昔のアブラハ
ム様のお仕合わせもここにあった」“These are the blessings promis'd to the 
Jews, / and herein was old Abramʼs happiness:” （1.1.104-05） と独白し、ユダ
ヤ人の始祖アブラハムを引き合いに出し大いに自己満足する。この台詞は
シャイロックが商売上の敵であるアントーニオにいう次の台詞に影響を及
ぼしている。

　このヤコブってのは、頭のいいおふくろのおかげで、
　兄貴をさしおいてわれらが先祖アブラハム様の
　三代目の、そう、三代目の跡とりになった人だが ----     　　
　This Jacob from our holy Abram was,
　As his wise mother wrought in his behalf,
　The third possessor; ay, he was the third. （Merchant of Venice 1.3.68-70）

ユダヤ人の先祖アブラハムを引き合いに出すシャイロックの台詞は、この
文脈では一見脱線しているように思える。ブラウンも言うように（25）、
アブラハムへの言及はアントーニオをいらつかせるが、アブラハムの子孫
であるシャイロックには誇りであり満足感をもたらす。バラバスは商人２
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に上記の台詞を吐くが、シャイロックは不倶戴天の敵アントーニオに聖書
を引用して自分の商売を正当化しようとする。ここに『マルタ島のユダヤ
人』にはない『ヴェニスの商人』の劇的効果がある。
　マルタ島総督ファーニーズ（Ferneze）は、マルタ島を守るためにユダ
ヤ人の財産の半分を没収する政策を立てる。怒ったバラバスは、ファー
ニーズと役人が去ると「そう、政策！　それがやつらの商売だ。愚か
だって、とんでもない！」“Ay, policy! Thatʼs their profession, / And not 
simplicity, as they suggest.” （1.2.159-60） といってファーニーズを強く批判
する。バラバスの台詞はブラウンも指摘するように （Drakakis 206）、利息
を取らずにシャイロックのビジネスを邪魔するアントーニオに傍白する
シャイロックの台詞「謙遜ぶって」“in low simplicity” （1.3.39） に影響を与
えている。シャイロックの台詞は皮肉に響き、バラバスの「愚かだって、
とんでもない！」にはキリスト教徒へのさげすんだ放念がある。
　さて、マルタ島はロードス島、キプロス島、クレタ島などに10年分の
貢物を滞納している。ファーニーズは負債を支払うために財力のあるユダ
ヤ人から、何ら正当な理由もなく全財産の半分を強制的に没収する。バラ
バスは支払いを拒否するが、ファーニーズは見せしめのためにバラバスの
全財産を没収する。怒り狂ったバラバスはファーニーズに次のように毒づ
く。

　わしの財産も、わしの金も、わしの宝も、わしの船も、わ
　しの商品も、あんたはわしの楽しみを残らず奪ってしまっ
　た。全部手に入れたんだから、これ以上の要求はおできに
　なるまい。それとも、あんたの情け容赦のない固い心が、そ
　の石のような胸の中にあるすべての憐憫の情を抑えて、この上
　に、わしの命をよこせとでもおっしゃるつもりか？ 　
　You have my goods, my money, and my wealth,
　My ships, my store, and all that I enjoyʼd;
　And having all, you can request no more,
　Unless your unrelenting flinty hearts
　Suppress all pity in your stony breast,
　And now shall move you to bereave my life. （Jew of Malta,1.2.137-42）
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バラバスはマルタ島の全資産をうわまわる財産と商品を蓄えているが、
ファーニーズは国家権力を悪用し情け容赦なくバラバスの全財産を没収す
る。キリスト教徒に迫害されているユダヤ人にとって、財産、金、商品は
唯一の楽しみである。それをすべて奪われたバラバスのファーニーズへの
怒りは、正当であり抑えきれないほど強いものがある。
　バラバスはマキャベリの生地フローレンスでその身体、生命、財産を
守るために偽装の技術、宗教上の二重忠誠を学んだように思える。バラ
バスは野望を達成するために尼全員と、自分を裏切った娘のアビゲイ
ル（Abigail）と、娼婦ベラミラ（Bellamira）と、暴漢ピリア＝ボルツァ
（Pilia-Borza）を毒殺するが、その権謀術策はフローレンスで学んだのだ。
マーローはバラバスの残虐さを批判するが、また同時にキリスト教徒の独
善性とエゴイズムも痛烈に批判している。
　バラバスはキリスト教徒ばかりでなく、イスラム教徒も自分の意のまま
にならなければ殺害を企てるが、シャイロックはキリスト教徒だけに敵愾
心を燃やす。シャイロックのキリスト教徒に対する憎しみや復讐心は民族
差別に基づいている。例えば、アントーニオとの間に交した契約を不履
行されたシャイロックは担保になっている人肉１ポンドを頑なに要求し、
ヴェニスの法廷で自分の非情な法律観を主張しながら復讐を遂行しようと
するのは民族差別に対する怒りから生まれている。シャイロックはヴェニ
スの法廷でキリスト教徒への復讐を果たそうとしているのだ。ユダヤ人は
当時、ユダヤ教と異教徒の間で紛争が生じた場合、ユダヤ教の宗教的指導
者であるラビは異教徒の裁判所にユダヤ人が告発することを禁じていた。
しかしシャイロックがそれを守らないのは、ヴェニスのユダヤ人の商業活
動がユダヤ律法下にないからだ。シャイロックが法学博士に変装し、名判
官ダニエル（Daniel）をきどるポーシャにいう次の台詞は『旧約聖書』「シ
ラの書」34章23節の影響を受けているが、ドラカキスやM・M・マフー
ド（M. M. Mahood）らが指摘するように、また上述のバラバスの怒りの
台詞の影響も受けている。　

　いのちでもなんでもとるがいいや、助けてくれても
　おんなじだ。家をささえる親柱をとるってことは
　家をとるってことだろう、おれのいのちをささえる
　財産をとるってことも、いのちをとるってことだ。 　　　　　　　
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　Nay, take my life and all, pardon not that.
　You take my house when you do take the prop
　That doth sustain my house. You take my life
　When you do take the means whereby I live．
 （Merchant of Venice 4.1.370-73）

家を支えるのが親柱であるように、シャイロックの命をつなぐのはバラバ
スと同じく財産である。従ってシャイロックが公爵やポーシャらの慈悲を
このように拒絶するのは、財産を没収されることは、シャイロックにとっ
て命をとられることを意味するからだ。シャイロックはキリスト教徒に対
する怒りをすべてアントーニオに結集して戦うが、無残にも敗れ「いのち
でもなんでもとるがいいや」と最後の見栄を切る。シャイロックの台詞に
は公爵やポーシャらの悪辣な機知に対する強烈な皮肉が込められており、
われわれはシャイロックにいたく同情する。シャイロックはキリスト教徒
のユダヤ教徒に対する偏見と命をかけて戦う。シャイロックのユダヤ民族
に対する愛には測り知れぬほど深いものがある。シャイロックはキリスト
教徒の苛酷な民族差別と宗教差別に反対して人間の平等と法の支配を訴え
る。それ故に、シャイロックの憎しみの中にさえ少なからぬ高潔さが見ら
れるのだ。キリスト教徒の矛盾を皮肉ったシャイロックの主張は筋の通っ
た正当なものであり、このときのシャイロックの姿は痛々しいまでに哀れ
である。シェイクスピアはシャイロックの残虐さを描いたが、また同時に
キリスト教徒の偽善と欺瞞と独善性をも描いたのである。シャイロックの
上記の台詞について、ウィリアム・ハズリット（William Hazlitt）は「観
客はユダヤ人の復讐は少なくともキリスト教徒の侮辱と同じくらい正当な
ものだ、と考えたいわけである。シャイロックの憎悪は正当だ。彼は『罪
を犯すよりはむしろ犯されている男』なのである。よしんば彼の復讐行為
が少しひどすぎるとしても、その『アントーニオに対する深い怨み』には
十分な理由があるのである」（27）と主張する。ストールは、ユダヤ人は
「悪党で笑われ役」である、とユダヤ人を十把一絡げに考えている。確か
に、『ヴェニスの商人』は『マルタ島のユダヤ人』の影響を受けているが、
シャイロックはバラバスとは全く異なり、迫害に耐え忍ぶ聖職者のような
風情さえ感じさせる。
　アビゲイルはバラバスの財産が没収されると嘆き元老院で議員たちに
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わめこうとするが、バラバスは「静まりなさい、お前。我慢すれば心も
休まる」“Be silent, daughter; sufferance breeds ease,” （1.2.237） という。バ
ラバスのこの台詞はシャイロックがユダヤ人を蔑むアントーニオに言う
台詞「忍耐ってのはおれたちユダヤ人の勲章なんでね」“For sufferance is 
the badge of all our tribe.” （1.3.106） に影響を及ぼしている。バラバスがア
ビゲイルにいう「忍耐」には嬉しそうな喜びが感じられるが、シャイロッ
クがアントーニオにいう「忍耐」には、バラバスとはまったく逆に厳しい
修業に耐える修道士のような強い響きがある。シャイロックがサリーリオ
（Salarino）にいう台詞「かりにユダヤ人がキリスト教徒をひどいめに会わ
せたとする、それにたいする忍従の道とはなんだ？」“If a Christian wrong 
a Jew, what should his sufferance / be by Christian example?” （3.1.63-64） に
も「忍耐」が使われているが、やはり民族差別に耐えているユダヤ人の運
命的なものが感じられる。ドラカキスはシャイロックがサリーリオにい
う「忍従」とバラバスの「これがユダヤ人がいままでやってきた生き方
だ。無理もないさ、キリスト教徒だって同じことをやっている」“This is 
the life we Jews are usʼd to lead; / And reason too, for Christians do the like.”
（5.2.113-14） という台詞とを比較している （Drakakis 285）。7　バラバスは
敵であるファーニーズに、町の外れにトルコ軍を押し込め全員を焼き殺
し、マルタ島を解放してあげると約束し、ファーニーズと握手を交わした
あとにこの台詞を独白する。バラバスは「これがユダヤ人がいままでやっ
てきた生き方だ……」と自らを正当化し忍耐を避けるが、シャイロックは
不運な運命と過酷な迫害を耐え忍ぶのである。
　ヴェニスの法廷で、キリスト教徒の偽善と欺瞞を強烈に皮肉るシャイ
ロックの台詞は感動的であり同情をさそう。シャイロックの台詞にはバラ
バスのような血生臭いものはなく、キリスト教徒の矛盾と欺瞞を突いた真
実が込められている。ヴェニスの公爵（Duke of Venice）を始めヴェニス
人は法律の認可のもとに奴隷を飼っているのだからユダヤ人の干渉は無用
であると考え、シャイロックの返事に耳を貸そうとしない。しかし立場が
逆転して、アントーニオが日頃侮蔑するユダヤ人の手に落ちると、キリス
ト教徒はユダヤ人に正義があるにもかかわらず、聖書を持ち出し慈悲云々
と自らの欺瞞性を省みずシャイロックを攻撃する。もちろん、アントーニ
オを死の一歩手前まで追いつめたシャイロックの復讐の手段はたとえ未遂
に終ったとしても強く非難されるべきである。エーリヒ・アウエルバッハ
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（Erich Auerbach）は「『奴隷はおれのものだ』とお答えになるでしょう、
私の答えも同じです」“ ʻThe slaves are ours.ʼ So do I answer you.” （4.1.97） 
と言うシャイロックの台詞をとらえて「シャイロックは何か陰欝で同時に
非常に人間的な偉大さを感じさせる」（314） と主張するが、バラバスの台
詞は人間的な偉大さをみじんも感じさせない。
　さて、アビゲイルは父親のバラバスの言いつけに従い、全財産が没収さ
れる前に金と真珠と宝石を床下に隠すことに成功する。バラバスはそれを
聞くとアビゲイルの前で次のように大喜びして、財宝が入ったカバンを抱
きしめる。

　　　　　　　　おお、おれの娘、
　おれの金、おれの財産、おれの仕合せ。　
　……
　おお娘よ、おお金よ、おお美よ、おお、おれの仕合せよ。
 （袋をかき抱く）
　　　　　　　　O my girl!
　My gold, my fortune, my felicity, 
　......
　O girl, O gold, O beauty, O my bliss!
 Hugs his bags. （Jew of Malta 2.1.46-53）

バラバスのこの台詞はドラカキスらが主張するように、ヴェニスの街路で
サレーニオ（Salanio）がサリーリオに言う次の台詞に影響を及ぼしてい
る。8

　ああ、おれの娘が！　おれの金が！　おれの娘が！　　　　　　  　 
　ʻMy daughter! O, my ducats! O, my daughter!ʼ （Merchant of Venice 2.8.15）

サレーニオは、シャイロックがロレンゾー（Lorenzo）とジェシカ（Jessica）
がシャイロックの金を奪って手をとりあい逃げたことを知ると、往来でこ
の台詞をわめき散らすのを聞いたのだ。シャイロックは父と娘との関係を
父と金との関係と同一視している。バラバスとシャイロックの台詞は似
ているが文脈はまったく異なる。なぜならば、バラバスはアビゲイルが自
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分のために財宝を隠してくれたために歓喜の叫びを上げるのだが、シャイ
ロックはまったく逆に娘のジェシカがキリスト教徒のロレンゾーと駆落ち
をし、自分の財宝を盗んだために嘆き怒りに震えたのだ。アーヴィング・
リブナー（Irving Ribner）は「『ヴェニスの商人』の材源は『マルタ島の
ユダヤ人』ではない」（Mahood 8） と主張する。確かにバラバスとシャイ
ロックの二つの台詞だけを比較するとリブナーの主張はわからなくはな
い。しかしその後、３幕２場でバラバスはアビゲイルの恋人である紳士マ
サイヤス（Don Mathias）と彼の親友であるファーニーズの息子ロドウィッ
ク（Don Lodowick）を仲たがいさせ、自らは手を下さないで２人を死な
せてしまう。バラバスはアビゲイルが自分を裏切り尼になると怒って毒殺
するが、シャイロックは娘がキリスト教徒と駆落ちをしても毒殺などはし
ない。B・J・ソコル（B. J. Sokol）が「シェイクスピアはマーローとは対
照的に、ジェシカがリアの形見のトルコ玉石の指輪と猿を交換したことを
知ったときのシャイロックの驚いた反応において、人間と動物との区別が
もっとも重要であるときに、自分の娘との関係の中でシャイロックの欲を
抑えている」（166）と主張するように、シェイクスピアは単に『マルタ
島のユダヤ人』を踏襲せずに自分のオリジナリティを展開している。シェ
イクスピアの描くユダヤ人はマーローが描くユダヤ人とはまったく異なっ
ている。シャイロックは悪党とは言え、血も涙も情けもある人物であるか
らだ。シェイクスピアの作品にはすべて材源があるが、シェイクスピアは
一つとして材源を踏襲することなく、材源に変更を加え劇的に文学的に見
事に昇華させているのである。　
　ヴェニスの法廷で、シャイロックが証文を盾にアントーニオの肉１ポン
ドをあくまでも要求するために、アントーニオの友人のバッサーニオやグ
ラシアーノーは死を賭してアントーニオを救おうとする。シャイロックは
そのようなキリスト教徒のバッサーニオやグラシアーノーと対決して次の
ように言う。

　　　　　　　　おれにも
　大事な娘がある、あれの亭主はキリスト教徒よりも
　いっそ盗っ人バラバスの子孫であってほしい──
　　　　　　　　I have a daughter:
　Would any of the stock of Barabbas
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　Had been her husband rather than a Christian.
 （Merchant of Venice 4.1.291-93）

この「バラバス」はキリストに代わって赦された盗賊のことであり、『マ
ルタ島のユダヤ人』の主人公バラバスの名前と同じでもある。シャイロッ
クは娘の亭主はロレンゾーのようなキリスト教徒ではなく、キリストによ
り命を助けられたユダヤ人の盗賊「バラバス」の子孫であってほしかった
のだ。なぜならば、バッサーニオやグラシアーノーがアントーニオを助け
ようとする行為は欺瞞であり猿芝居としか思えないからだ。『マルタ島の
ユダヤ人』のバラバスのスペリングは “Barabas” で “b” が一つ少ないが発
音は二つとも同じであり、二つとも強勢のない二番目の音節を必要とし
ている。シェイクスピアは『マルタ島のユダヤ人』のバラバスを意識して
「盗っ人バラバス」を例に出したと思われる。“stock” には「子孫」という
意味の他に資本金という意味がある。ユダヤ人がいかにも使いそうな台詞
のように思える。ドラカキスは「シャイロックが金銭上の響きがある名詞 
“stock” を使うのはユダヤ人の特性を示している」（354）というが、その
特性は『マルタ島のユダヤ人』のバラバスにもそのまま、いやそれ以上に
あてはまる。
　バラバスがシャイロックと異なり、マキャベリ的悪党と見なされるのは
ファーニーズを裏切り、トルコ皇帝の王子セリム・カリマス（Calymath）
と手を結んだかと思えばそのカリマスを裏切りファーニーズと再び手を結
び、カリマスもファーニーズも皆殺しにしようとするからだ。さらにバラ
バスは尼全員と娘のアビゲイルさえも毒殺している。それ故にバラバスは
伝統的にマキャベリ的悪党と解釈されているのだ。しかし、『マルタ島の
ユダヤ人』の中で真のマキャベリはローマ・カトリックのファーニーズで
ある。なぜならば、ファーニーズはトルコを裏切りスペイン副総督マー
ティン・デル・ボスコ（Martin del Bosco）と手を結び、カリマスに服し
たかに見せかけバラバスもろとも罠にかけ、マルタ島の支配権を奪還する
からだ。バラバスもファーニーズもマキャベリの『君主論』第18章の理
想を追求するが、陰謀策略を使って最終的に勝利を収めるのはファーニー
ズである。
　シャイロックはたしかに悪役ではあるが、バラバスのような「滑稽な悪
党」でも、権謀術策に失敗したマキャベリ的悪党でも殺人鬼でもない。バ
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ラバスの「滑稽な悪党」ぶりは変装したバラバスが彼の奴隷のイサモー
（Ithamore）に傍白する台詞「こん畜生め！　総督だっておれほどのもの
は食っちゃいねよ」“What a slaveʼs this! The Governor feeds not as I do.” 
（4.4.61） にも明らかである。イサモーはバラバスから盗んだ金をフランス
人の楽師に変装したバラバスに気前よくあげてバラバスをなじる。それ
を聞いたバラバスはこのように怒るのであるが、バラバスはマーローの
野心的な、かつ敏感な特質で話す。バラバスは血気盛りの時にあるのだ 
（Brown xxxviii）。しかし、シェイクスピアのシャイロックはバラバスと
は異なり、旧約聖書の中の老いた予言者のような抑制のきいた荘厳さで語
りかける。ヴェニスの法廷で、シャイロックは肉１ポンドを最後まで要求
するが、それはユダヤ人としての誇りがそうさせるのだ。バラバスがマー
ローによってマキャベリ的悪党に始めから人物造形されているのに対し
て、シャイロックはシェイクスピアによって同情や哀れみをもたらす悲劇
的人物として造形されている。そこにシェイクスピアがマーローをしのぐ
理由がある。ストールは「シェイクスピアがユダヤ人を同情的に描いたは
ずがない」と主張する。たしかにバラバスの台詞を聞けばストールの主張
は当然である。しかし、シャイロックもユダヤ人であるからバラバスと同
じく「悪党で笑われ役」とみなすのは余りにも短絡的な見方である。　

３

　以上見てきたように、シャイロックは最初の独白「積もる恨みをゲッ
プが出るほどはらしてやるからな」“I will feed fat the ancient grudge I bear 
him.”  （1.3.43） に明らかなように、舞台の幕が上がり、幕が下りるまで終
始一貫してキリスト教徒のアントーニオに対して強い恨みと敵意を抱いて
いる。シャイロックはアントーニオへの激しい憎悪の故に悪党となる。一
方、バラバスは財産を増やす喜びの故に悪党となる。バラバスもマルタ島
総督ファーニーズ等キリスト教徒の偽善と欺瞞と独善性を暴くが、己の野
望を達成するためには手段を選ばず、不倶戴天の敵であるキリスト教徒と
手を組んでまで悪事を犯すマキャベリ的な側面がある。バラバスは政治思
想家マキャベリのように権謀術策にたけた策略家に人物造形されているの
である。しかし同じ悪党とは言え、シャイロックには過酷な迫害に耐える
ストイックな修道士のような一面がある。
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　ティナ・クロンティス（Tina Krontiris）は「ギリシアの国立劇場での
『ヴェニスの商人』とホロコーストを押えこむ」（『シェイクスピア・サー
ベイ』第67号、2014）の中でデニス・ケネディ（Dennis Kennedy）の次
の主張を引用している。

ヒットラーの下でユダヤ人に対して犯された罪と私たちに絶え間なく続
くこの罪の意識が『ヴェニスの商人』とその読み方を一変させた。第二
次世界大戦という外部事象が『ヴェニスの商人』に多大な影響を及ぼし
たので、1945年以来、私たちは新しい演劇台本を手にしたと言っても
いいだろう （279）。

ヒットラーによるホロコーストが従来のユダヤ人に対するヨーロッパ人
の見方を一変させ、私たちは新しい演劇台本を手にしたというのだ。ケ
ネディの主張は『ヴェニスの商人』だけでなく、『マルタ島のユダヤ人』
やユダヤ人を扱うすべての作品の理解の仕方にもそのまま通じる。しか
し、シェイクスピアはヒットラーのホロコーストをまったく知らないの
に、ユダヤ人に対して犯された罪と私たちに絶え間なく続くこの罪の意識
を『ヴェニスの商人』の中ですでに顕在化させている。シェイクスピアは
マーローをはじめ、ジョヴァンニ、ウイルソン、シルヴァン、マンディ、
ウォルターズ、ガワー、マッデン、ホートンらとはまったく異なるスタン
スで悲劇性を帯びたシャイロックを人物造形し、ストールが規定した当時
の人々が忌み嫌ったステレオタイプとはまったく異なるユダヤ教徒とキリ
スト教徒とを対峙させ『ヴェニスの商人』を創造したのだ。リンダ・ミ
シュラ（Linda Misiura）が「シェイクスピアの『ヴェニスの商人』とマー
ローの『マルタ島のユダヤ人』におけるユダヤ人の描写」の中で「シャイ
ロックを好ましい性格として、またシャイロックをより良い人間として、
典型的なユダヤ人ではない描き方をし、シェイクスピアがマーロー劇の露
骨な反ユダヤ主義に反論するために、一種の社会的正義として『マルタ島
のユダヤ人』と対峙して『ヴェニスの商人』を書いたということはもっと
もである」9 と主張しているように、シェイクスピアは『ヴェニスの商人』
の中に、反ユダヤ主義を抑えた一種の社会的正義を持ち込み、シャイロッ
クに観客の同情心を引き起こす一面を与えたのである。
　シェイクスピアの喜劇の中で、『ヴェニスの商人』ほど悲劇性を内包し
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ている作品はない。そこにシェイクスピアが存在したルネサンスの善悪と
美醜をも包含する豊かさがある。シェイクスピアはミシュラが主張するよ
うに『マルタ島のユダヤ人』に見られる根深い反ユダヤ主義政策を批判す
る意味も込めて、よりいっそう劇的に芸術的に魅力あふれる『ヴェニスの
商人』を創作している。シェイクスピアはキリスト教徒にもユダヤ教徒に
もどちらの側にも与することなく中立的とも曖昧ともとれるスタンスで作
品を創り出している。『ヴェニスの商人』を観劇すると、私たちはシェイ
クスピアが悲惨な境遇にあえぐシャイロックの台詞に真実と崇高さを、ま
た法廷で追いつめられたポーシャの絶体絶命な状況から発する慈悲の気高
さを実現することに芸術の理想を見ようとしていることに気づく。私たち
が『ヴェニスの商人』に心酔するのも、そこにかかる芸術の最もすぐれた
手本を見出すからだ。このように、『ヴェニスの商人』は『マルタ島のユ
ダヤ人』を受容しているが、シャイロックはバラバスとは徹底的に異なる
人物として描かれているのである。
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Synopsis

Shakespeareʼs Reception of Marloweʼs 
The Jew of Malta in The Merchant of Venice

 FUKUSHIMA Noboru

When he created The Merchant of Venice, Shakespeare drew a lot of themes from 
The Jew of Malta. The Jewish Protagonist Shylock of The Merchant of Venice, 
however, contrasts strikingly with the Jewish protagonist Barabas of The Jew of 
Malta. It is pitiless to consider Shylock as a Machiavellian scoundrel like Barabas. 
The tragic prejudice against Jews plunges Shylock into the situation. It is very true 
that a source of The Merchant of Venice is The Jew of Malta, but it does not mean 
Shylock is the same Machiavellian rogue as Barabas. After Abigail betrays her father, 
entering a nunnery, Barabas becomes irate, murdering her by poisoning. Shylock, 
however, never kills his daughter, though she elopes with her Christian lover Lorenzo. 
Barabas made Don Mathias, Abigailʼs lover, estrange Don Lodowick, the governorʼs 
son, killing the two people without taking action against them. In addition to that, 
Barabas kills Bellamira, a courtesan, and Pilia-Borza, a friar, with poison. Barabas is 
depicted as a Machiavellian rogue; on the other hand, Shylock is depicted not as a 
Machiavellian ruffian but as a heroic person.
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アメリカン・ルネッサンスにおける先住民自伝

──ウィリアム・エイプスの『森の息子』論──

小澤奈美恵

　本論文の目的は、ピークォット（Pequot）族の説教師、ウィリアム・
エイプス（William Apess, 1798-1839）の自伝『森の息子』（A Son of the 
Forest, 1829）が、アメリカン・ルネッサンス期におけるマイノリティ文
学として果たす重要性を論じるものである。アメリカン・ルネッサンス
の領域は、F. O. マシーセン（F. O. Matthiessen,1902-1950）が扱った主流
白人作家だけでなく、大衆作家、女流作家、民族的少数派まで拡大されつ
つあるが、アメリカ先住民作家は、未だ十分に論じられているとは言えな
い。例えば、ルーシー・マドックス（Lucy Maddox）は、『リムーヴァル
ズ』（Removals, 1991）で、アメリカン・ルネッサンスの主流作家たちが
強制移住時代の先住民をどのように描き、また、作品の中にその影響が反
映されているかを論じているが、先住民作家を扱っていない。ルネ・バー
グランド（Renée L. Bergland）の『国民的恐怖』（The National Uncanny, 
2000）は、エイプスと主流作家の描く先住民像を対比している点で貴重
な研究書である。他にエイプスの研究書は多く出され、徐々に同時代の作
家との関係性が明るみに出されているとはいえ、十分にアメリカン・ル
ネッサンスの一部として取り扱われてはいない。
　ポストコロニアルの批評家、ガヤトリ・C・スピヴァク（Gayatri C. 
Spivak, 1942-）の論文「サバルタンは語ることができるか」（“Can the 
Subaltern Speak?”, 1988）が問いかけるように、アメリカ合衆国の中で、
「市民」に加えられず、独立宣言でも “Indian Savage”と表記された先住民
には、語る道が閉ざされており、強制移住法の時代に、エイプスの部族
ピークォットを始め東部のほとんどの部族は絶滅したと見做されていた。
しかしながら、いくつかの保留地は残っており、先住民は他のニューイン
グランドの植民者の中に紛れて、また地域社会と関係を持ちながら生き残
り、共和国の中での部族の存続の道を模索していた。東部社会に生き残っ
た先住民は、当時の文学や演劇の中で描かれる先住民とは大きく実態がず
れており、貧困状態で最下層の階級であったが、イギリス系アメリカ人の
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生活風習を取り入れながらも、先住民の文化的アイデンティティを守っ
て、密かに生きていた。このことは、ダニエル・R・マンデル（Daniel R. 
Mandell）による『部族、人種、歴史―ニューイングランド南部におけ
るアメリカ先住民1780-1880』（Tribe, Race, History: Native Americans in 
Southern New England, 1780-1880, 2010）の全編で詳細に裏付けられてい
る。マンデルは、公文書、手紙、手記などの一次資料を通じて、当時の先
住民社会を再現している。エイプスの属していたピークォット族の19世
紀の実態も、『ニューイングランド南部のピークォット族―アメリカ先住
民国家の興亡』（The Pequots in Southern New England: The Fall and Rise of 
an American Indian Nation, 1990）においても十分に明らかにされており、
他の多くの歴史研究においては、19世紀東部の先住民社会の存在は立証
されている。文学の中で先住民の歪んだイメージが広がる中、エイプス
は、メソジストというキリスト教宗派の運動の中に、その声を届ける手段
を見出し、自伝を出版した。しかし、その後エイプスの著作は長く顧みら
れることがなく、その声は150年もの間、封印されてきたのだった。
　エイプスの自伝形式の中には、A. ラヴォン・ブラウン・ルオフ（A. 
LaVonne Brown Ruoff, 1930-）が述べるように、様々な物語形式が混在し
ている（252-55）。ルオフは特に17世紀以来の ピューリタンの伝統的な物
語形式であるConversion Narrativeや新たに生まれつつあるSlave Narrative
に言及しているが、他にもCaptivity Narrativeや先住民の伝統的な口承物
語、当時、ベンジャミン・フランクリンの『自伝』（Autobiography, 1817-
18）で知られるようになった「自伝」という時系列で生涯を物語る形式な
どの要素も含まれる。Conversion NarrativeやCaptivity Narrativeという支
配者の文学形式を利用して、先住民の境遇を明らかにし、Slave Narrative
の先駆的形式を創りながら、エイプスは、白人の言説に立ち向かい、「好
戦的な野蛮人」、或いはその対極にある「高貴な野蛮人」などの先住民表
象を修正し、さらには、共和制国家内の市民権への願望まで述べる。市
民権の獲得を目指す意味で、奴隷解放運動から20世紀の公民権運動まで
連綿と続くマイノリティを主流に加えていく運動の源流とも言える。エ
イプスの自伝と同年、1829年に、奴隷解放運動に身を投じたアフリカ系
著述家デイヴィッド・ウォーカー（David Walker, c.1796-1830）が『デイ
ヴィッド・ウォーカーの抗議』（David Walkerʼs Appeal, 1829）を出版した
例からも、マイノリティ文学は、アメリカン・ルネッサンスの時代に芽吹
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き始めていた。アメリカン・ルネッサンス文学は、エイプスのような先住
民文学、自由黒人の文学などを補完することで初めて全貌が見えることに
なるだろう。
　エイプスの研究書を出した研究者たちは、メアリー・ルイーズ・プラッ
ト（Mary Louise Pratt）の理論を援用して論じている者が多い（Carlson 
1-37, Elrod 9, Wyss 4-6）。『帝国のまなざし―旅行記とトランスカルチュレ
イション』（Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, 1992）にお
いて、プラットは「コンタクト・ゾーン」という用語を用いるが、これは
二つの地理的、歴史的に異なる文化が遭遇し、交渉しあう場所で、そこで
は常に不平等や紛争が発生する（Pratt 6-7）。そこで起こる現象に対して
プラットはさらに「トランスカルチュレイション」という民族誌学者の用
いた言葉を使った（Pratt 6）。この用語は、従属した周縁グループが、支
配文化から伝達されたものを吸収し、そこから独自の文化を開発するとい
う意味を表す。従属者は支配者のイデオロギーを消化し、それを利用して
巧妙な方法で支配者に抵抗を行うのである。加えて、 「オートエスノグラ
フィ」（auto-ethnography）という言葉は、植民地支配を受けた人々が、支
配者の言葉を用いて、自らを表象する文書を指す（Pratt 7）。民族誌学者 
（ethnographer）の文書は、ヨーロッパ人が他者（従属者）を表象する手
段だが、オートエスノグラフィは、支配者の作った表象に反応して従属者
が創った文書で、それは支配者を読者層として想定していると言う。
　本論文でも、プラットの理論を用い、エイプスがいかにしてピューリタ
ンの伝統的な物語形式を利用しながら、支配者の創り上げた歪んだ先住民
表象に対して、自らの民族の正確な表象を提示し、植民地支配の実態を告
発したかを明らかにしていく。
　

１．『森の息子』（A Son of the Forest, 1829）について

　『森の息子』は、1829年に初版が出され、その後1831年に改訂した第二
版が出ている。1829年に資格を得て、メソジストの巡回牧師となり、あ
くまでもメソジスト派の布教活動の一環として、Conversion Narrativeと
いう体裁を取った自伝を発表した。当時、先住民が著作を出版するため
には、まずキリスト教という支配宗教の枠組みを利用するしかなかった。
フィリップ・Ｆ・グラ（Philip F. Gura, 1950-）によるエイプスの伝記研究
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によれば、当時、メソジストは内紛を起こし、より権威主義的なメソジ
スト監督派教会と、より社会の最下層の有色人種、低賃金労働者を信者と
し、個人の自由意思を重んじるメソジスト協会（メソジスト・プロテスタ
ント教会）に分裂していた（Gura 39-43）。グラによれば、エイプスは説
教師の資格を与えなかったメソジスト監督派教会を批判し、自ら説教を
しながら自伝を売り歩くしかなかったので、初版では全く注目を集めるこ
ともなかった（Gura 44）。しかし、メソジスト監督派教会を去り、メソジ
スト協会の方から説教師の資格を授与されたので、第二版は、メソジス
ト監督派教会への批判部分も削除され、宣伝されたため、一部の雑誌にも
書評が出た。当時、歴史研究家で先住民の本を多く出版していたサミュエ
ル・ガードナー・ドレイク（Samuel Gardener Drake,1798-1875）による、
比較的好意的な書評も『アメリカン・マンスリー・レヴュー』（American 
Monthly Review）に掲載された（Gura 45）。
　

２．Conversion Narrativeの利用

　Conversion Narrativeとは、ピューリタンの伝統では、聖人であること
を証明し教会の一員となるために、教会の会衆の前で行った信仰告白を
指す。ヒラリー・Ｅ・ウィズ（Hilary E. Wyss）が述べるように、先住民
にとって、これは植民地支配に服従することを意味した（Wyss 13-14）。
Conversion Narrativeでは、信徒は、自身の生活のエピソードを語りなが
ら、自身の罪を自覚し、悔い改め、そして、悪の誘惑と神の救いとの間を
揺れ動きながら、最後にキリストに身を委ねる。しかし、この制約がある
からこそ、エイプスは、先住民の置かれた苦境、家族の離散、年季奉公、
1812年対英戦争への従軍を語り、またその苦境のために犯した飲酒など
の罪など、植民地支配下に置かれた先住民の不当な境遇を告発することが
できたのである。ここにプラットの言うトランスカルチュレイションが見
られ、支配者の言葉と文化を用いながら、先住民の境遇を訴えることに成
功しているのである。
　エイプスがメソジストに属していなければ、信仰告白の自伝を出版する
機会さえ与えられなかったので、支配者の文化の一部であるメソジストを
取り入れた点は服従であると同時に、自らの主張を支配者層に届ける手段
でもあった。当時、多くの下層階級の人々を吸収して成長していたメソジ
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ストは、エイプスが人種平等を訴えるための貴重な手段であり、またメソ
ジストにとっても、エイプスのConversion Narrativeは、新たな信徒の獲
得に都合の良いものであった。
　メソジストは、1740年にイギリスで国教会から分離してできた宗派
で、労働者階級をとりわけ、惹きつけた（Gura 41）。アメリカでは、1784
年に創設され、その布教は、19世紀に入って飛躍的な成果を上げた。19
世紀前半だけで20倍に信徒を増やし、その領域もアメリカ全土に亘った
（Vickers 64）。ピューリタンの特権的宗派である会衆派や長老派に対立し
て、下層労働者階級の白人、移民、自由黒人、逃亡奴隷、先住民、社会的
位置の低い女性の信徒を吸収していった。第二次大覚醒運動の中で、権威
主義的、形式主義的な宗派に異を唱え、個人の自由意思を尊重し、人種・
階級の点でもより平等性を重んじていた（Tiro 653-55, Haynes 25-44, Gura 
33）。先住民への布教は、ニューイングランドだけにとどまらず、西部に
まで広がり、野外集会では、先住民の伝統的な宗教にも似せて、豊かな感
情表現を取り入れていた。そのため強制移住法の時代に、布教者はチェロ
キー（Cherokee）族、クリーク（Creek）族、チョクトー（Choctaw）族
の味方について、政府の方針に抵抗さえ行った（Vickers 69-71）。このよ
うに短期間に多様な人種・民族の下層労働者の信徒を獲得していったこと
は、当時、そうした下層階級が形成されており、共和主義国家の約束する
平等主義を主張し始めていた証左となる。
　メソジストは、野外集会（Camp meeting）を開き、決まりきった祈り
の言葉を暗唱するだけでなく、自由な言葉で祈りを行い、賛美歌を歌っ
たり、参加者は喜びの声を上げたり、罪の意識からすすり泣いたりと感
情表現も大きく、エイプスが述べるように「騒々しいメソジスト」（noisy 
Methodists） （Apess 18）であった。しかしながら、その礼拝のスタイルの
ために、メソジストの集会に参加すると、迫害の対象となり、罵られた
りするので、「地位のある人」（people of character）は参加しない（Apess 
18）とエイプスは、自伝の中で述べている。実際、最初の奉公先のファー
マン（Furman）氏は、先住民にも信者の多い洗礼派（Baptist）であった
が、エイプスがメソジストの集会に参加することを禁じた。二度目の奉公
先であるヒルハウス（Hillhouse）判事と三度目の奉公先であるウィリア
ムズ（Williams）将軍は長老派で、やはり集会への参加を禁止している。
エイプスは、型通りの決まった祈りの言葉を繰り返すだけの長老派に心を



28 小澤奈美恵

動かされることはなかった（Apess 15）と、長老派を批判する。オコネル
（OʼConnell）の注釈によれば、ウィリアムズ将軍はピークォット（Pequot）
族の保有地の監督官にも任命された人物であった（Apess 16）。そのよう
なピークォット族を支配する特権階級に属する人物の宗派を批判するこ
とは、先住民を子供扱いして支配する植民地主義への批判にも繋がって
いた。しかしながら、この自伝がメソジストの宗教的優位性を証明する
Conversion Narrativeであるとすれば、長老派へのエイプスの批判はメソ
ジストにとっても都合のよいことで、相互にとって利益があったはずであ
る。
　エイプスは、この反権威主義のメソジストを武器として、他の多くの下
層階級を味方に付けて、先住民の地位を向上させようとした。例えば、エ
イプスは自分がフィリップ王の血筋を引くと述べながらも、人類は皆、ア
ダムの子孫なので、同じ一つの家族であると人種平等を主張している（3）。
また、「キリストは人類全体のために死んだのだから、年齢、宗派、肌の
色、国、境遇などは何の関係もない」（Apess 19）とも述べている。
　平等主義からさらに一歩進んで、エイプスは、先住民がキリスト教発
祥の地イスラエルと深い関係のある民族であるとさえ述べ、イギリス系
アメリカ人よりキリストに近い真のキリスト教徒であると主張している。
メソジストが他のどんな宗派よりも先住民の布教に成功したと、メソジ
ストの功績を讃えた後、先住民はアダムと同じ肌の色をしていると語る
（Apess 34）。そして、この主張は自分だけでなく、当時の著名人の説であ
るとして、先住民＝「イスラエルの消えた十部族」説を主張していたド・
ウィット・クリントン（De Witt Clinton, 1769-1828）、イラィアス・ブディ
ノ（Elias Boudinot,1740-1821）、ジョン・ウェスト（John West, 177[?]-
1845）、サミュエル・ハインズ（Samuel Hinds）の名を挙げている。クリン
トンは、ニューヨーク州上院議員、ニューヨーク市長、ニューヨーク州知
事を歴任した人物で、先住民の起源に強い関心を抱き、本を著している。
また、ブディノは、大陸会議でニュージャージー州代表を務め、アメリカ
聖書協会の初代会長でもあった。同名のチェロキー族の活動家は、彼の弟
子のような存在であった（Apess 34）。
　エイプスは、巻末の付記でブディノの著作から引用し、一層、先住民が
イスラエルの民であるという説を、補強している。そこには、先住民が
ユダヤ民族の血を受け継いでいるため、ユダヤの言語、風俗習慣、顔形
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（Apess 74）ばかりか、先住民の神話とキリスト教の類似性（Apess 80）
まで述べられている。
　このように、エイプスは、最下層の有色人種に広がっていたメソジスト
派のConversion Narrativeを利用しながら、人種の平等性を明らかにしよ
うと試みたばかりでなく、先住民を擁護する白人知識人の間に広まってい
た説、すなわち、先住民をイスラエルの消えた十部族とする説によって、
先住民をキリストと同じユダヤ人の血の継承者であるとして、その地位を
高めようとしたのである。支配者の思想に従属しながら、それを武器に変
えるというトランスカルチュレイションを成功させていたと言える。

３．Captivity Narrativeの逆転

　通常のCaptivity Narrativeでは、白人が先住民の捕虜となり、野蛮な生
活の中で数々の受難を強いられるが、信仰を失わなければ、神の恩寵によ
り救済される。一方、エイプスの自伝は、白人の植民地支配に囚われの
身となった状況を先住民の視点で捉えた物語であるが、ウィズが指摘す
るように、謂わば、通常のCaptivity Narrativeを逆転した状況とも言える
（Wyss 159）。植民地主義の言説を見事に転覆し、その言説そのものを批
判し、逆の被支配者の視点から見た別の真実を暴き出したと言えよう。
　エイプスは、白人の植民地言説による先住民文化の破壊に臆することな
く言及する。白人の作り出す出版物や物語の威力を、エイプスは糾弾して
いるのである。白人の作った残酷なインディアンの物語が彼の幼い心にあ
まりにも強い印象を刻んでいたので、ファーマン家に引き取られたころ、
インディアンのいるところに送ってしまうぞという脅かしがどんな体罰
よりも恐ろしく、目上の人に従順に従う効き目があったと述べ、あるエピ
ソードを語る（Apess 10）。
　それは、森にベリー摘みに行って、浅黒い肌の色の女性たちの一団に出
会い、あまりに恐ろしかったので、後ろを振り返る勇気もなくまっしぐら
に逃げて家に帰ったという話である（Apess 10-11）。エイプスが同胞の先
住民に対して抱いた恐怖は、昔から何度となく聞かされていた「インディ
アン」の物語、特にCaptivity Narrativeに由来する。「インディアン」は、
植民者であれば、男女・子供を問わず殺して、その頭皮を剥ぐという話が
ほとんどであった。白人の物語の暴力的洗脳力は、エイプスに自らの同胞
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への謂れのない恐怖を抱かせたのだった。そして、このエピソードを語っ
た後、文明と言う破壊的な病をもたらし、かつての幸せな故郷を追い出さ
れた先住民の殲滅に白人が手を染めたことを、白人は決して語ることがな
いと付け加える（Apess 11）。先住民部族が滅ぼされ、土地を奪われたば
かりでなく、物語の力で、さらに追い打ちをかけるように、本来の姿を歪
められたと指摘しているのである。
　「付記」において、この考えは、白人の新聞記事によって補強されてい
る。エイプスは「付記」で、コロンブスの新大陸以来、先住民は「野蛮
人」と呼ばれ続けてきたが、常に侵略したのは白人の方であったことを
思い出させる。そして、ピークォット戦争では、ピューリタンによって
要塞に火をかけられ、ほとんどの部族が滅ぼされたことにも言及している
（Apess 59-60）。その一方で、先住民の残虐さは、当時の新聞でも書きた
てられるが、先住民にはその苦悩を記録し、人々に知らしめる報道機関を
持たないのだと語っている（Apess 60）。そして、『アナレクティック・マ
ガジン』（Analectic Magazine）の記事を数ページに亘り引用しているが、
その中には、先住民が二重の意味で被害を受けたこと、つまり、第一に戦
争で滅ぼされ、後には歴史家によって中傷を受けたという言葉が入ってい
る（Apess 61）。このようにして、エイプスは、本文の自伝の彼自身の体
験と思想を白人の言葉の協力を得て裏打ちし、共和制国家の一員となれる
ことも主張しているのである。
　通常のCaptivity Narrativeでは、白人の捕虜は故郷に帰還することがで
きる。しかし先住民は、帰るべき土地を失っているので、永遠に救済され
ない。しかし、エイプスは囚われの立場から、その故郷を奪われ、支配下
に置かれた状況を告発する。
　まず、「インディアン」という呼称について、エイプスは修正を行う。
その呼称が、最初は「発明の才」（ingenuity）から由来するのかと思った
が、最も正しい呼び名は 「土着民」（Native）であると述べ、最初に新大
陸に住んでいたことを強調した（Apess 10）。現代のポリティカル・コレ
クトネスの考え方を19世紀初頭に、主張していたのである。
　そして、アメリカ合衆国の成立の根底に抱える土地所有の問題をあら
ゆるところに挿入するほどエイプスは大胆である。例えば、ファーマン
家から、騙すようにしてヒルハウス判事の家に売られたとき、エイプス
は次のように語る。“If my consent had been solicited as a matter of form, 
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I should not have felt so bad. But to be sold to and treated unkindly by those 
who had got our fathersʼ lands for nothing was too much to bear”（Apess 16）
また、メソジストの集会へ行くことを非難された時も、非難されても自
分には失う面目は一切ないと語った後、“They had possession of the red 
manʼs inheritance and had deprived me of liberty; with this they were satisfied 
and could do as they pleased; therefore, I thought I could do as I pleased, 
measurably.”（Apess 18）と語る。さらには、最後の奉公先のウィリアム
ズ将軍の家から逃亡し、途中で1812年戦争の兵士に勧誘されたときの体
験でも土地問題に言及する。当時15歳のエイプスは、入隊自体が違法な
年齢であったのに、大量の酒を振る舞われて、戦場に駆り出された。そ
こでも“Now, my enlistment was against the law, but I did not know it; I could 
not think why I should risk my life and limbs in fighting for the white man, 
who had cheated my forefathers out of their land.” （Apess 25）という不満の
言葉の中に、土地問題が差し挟まれているのである。極めつけに、エイプ
スは開拓民が土地を奪うやり方を糾弾しさえする。

　No doubt there are many good people in the United States who would 
not trample upon the rights of the poor, but there are many others who are 
willing to roll in their coaches upon the tears and blood of the poor and 
unoffending natives—those who are ready at all times to speculate on the 
Indians and defraud them out of their rightful possessions.  Let the poor 
Indian attempt to resist the encroachments of his white neighbors, what a 
hue and cry is instantly raised against him.（Apess 31）

これに続けて、エイプスは、国土を侵略されれば、アメリカ人も武器を
取って防衛し、自由を取り戻そうとするはずであることを思い出させてい
る。つまり、アメリカ革命の植民地側の立場と先住民の立場が同じである
と主張し、支配者の論理を従属者の境遇に転用している。その意味で見事
なトランスカルチュレイションが見られる。
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４．Slave Narrativeの源流―市民権・選挙権への目覚め

　1789年にイギリスでは、奴隷貿易廃止運動を支援していた黒人奴隷
オラウダ・エクィアノ（Olaudah Equiano, 1745-97）が、自伝を出版し
た。エイリーン・ラザリ・エルロド（Eileen Razzari Elrod）はエイプス
がこれを読んでいた可能性を指摘する（Elrod 153）。アメリカで最も代表
的なSlave Narrativeとしては1845年に、奴隷制廃止運動家のフレデリッ
ク・ダグラス（Frederick Douglas, 1818-95）による『アメリカの奴隷、フ
レデリック・ダグラスの人生の物語』（Narrative of the Life of Frederick 
Douglass, an American Slave）が出版されることになる。これらの著作に
は、現行の奴隷貿易や奴隷制に批判を加え、白人と同等の諸権利を求める
点に共通項がある。
　エイプスの自伝にも、市民権が当然与えられるべき権利として、述べら
れている箇所がある。それは、1812年対英戦争を体験した後の言葉であ
る。エイプスは、15歳であったのに17歳と偽って半強制的に1812年戦争
に鼓笛隊員として従軍させられることになった。その後、兵隊として戦闘
に参加することを求められるのは、法律上契約違反なので、軍隊を離れよ
うとしたところ、脱走扱いされて拘束された。そのうえ、エイプスは、カ
ナダに送られ、先住民とイギリス人の混合部隊と対決し、同胞の先住民と
戦うことになる。エイプスは、40ドルの報奨金と160エーカーの土地、15
か月分の給与を約束されながら、アメリカが勝利を収めても、結局、何も
受け取ることはできなかった。そのため、以下のように述懐する。

But I could never think that the government acted right toward the 
“Natives,” not merely in refusing to pay us but in claiming our services in 
cases of perilous emergency, and still deny us the right of citizenship; and 
as long as our nation is debarred the privilege of voting for civil officers, 
I shall believe that the government has no claim on our services.（Apess 
31）

ここには、従軍する義務があるなら、当然、市民権や選挙権を与えるべき
だという公民権獲得運動の萌芽が見られる。この後、マイノリティを主流
支配階層へと組み入れていく運動は20世紀まで継続することになる。
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　エイプスが先住民として結束し、アメリカ市民として生き残ろうとす
る意志は、カナダを放浪して、一時的に先住民諸部族と生活を共にする
うちに、育っていったと考えられる。1816年の冬、オランダ人農夫の下
で、薪拾いの仕事をしていた頃出会った同胞の仲間とは、グラによれば、
主としてモホーク（Mahawk）族、ミソーガ・オジブウェ（Mississauga 
Ojibwe）族を中心としたイロクォイ６部族連合であったろうと推定して
いる（Gura 27）。さらに、グラはエイプスが過ごした時期は、６部族の
一つであるセネカ（Seneca）族の預言者ハンサム・レイク（Handsome 
Lake, 1735-1815）の晩年に当たり、この預言者によるエイプスへの影響
を指摘する。ハンサム・レイクは、キリスト教と先住民の信仰との融合を
提唱し、白人と平和を保つことを説いた。当時、同化を望まない仲間から
の反対もありながら、彼の教えは、その地域一帯に広まり、第二次大覚醒
運動の一部となったと言う（Gura 28）。故郷コルレイン（Colrain）で父
に再会し、メソジスト教会の説教師になることを決意したエイプスには、
部族を超えた先住民意識が芽生え、キリスト教と先住民の文化を混合しな
がら、アメリカ社会の中で生き抜こうとする意志が表れているように思わ
れる。
　以上のように、エイプスの自伝は、Slave Narrativeの源流に位置づけら
れると言っても過言ではない。なぜなら、その後に続々と出版されていっ
たSlave Narrativeは奴隷制を批判し、奴隷制廃止論者の団結を強め、市民
権・選挙権などの権利を要求する手段となっていったからである。

結語

　エイプスの自伝は、植民地支配者の言説に対する被支配者によるリア
クション、つまりプラットの言うオートエスノグラフィである。支配者
のキリスト教文化を一度受け入れつつも、Conversion Narrative、Captivity 
Narrativeの形式を逆用して、先住民の窮状を告発し、好戦的な野蛮人と
いうステレオタイプを先住民の視点から修正した。また、イギリスでの奴
隷貿易廃止論を高めたエクィアノの自伝にも、恐らく影響を受け、国内で
は、奴隷制廃止論の高まりの中で、黒人運動家ウォーカーの『デイヴィッ
ド・ウォーカーの抗議』の市民権の主張とも共振しながら、新たなSlave 
Narrativeの基本形を創り上げていった。つまり、エイプスの自伝は、ア
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メリカン・ルネッサンスの主流文学との関係性の中で解釈され、研究を進
められるべきである。彼の存在と作品は、大衆による領土への渇望の中で
掻き消されていったが、今、再びアメリカン・ルネッサンスに位置づける
ことで、その領域をさらに押し広げ、支配者層に属する主流作家の文学と
の関係性で新たな発見をすることが可能となる。

注

＊ この論文は、2015年10月10日（土）に行われた日本アメリカ文学会第
54回全国大会（於京都大学）で発表した「アメリカン・ルネッサンス
における先住民自伝――William ApessのA Son of the Forest」の内容を
大幅に改編したものである。
＊本研究は、JSPS科研費26370339の助成を受けたものである。
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Synopsis

A Native American Autobiography in American Renaissance:
William Apessʼs A Son of the Forest

 OZAWA Namie

This paper attempts to highlight the importance of William Apessʼs autobiography, 
A Son of the Forest (1829), in American Renaissance literature. Apess (1798-1839), a 
Pequot minister and activist in New England published his autobiography for the first 
time as a Native American in his lifetime. I have explored Apessʼs relations with the 
mainstream literature in American Renaissance. 

In order to achieve this aim, I applied the same critical terms Mary Pratt employed 
in Imperial Eyes (Routledge,1992) to my paper: contact zone, transculturation, and 
auto-ethnography. She explicates that contact zones are “social spaces where disparate 
cultures meet, clash, and grapple with each other, often in highly asymmetrical 
relations of domination and subordination (6-7).”  Pratt explains that ethnographers 
have used the term transculturation to describe how subordinated people “select and 
invent from materials transmitted to them by a dominant or metropolitan culture (6).” 
Auto-ethnography refers to “instances in which colonized subjects undertake to 
represent themselves in ways that engage with the colonizerʼs own terms (7).” It is 
therefore accurate to say that Apessʼs autobiography was a transcultural auto-
ethnography shaped in the contact zone of Euro-American pioneers and indigenous 
tribes.

Apessʼs autobiography consists of a variety of narrative forms, such as traditional 
Puritan conversion narratives, captivity narratives, as well as emerging slave 
narratives. While the Removal Act was being enforced, he exploited the colonialistsʼ 
ideology and culture in those narrative forms in an effort to correct what he felt was a 
distorted representation of Native Americans. 

Apessʼs autobiography is founded on his response to the mainstream dominant 
culture. He tried to represent himself with the adroit use of the colonizersʼ discourse, 
and therefore succeeded in effectively portraying his tribal predicaments, and even 
upraising their status. His writing should be interpreted in this interrelationship with 
mainstream literature of the 19th century. That is why A Son of the Forest should be 
viewed more seriously as an important part of the American Renaissance literature.
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フォークナー『八月の光』における
ジョー・クリスマスの死と男性化

和泉周子

はじめに

　1932年に出版された、ウィリアム・フォークナー（William Faulkner, 
1897-1962）の代表作の一作である『八月の光』（Light in August）に
おいて、その最重要登場人物の一人であるジョー・クリスマス（Joe 
Christmas）は、南部共同体が体現する白人男性至上主義社会にあって、
自らもまた人種差別主義者であり、かつ性差別主義者であるにもかかわら
ず、自らに流れる黒人の血の可能性と自らに潜む女性性に対する恐怖とい
う、主として人種とジェンダー、この二つの観点に起因する問題に絶えず
苦しみ、その生涯を通じて白人に、そして真の意味での男性になるべく
もがき続けていた。1 それにもかかわらず、クリスマスは最終的に、自らを
「黒人」として、愛人関係にあった白人女性、ジョアナ・バーデン（Joanna 
Burden）を殺害し、その結果、共同体の価値観を体現する人物であるパー
シー・グリム（Percy Grimm）に去勢されることによって男性性を失い、
象徴的な意味で「女性」となり、死ぬ。しかしながら、クリスマスはこの
とき、グリムに代表される南部共同体が望んだ通りに、果たして「女性
化」して死んだのだろうか。
　グリムが行った去勢という行為は、クリスマスから男性性を奪うため
の、その象徴行為として機能することを意図したものであり、事実そのよ
うにして機能したはずなのだが、それにもかかわらず、クリスマスの死の
場面は、彼が去勢されることによって男性性を失い、「女性化」したとい
うよりもむしろ、去勢されることによって男性性を得て（回復して）、実
際には「男性化」したという逆説的な読みを可能にするような描写である
ようにも思われる。そこで、本稿はクリスマスの死と「女性化」という点
に疑問を投げかけ、クリスマスの死を主として彼の「男性化」という点か
ら再考察してみたい。クリスマスの死と「男性化」を、彼の黒人性の受容
と内面化、つまりは「黒人化」という点から人種的に、彼の男性性の獲得
と確立、並びに表明という点からジェンダー的に、さらには共同体が彼の
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死と「男性化」に、また彼の死と「男性化」が共同体にもたらす影響及び
結果という点から社会的に考察することで、クリスマスの死をめぐる問題
を見直し、最終的には、その死に際に、クリスマス自身によって打ち立て
られた、ジョー・クリスマスという人物の新たなアイデンティティー像に
も迫っていきたい。

１．黒人としてのジョアナの殺害

　そもそも、人種差別主義者であるクリスマスが、なぜ愛人のジョアナ
を、自らを「黒人」として殺害するのだろうか。
　クリスマスとジョアナの愛人関係は３年以上にもわたって続き、その間
に、二人の関係は３つの段階を辿った。しかし、そのどの段階において
も、二人の関係は、男性であるクリスマスが女性であるジョアナに支配さ
れるという、ジェンダーの優劣が常に逆転した関係であり、性差別主義
者であるクリスマスは、ジョアナによって挫かれた男性性を回復し、また
逆転したジェンダーの優劣関係を元に戻すためにジョアナを殺害する。2 ク
リスマスはジョアナを殺害することで、ジョアナによって曖昧にさせられ
てきたジェンダー・アイデンティティーを「男性」とすることに成功す
るが、皮肉にも、ジョアナを殺害することで、クリスマスはジェンダーの
アイデンティティー同様に曖昧な状態にある、自らの人種のアイデンティ
ティーをもここで定めることとなる。
　クリスマスは、フォークナーが最も悲劇的であると述べるように（FU 
72, 118）、見た目は白人であるにもかかわらず、実は黒人の血を持ってい
るかもしれないという、人種のアイデンティティーが不確定で、自分が何
者か一生わからない人物である（FU 72, 118）。しかしながら、クリスマ
スは、移民の国であるために、自らのアイデンティティーやルーツがとて
も重要となるアメリカという国において、アイデンティティーを辿ること
ができず、また確かめることもできない “rootless”（LA 31）な人物として、3

時にはその致命傷を逆に利用し、自らの人種的なアイデンティティーを確
立せずに生きてきた。諏訪部浩一が論じるように、クリスマスは、性交し
た白人女性に自分が黒人だと伝え、常套的な人種とジェンダーのパフォー
マンスを行うことで、黒人としてのアイデンティティーを完全には引き受
けずに済ませてきたのである（250）。
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　女性を相手にするとき、ジョー［クリスマス］は「ニガー化」される
（それは彼から力を奪う）前に、自分のことを「ニガー」だという（そ
れは彼に力を与える）。自分が主

カ ー ド

導権を握っている限り、自分が黒人だ
という宣言は、「男らしさ」を行使し、確保する切

ジョーカー

り札であり、それゆ
えにある種の心理的なレヴェルにおいて、逆説的にも彼をいわば「脱ニ
ガー化」するのだ。（諏訪部 250）

しかしながら、ジェンダーの優劣が逆転し、男性化したジョアナに女性化
させられ、自らが男性化するには、ジョアナを殺害するほかに道はないと
いうところまで追い詰められたクリスマスは、ここで、究極の決断をしな
ければならなくなる。ジョアナの殺害を決意したクリスマスは、当然、彼
女の殺害方法を考えることになるが、この殺害方法の選択が、曖昧にして
きた自らの人種のアイデンティティーを確定させることになるのだ。クリ
スマスには、殺害方法として二つの選択肢、つまりは「銃」を使う選択肢
と、「剃刀」を使う選択肢の二つが与えられていたが、この選択が彼の人
種のアイデンティティーを決定づける。
　結論から述べると、クリスマスは「剃刀」を使い、ジョアナを殺害し
た。ヒュー・M・ルパーズバーグ（Hugh M. Ruppersburg）が、カルヴィ
ン・S・ブラウン（Calvin S. Brown）を援用し、“The razor is a straight 
razor, the stereotypical concealed weapon of the Southern black male”（62-
63）と述べるように、4 一般的に「剃刀」は「黒人」の武器であり、また一
般的に「銃」は「白人」の武器であった。剃刀という凶器は、犯人が黒人
であるということを意味するものであったが、この区別には、銃は高価な
ため、白人しか手に入れることができないという世間一般の事情も含まれ
ていた。そのため、ジェファソン（Jefferson）という町にある製材所の一
介の労働者に過ぎないクリスマスの経済事情では、銃を手に入れること
ができなかったとも考えられる。しかし、このときのクリスマスは、ウィ
スキーを密売することで、週に30～40ドルを儲けており（271）、銃を購
入できるほどの収入が十分にあったにもかかわらず、ジョアナを銃を使
い白人として殺すのか、剃刀を使い黒人として殺すのかという究極の選択
を迫られたとき、その経済的な状況によっても、また外見が白人と何ら
変わらないという身体的な状況によっても、銃を使い白人として犯行に及
ぶことができる中で、敢えて剃刀を使い黒人として犯行に及ぶのである
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（Ruppersburg 63）。一見すれば、選択肢が二つあるように見えても、「南
部（白）人としてのイデオロギーを内面化している」（諏訪部 225）クリ
スマスにとって、選択肢は一つしか有り得なかったのだ。
　諏訪部が、「南部白人の人種差別イデオロギーを内面化しているジョー
［クリスマス］は、自分を白人だと考えることが決してない」（226）と
論じた上で、ジーナ・マッキンリー（Gena McKinley）を援用し、「南
部共同体のイデオロギーを内面化している限り、人種的曖昧さはすなわ
ち「黒人」であるということを意味してしまう」（226）と述べるように、5  

クリスマスは白人でありたい、または白人になりたいと切に願いながら
も、「白人であることを「選択」することなどできない」（諏訪部 226）、
そのような状況下で生きているのだ。ルパーズバーグが、“Murder thus 
becomes his assertion of identity”（63）と論じるように、クリスマスはジョ
アナを殺害することで、女性化した自分を排除することには成功するが、
その代償に、自らを「黒人」として容認することを余儀なくされ、良くも
悪くもジェンダー的に、そして人種的に曖昧な自らのアイデンティティー
を決定づけ、その本意であれ不本意であれ、確定したアイデンティティー
をジョアナ殺害の容疑者として逃亡する中で内面化していくことになる。
ジョアナの殺害におけるこの決断こそが、クリスマスのすべてだったの
だ。

２．黒人性の内面化と男性性の確立

　では、クリスマスはどのようにして、自らの黒人性を受容し内面化、つ
まりは「黒人化」するのだろうか。ジョアナを殺害し逃亡する中で、クリ
スマスにはある精神的な変化が起こるが、この変化こそが彼の黒人性の受
容と内面化につながっている。
　逃亡中、クリスマスは食べることや眠ることといった生理的な欲求を
失っていく。“For a while he had been hungry all the time. . . . He thought of 
eating all the time, imagining dishes, food”（334）とあるように、逃亡した
最初の頃のクリスマスは空腹で、食べ物のことばかり考えていた。しか
し、それからある日のこと、彼は空腹を覚えなくなる（334）。食べなけ
ればならないと知っており、また、食べなければならないという思いに取
り付かれていても、食べたいという人間の基本的な欲求から離れるのだ。
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さらにその後で、 “He lay ready for sleep, without sleeping, without seeming 
to need the sleep, as he would place his stomach acquiescent for food which it 
did not seem to desire or need”（335）とあるように、クリスマスは眠るこ
との必要性（のなさ）を食べることのそれと同等に考え、食の欲求と同
様、眠りの欲求からも離れていく。人間の生理的な欲求である睡眠も食事
も、もはやクリスマスの身体とは離れたところで行われているのだ：“He 
entered the coma state which sleeping had now become with the need in his 
mind”（335）。そして、このように生理的な欲求から解放されていくこと
こそ、クリスマスが自らを「黒人」として受け入れ始めたことの証拠であ
る。それは、生理的な欲求が身体的な欲求と同義であるからだ。
　食べることや眠ることといった生理的な、すなわち身体的な欲求は、身
体的な必要性を意味しており、生理的な欲求の有無は身体にかかわる問題
である。人種差別主義がはびこる南部共同体において、身体にかかわる問
題の象徴と言えば、まさに肌の色の問題、つまりは人種の問題であり、生
理的な欲求、すなわち身体的な必要性は、最終的には、肌の色の問題に代
表される人種の問題に包括される。これは換言すると、クリスマスが「南
部白人の人種差別イデオロギー」（諏訪部 226）を意識せずにはいられな
いのは、彼に生理的な欲求があるが故のことであり、生理的な欲求がな
くなれば、自らを苛み続けてきた人種差別主義を気にかける必要性もなく
なるため、クリスマスは自らを黒人として受け入れることができるという
ことである。クリスマスの身体的な変化は、彼の精神的な変化に直結する
ものであり、食べることや眠ることといった生理的な欲求から解放され
ていくという身体的な変化をし始めたクリスマスは、無意識のうちに、今
や自分を黒人として受け入れていくという精神的な変化をもし始めたので
ある。そしてそれ故に、クリスマスはジョアナを殺害して３日後の夜、黒
人教会で騒ぎを起こす。伝道集会が行われていた黒人教会に押し入った
クリスマスは、牧師や会衆に暴行を働き、説教壇を占拠した上、神をもの
のしった挙句（322-23）、保安官に宛てて過激な（“unprintable”）一言を書
いた紙を壁板に残すのだ（326）。クリスマスは、生理的な欲求から解放
されていくことにより、無意識下で自らを黒人として受け入れ始めたから
こそ、白人を殺した「黒人」の殺人者として自らの行方を追う保安官一
行に、敢えてその行方を知らせ、さらには保安官に宛てたメモで一行を挑
発した上、逃亡を続けるのである。しかしながら、クリスマスはまた、そ
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うした保安官一行をあざ笑うかのように、靴を換えることで追跡をかわし
ていくのだが（329）、靴を換えるというまさにこの行為によって、クリ
スマスは自らを黒人として全面的に受け入れることになる。クリスマスが
靴を交換する相手は、道で会った黒人女性であり、クリスマスは自分の靴
を、その黒人女性が履いていた彼女の（黒人の）夫の作業靴と交換するの
だが（329）、クリスマスは「その黒人のにおいがする黒い靴」（331）、ル
パーズバーグが“a symbol of black identity”（191）と述べる黒人の作業靴
（“the brogans”）を履いたことによって（331）、黒人というものを無意識
下ではなく意識下で受け入れ、最終的に黒人としての自分を内面化、つま
りは「黒人化」するのである。
　そうとは言え、黒人の靴を履くことにより、意識下で黒人としての自分
と向き合ったクリスマスは、その当初、あきらめの気持ちでそうした自分
を眺めていた。

Looking down at the harsh, crude, clumsy shapelessness of them [the 
brogans], he said “Hah” through his teeth. It seemed to him that he could 
see himself being hunted by white men at last into the black abyss which 
had been waiting, trying, for thirty years to drown him and into which 
now and at last he had actually entered, bearing now upon his ankles the 
definite and ineradicable gauge of its upward moving. （331）

ルパーズバーグが言い換えるように、“the black abyss”は、“the abyss of 
black identity”の意であり（191）、靴を交換した直後のクリスマスは、自
らを黒人として受け入れることに肯定的ではなかった。しかし、黒人のに
おいが染みついた作業靴は、まるで靴が履いているうちに、徐々に履いて
いる人の足に馴染んでいくかのように、クリスマスに徐々に黒人としての
自分を受け入れさせていくのである。その証拠に、クリスマスはまず、靴
を取り換えた翌日の夜明け、その灰色の大気の中に、ある感覚を見出す。

　　It is just dawn, daylight: that gray and lonely suspension filled with 
the peaceful and tentative waking of birds. The air, inbreathed, is like 
spring water. He breathes deep and slow, feeling with each breath himself 
diffuse in the neutral grayness, becoming one with loneliness and quiet 



 フォークナー『八月の光』におけるジョー・クリスマスの死と男性化 43

that has never known fury or despair. ʻThat was all I wanted,ʼ he thinks, 
in a quiet and slow amazement. ʻThat was all, for thirty years. That didnʼt 
seem to be a whole lot to ask in thirty years.ʼ （331）

靴を取り換えたクリスマスは、ここで、自らが30年間欲しかったもの、
つまり「心の平安」（112）を手に入れる。6 クリスマスは、黒人というも
のを象徴する（Ruppersburg 191）、黒人のにおいがする靴を履くことで
（331）、意識下でも自分を黒人として受け入れ始めたからこそ、ここでつ
いに自らが30年もの間欲し続けた「心の平安」（112）を手に入れるのだ。
そして「心の平安」（112）を手に入れたクリスマスは、最終的に、“ ʻI 
dont have to bother about having to eat anymoreʼ ”（338）という結論に至り、
食べるという人間の基本的な欲求から解放されるだけではなく、食べなけ
ればならないという食べることへの呪縛からも解放される。そして、まさ
にこの食の呪縛からの解放こそが、クリスマスが自らを黒人として受け入
れ、黒人としての自分を内面化、つまりは「黒人化」した瞬間である。ク
リスマスはここで、食べるという生理的、すなわち身体的な欲求ばかりで
はなく、食べなければならないという身体的な必要性からも解放されるこ
とで、身体的に完全な変化を遂げたのだ。しかし、先に確認したように、
クリスマスにとっての身体的な変化は、彼の精神的な変化に直結するもの
であった。クリスマスは身体的に完全な変化を遂げることで、今や精神的
にも完全な変化を遂げたのであり、クリスマスのこの完全な精神的変化こ
そが、自らを黒人として全面的に受け入れ、「黒人化」するということな
のである。そして、クリスマスの完全な身体的変化は、彼に完全な精神的
変化をもたらすだけでは終わらず、身体的な欲求と必要性から解放される
ことで黒人性を内面化したクリスマスは、ここで、ジョアナを殺害するこ
とで回復した男性性をも確立するのだ。
　アンドレ・ブレイカスタン（André Bleikasten）が、“To eat, for Christmas, 
is to submit to the needs of the body and to acknowledge dependency on 
woman”（292）と論じるように、クリスマスは食べ物を口にするたびに、
逆転したジェンダーの優劣関係、すなわち「女性化」した自分を目の当
たりにさせられ、「避けられない屈辱」（山内 139）を味わってきた。しか
し、クリスマスは、食べたいという身体的な欲求と食べなければならない
という身体的な必要性の両者から解放されることで、今や女性化した自分
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からも解放されたのである。山内玲が「男性性の構築は食事の拒絶に具現
される女性性の排除と表裏一体の関係にある」（139）と論じるように、 7

クリスマスは身体的な欲求と必要性を喪失することで、ジョアナを殺害す
ることによって回復した自らの男性性を、揺らぐことのないものとして確
立し、「男性化」したのだ。黒人の作業靴は、クリスマスに、黒人として
の自分を受け入れさせ、「黒人化」を遂げさせるだけではなく、彼に、「男
性」にのみ帰属するものという意味で絶対的な「男性性」を確立させるこ
とで、「男性化」をも遂げさせたのである。
　「黒人化」と「男性化」を遂げたクリスマスは、「黒人男性」として逮捕
されるため、ジェファソンに向かい、その道中、黒人青年が御する荷馬車
に乗り、ジェファソンの20マイル手前にある町、モッツタウン（Mottstown）
にやって来る（338-39）。モッツタウンに入っていくクリスマスは、この
とき、黒人として死ぬことを覚悟している。

　　Looking, he can see the smoke low on the sky, beyond an 
imperceptible corner; he is entering it again, the street which ran for 
thirty years. It had been a paved street, where going should be fast. It 
had made a circle and he is still inside of it. Though during the last seven 
days he has had no paved street, yet he has travelled further than in all 
the thirty years before. And yet he is still inside the circle. ʻAnd yet I have 
been further in these seven days than in all the thirty years,ʼ he thinks. ʻBut 
I have never got outside that circle. I have never broken out of the ring of 
what I have already done and cannot ever undo,ʼ he thinks quietly, sitting 
on the seat, with planted on the dashboard before him the shoes, the black 
shoes smelling of negro: that mark on his ankles the gauge definite and 
ineradicable of the black tide creeping up his legs, moving from his feet 
upward as death moves. （339）

クリスマスが30年間走った舗装された道路に関して、横溝仁は、メアリ・
ジョアン・ドンドリンガー（Mary Joanne Dondlinger）が“paved because 
it is a man-made construction”（111）と述べている部分を援用し、「クリス
マスはこれまでの三〇年間、「舗装道路」に象徴される規範的、構築的世
界を走り続けてきた」（154）と述べる。クリスマスが走ってきた舗装さ
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れた道路は、南部的なしきたりやものの考え方、すなわち南部の人種差別
主義を比喩的に表しており、クリスマスがその円になった舗装された道路
の外に決して出ることができないのは、クリスマスが南部の人種差別主義
を内面化し続けているからである。クリスマスは確かに、逃亡していた７
日間、舗装されていない道路を走ることで、南部の人種差別主義とは離れ
たところにいた。しかし、クリスマスに身体的、かつ精神的な変化が起こ
るのは、まさにクリスマスが舗装されていない道路を走っていたときのこ
とであり、クリスマスは、ここで、身体的、かつ精神的変化を経験したか
らこそ、舗装されていない道路を走った７日間のうちに、舗装された道路
を走っていたそれまでの30年すべてよりも遠くまで行ったと感じるので
ある。そうとは言え、結局のところ、クリスマスに身体的、かつ精神的変
化をもたらした舗装されていない道路は、南部の人種差別主義を象徴する
舗装された道路に包含されたものにすぎないのであり、クリスマスは南部
の人種差別主義を十分に、正確に言えば、十分すぎるほどに内面化してい
るからこそ、ここで死を覚悟し、また決意した上で、モッツタウンに入っ
ていくのだ。ルパーズバーグが、“The ʻblack tideʼ that moves ʻup his legsʼ 
ʻas death movesʼ makes clear that for Christmas acceptance of his blackness is 
acceptance of death”（195-96）と論じるように、黒人のにおいが染みつい
た作業靴は、クリスマスに「黒人化」に加えて「男性化」を遂げさせるだ
けではなく、今や黒人としての「死」をも遂げさせようとしているのであ
り、こうした覚悟と決意の結果、クリスマスは最終的に、「黒人男性」と
して死んでいくのである。

３．黒人男性としての死

　モッツタウンで逮捕されたクリスマスは、ジェファソンに連行された後
（354-57）、特別大陪審にかけられることになる（414）。クリスマスは、罪
を認めれば終身刑となり、命は助かるはずであったが、それにもかかわら
ず、その特別大陪審に向かう途中、見物人でごった返した広場の真ん中で、
突如として逃走する（458）。諏訪部が「黒人の強姦殺人者たるもの、…… 
私刑に処される方がジョー［クリスマス］の視点からは「自然」だっただ
ろう」（261）と述べるように、クリスマスは終身刑を受けて生き長らえ
るのではなく、黒人の殺人者としてステレオタイプに「リンチ」されて死
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ぬことを選ぶのであり、その結果、クリスマスは共同体の価値観を体現す
るグリムによって去勢され、殺害される。
　グリムがクリスマスに行った去勢という行為は、グリムが “ʻNow youʼll 
let white women alone, even in hellʼ ”（464）とクリスマスに述べるように、
南部共同体の秩序を失墜させた、黒人による白人淑女凌辱殺害事件に対す
る制裁として、クリスマスという黒人からその野蛮な男性性を奪うための
象徴行為であった。グリムは、白人男性至上主義という共同体の価値観の
体現者として、この価値観を内面化したすべての人、すなわち共同体の白
人男性すべてになり代わり、クリスマスという黒人殺人者に去勢という私
的制裁を加えたのである。「弱い南部淑女」を守る「強い南部紳士」とい
うイメージに、白人かつ男性としての自我を依存するグリム、すなわち共
同体は、クリスマスを「女性化」し、また「黒人化」するために彼を去
勢するのだ（諏訪部261-62）。しかしながら、クリスマスを「女性化」し、
「黒人化」するためのこの行為が、皮肉にも、彼らに「白人男性不安」を
露呈させることになる（諏訪部 261-62）。それは、クリスマスの死にざま
が、グリムとグリムの後を追ってやって来た３人の男たちの記憶に、生
涯、「勝ち誇ったようにして」（465）、刻まれるからだ。

He just lay there, with his eyes open and empty of everything save 
consciousness, and with something, a shadow, about his mouth. For 
a long moment he looked up at them with peaceful and unfathomable 
and unbearable eyes. Then his face, body, all, seemed to collapse, to 
fall in upon itself, and from out the slashed garments about his hips 
and loins the pent black blood seemed to rush like a released breath. It 
seemed to rush out of his pale body like the rush of sparks from a rising 
rocket; upon that black blast the man seemed to rise soaring into their 
memories forever and ever. They are not to lose it, in whatever peaceful 
valleys, beside whatever placid and reassuring streams of old age, in the 
mirroring faces of whatever children they will contemplate old disasters 
and newer hopes. It will be there, musing, quiet, steadfast, not fading 
and not particularly threatful, but of itself alone serene, of itself alone 
triumphant. （464-65）
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横溝が指摘するように、前記の引用文中の「彼ら」とは、グリムと彼の後
を追ってやって来た３人の男たち、すなわち共同体の白人男性を表してい
る（157）。グリムは共同体の勧善懲悪のためにクリスマスを去勢するの
だが、クリスマスの死にざまがグリムとグリムに代表される共同体の白
人男性の記憶に生涯にわたって刻み込まれることによって、この去勢とい
う私的制裁は、本質的な意味で「失敗」した。確かに、グリムに代表され
る共同体の白人男性の脳裏に永遠に記憶されるクリスマスの姿とは、彼ら
がクリスマスに対して行った去勢というリンチの行為とその結果に他なら
ない。しかしながら、実のところ、彼らがクリスマスの最期の姿に見て
取るものは、グリムによる去勢という制裁を介して浮き彫りになった、共
同体の犯してきた人種差別という「罪」だったのである。グリムと共同体
の白人男性は、“They are not to lose it, in whatever peaceful valleys, beside 
whatever placid and reassuring streams of old age, in the mirroring faces of 
whatever children they will contemplate old disasters and newer hopes”（465）
という一文に象徴されるように、クリスマスの最期の姿がその脳裏に永遠
に刻み込まれることで、自分たちが今まさに犯し、また自分たちの先祖も
その昔にすでに犯し、そして自分たちの子孫がこの先にまた犯すだろう、
繰り返される悪しき人種差別の罪を常に意識しなければならなくなったの
だ。グリムと共同体は、このとき、去勢という行為そのものには成功した
が、クリスマスに自分たちの犯した人種差別という罪を目の当たりにさ
せられることで、逆にクリスマスに去勢させられたのである。“It will be 
there, musing, quiet, steadfast, not fading and not particularly threatful, but of 
itself alone serene, of itself alone triumphant”（465）という一文が示すよう
に、クリスマスの「静かなる抵抗」が引き起こした、クリスマス（黒人）
とグリムに代表される共同体（白人）の間の暗黙の力関係の逆転によっ
て、グリムと共同体はクリスマスから男性性を奪い、クリスマスを女性化
するどころか、逆にクリスマスによって男性性を奪われ、女性化させられ
ることで、結果的には、グリムと共同体自身がクリスマスに男性性を与え
（回復させ）、クリスマスを「男性化」してしまったのだ。しかしながら、
このクリスマスの「男性化」は、別言すれば、クリスマスが「男性化」し
た自己の姿を共同体に示した結果である。グリムに代表される共同体の白
人男性による黒人男性クリスマスの「男性化」は、クリスマスが身体的な
欲求と必要性を喪失することで確立した、自らの絶対的な「男性性」の表
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明をもまた意味しているのだ。
　キャシー・ペッパーズ（Cathy Peppers）が、“a ʻniggerʼ ... in the novel is 
consistently encoded as a feminized and abject subjectivity”（131）と論じる
ように、8 黒人男性は、たとえその「性別」が社会的な「強者」である「男
性」であっても、その「人種」が社会的な「弱者」の「黒人」であるが故
に、実際には、性別も人種もともに社会的な「弱者」である「黒人女性」
と同等に扱われた。しかしながら、クリスマスは、自らの死でもって、グ
リムに代表される共同体の白人男性の脳裏に、彼らが犯した人種差別の罪
を永遠に刻み込み、彼らを去勢、すなわち「女性化」することで、白人男
性と黒人男性の人種的な優劣関係を逆転させた。クリスマスは、ここで、
白人淑女の大きな脅威である、黒人男性に帰属する「野蛮」な男性性では
なく、社会的な強者として君臨する、白人男性にのみ帰属するものという
意味で「正当」な男性性を行使したのであり、共同体の白人男性に行使し
たこの男性性こそまさに、クリスマスが身体的な欲求と必要性を喪失す
ることで確立した、彼の絶対的な「黒人男性」としての「男性性」なので
ある。クリスマスは、グリムに代表される共同体の白人男性に、彼にのみ
固有のものであるとは言え、「黒人男性」としての「男性性」を行使する
ことで、ここに、社会的な「弱者」ではなく、社会的な「強者」としての
「黒人」という、「黒人男性」の新たなアイデンティティーを打ち立てたの
だ。共同体とクリスマス、それぞれが相互に影響し合う形で成し遂げられ
たクリスマスの「男性化」とは、身体的な欲求と必要性を喪失することに
よって獲得した、クリスマスの絶対的な「男性性」の表明であり、社会的
な「弱者」である「黒人」が、社会的な「強者」として「男性化」するか
らこそ、クリスマスという「黒人男性」は、共同体に「白人男性不安」を
引き起こすのである。クリスマスからほとばしり出る、「閉じ込められた
黒い血」（465）とはまさに、クリスマスから表出する、抑圧されて当然
とされた「黒人の男性性」であり、クリスマスがその死にざまを共同体の
人々の脳裏に永遠に「勝ち誇った様子で」（465）刻み込むとき、クリス
マス（黒い血）は彼ら（白い血）に勝利したのだ。
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おわりに

　クリスマスという人物は、たとえその名が面白半分でつけられたもの
であったとしても、9 まさにジョー・クリスマス（Joe Christmas）という名
前の通り、イエス＝キリスト（Jesus Christ）が、人間の犯した罪を背負
い、死んだようにして、南部共同体が犯した人種差別の罪を背負い、死ん
でいく。10 クリスマスは去勢という名の処刑を通して、共同体の罪を背負
い、またそれと同時に、黒人男性の新たな男性性、すなわち社会的な「強
者」としての「黒人男性」という、黒人男性の新たなアイデンティティー
を共同体の白人男性に表明することで、まさに「男性化」して死んだので
ある。

＊ 本稿は、平成26年度日本大学英文学会１月例会（2015年１月17日、於：
日本大学文理学部）での口頭発表、「Joe Christmasの死に関する一考察：
人種・ジェンダー・社会的観点から」を改題し、その発表原稿に大幅な
加筆・修正を施したものである。

註

1 この点はすでに多くの批評家によって論じられており、本稿もまた、この後の
ページで諏訪部の論を援用しながら論じているが、他の批評家の一例として、ドリー
ン・ファウラー（Doreen Fowler 156）を挙げることができる。

2 ジョアナを殺害するにあたり、クリスマスが込めた意味を含めた、この二人の関
係性については、和泉周子（Izumi Chikako 49-70）を参照されたい。

3 以下、本稿における『八月の光』からの引用はすべて、ウィリアム・フォーク
ナーのLight in August, 1932, The Corrected Text（New York: Vintage International, 1990）
を使用し、括弧内にページ数のみを記す。

4 ルパーズバーグは、ブラウンの“razor-hedged”という項目の記述（160）を援用し
ている。

5 マッキンリーは、 “... but because he accepts the racist ideology that there is a biological, 
ʻbloodʼ difference between blacks and whites he must classify himself as irreversibly black”
（154）と論じる。

6 クリスマスは、ジョアナを殺害する前の日（金曜日）の昼間、“All I wanted was 
peace”（112）と考えている。クリスマスは、ジョアナが彼の心の平安を乱す存在であ
るが故に、彼女を殺害するのだが、その代償に自らを黒人として受け入れなければなら
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なくなった。ジョアナを殺害したところで、クリスマスは自らが欲し続けた心の平安を
すぐには手に入れることができなかったのだ。

7 山内は、ジェイ・ワトソン（Jay Watson）の主張（154-56）をこのように言い換
えている。

8 この点もまた、すでに多くの批評家が論じており、その一例にファウラー（151）
を挙げることができる。

9 ジョー・クリスマスという名前は、彼が、クリスマス（イヴ）の夜に、（白人）孤
児院の玄関に置かれていた捨て子だった（142）というエピソードに由来するものだが、
孤児院で働く女性栄養士とその栄養士の愛人であるインターンが半ばふざけてつけたも
のでもあった（384-85）。

10 これもすでに多くの批評家によって指摘されてきた点ではあるが、ここではその
一例として、ルパーズバーグ（25）を挙げておきたい。
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Synopsis

The Death and Masculinization of Joe Christmas in 
Faulknerʼs Light in August

 IZUMI Chikako

In this essay, I argue the masculinization of Joe Christmas in William Faulknerʼs 
Light in August （1932） is based on three perspectives: racially, in connection with his 
internalization of blackness; gender, in relation to his acquisition, establishment and 
demonstration of masculinity; and socially, in that the community and his 
masculinization have a mutual influence on each other.

In the community where whiteness and masculinity are absolute values, 
Christmas conforms through his racism and sexism, but nevertheless suffers from the 
possibility of having some black blood, while fearing that femininity lurks somewhere 
inside. Throughout his life, he struggles to become a “true” white man. However, his 
murder of his white lover, Joanna Burden, makes Christmas “black”, and consequently 
he is castrated by Percy Grimm, the embodiment of the communityʼs values. Thus, 
Christmas loses his masculinity through Grimmʼs act and symbolically dies as a 
“woman”. But does he really die as a feminized subject as the community hopes? 
Paradoxically, Grimmʼs castration of Christmas can also be read as the means by 
which Christmas regains his masculinity because Grimm causes Christmas, a weak 
black, to gain strength through appropriating the cultural whiteness of the community. 
In this sense, Grimm fails in the castration of Christmas.
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ドナルド・キーン著『日本の文学』と吉田健一の書評

──日本文学の海外への紹介──

堀　邦維

　イギリスの月刊誌『エンカウンター』（Encounter）の1955年３月号に、
ドナルド・キーン（Donald Keene, 1922-）著『日本の文学』（Japanese 
Literature: An Introduction for Western Readers） の書評が掲載された。書い
たのは、日本の文芸評論家であり英文学者の吉田健一である。吉田茂の長
男で、外交官だった父に伴い少年時代をイギリスやフランスなどの海外で
過ごし、最終的にはケンブリッジ大学キングス・コレッジで学んだという
こともあり、彼の英語はネイティヴの誰もが認める第一級品であった。当
然この書評は吉田自身が英語で書いたものである。1

　実は、この書評に関しては、吉田健一（1912-1977）の自伝的作品にも、
長谷川郁夫が最近著した評伝『吉田健一』にも、さらには、『吉田健一著
作集』の年譜にも記載がない。また、ドナルド・キーンの自伝的作品のい
くつかを調べても、この書評に触れている箇所は見当たらない。ただし、
キーンは他の書評については具体的に掲載雑誌名をあげるなどして言及し
ており、当時その書評が彼を「喜びで満たしてくれた」と書いている。2

　筆者がこの書評に出合ったのは全くの偶然である。イギリス滞在中の
1999年に、ケンブリッジ大学図書館で別の用件で『エンカウンター』を
調べていた際、目次のなかにあるKenichi Yoshidaの名前が目に留まった
のである。タイトルは“The Literary Situation in Japan”となっていた。早
速中身を読んでみると、それがドナルド・キーン著『日本の文学』の書
評であることが分かった。本稿は、この書評掲載の背景を探ると同時に、
1950年代当時、日・米・英の文学者が日本の文学状況をどのように捉え
ていたかを、比較文学的視点から検討するものである。

１　書評掲載の経緯

　書評が掲載された『エンカウンター』は、1953年にロンドンで創刊さ
れた。そのサブタイトルには「文学・芸術・政治」とあり、発行元はマー
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チン・セカー・アンド・ウォーバーグ社（Martin Secker & Warburg LTD.）
である。自ら「文芸誌」と称しているが、その内容は文学を超えて、政
治、社会、文化など広範囲にわたっており、いわゆるハイブラウな月刊総
合雑誌という性格が強い。3 執筆陣は、欧米を中心とする第一級の学者、批
評家、作家、詩人たちである。そのなかには、イギリスでは哲学者アイ
ザイア・バーリン、作家オルダス・ハックスリー、文芸批評家フランク・
カーモド、フランスでは作家アルベール・カミュ、社会学者レーモン・ア
ロン、アメリカでは歴史学者アーサー・シュレジンガー、社会学者ダニエ
ル・ベルなどが顔を並べる。この他では、イギリス発行の「文芸誌」であ
るだけに、他の国々と比べてイギリスの詩人・作家の名前が目立つ。
　最初の編集者は、イギリスの詩人・批評家のスティーヴン・スペンダー
（Stephen Spender, 1909-1995）とアメリカの批評家アーヴィング・クリス
トル（Irving Kristol, 1920-2009）の２人であった。しばらく後にクリス
トルは、同じアメリカ人のメルヴィン・ラスキー（Melvin Lasky, 1920-
2004）に交代する。吉田の書評が載った1955年の時点では、すでにラス
キーに代わっていた。スペンダーは代わらず、その後1970年まで共同編
集長の座に留まった。
　興味深いことに、世界中の知識層に発信する『エンカウンター』ではあ
るが、創刊号に太宰治の短編を英訳で２編載せている──「桜桃」と「雌
について」である。英訳したのは、いずれもエドワード・サイデンステッ
カー（Edward Seidensticker, 1921-2007）だった。『エンカウンター』は
「文芸誌」を自称するのであるから、そこに文学作品が載るのは当然であ
る。実際、創刊号には太宰の作品以外に、アルベール・カミュのエッセ
イ、ヴァージニア・ウルフの日記、さらにイギリスの詩人２人の作品が掲
載されている。
　しかし、日本文学というものがどのようなものであるかさえ不明な当時
の状況で、ヨーロッパではほとんど無名の日本人作家の作品が掲載された
のは異例と言ってよい。今でこそ村上春樹をはじめとする日本人作家の作
品が当たり前のように世界各地で翻訳されているが、当時は、日本の現代
作家の作品が、日本の出版社以外から英訳されるということ自体が極めて
稀であった。
　太宰作品以外にも、同誌共同編集長の一人メルヴィン・ラスキーの訪日
レポートを２号に渡って掲載し、その後もエドワード・サイデンステッ
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カーやハーバート・パッシン（Herbert Passin, 1916-2003）などの日本専
門家のレポート記事が次々と掲載され、創刊からわずか４年の間に計７
本の日本関連記事が、世界の読者の目に触れることとなった。4 この事実か
ら、『エンカウンター』が、日本に対して並々ならぬ関心を寄せていたこ
とがわかる。そのような中で、吉田健一の書評が掲載されたのである。
　次に、掲載に至るまでの経緯についてであるが、前述のように、この書
評に関する記述自体が吉田の側にもキーンの側にも一切ないのであるか
ら、推測するしかない。まずは、なぜイギリスの雑誌『エンカウンター』
から吉田健一に書評の依頼がいったかである。
　すぐに考えたくなるのは、編集者のスティーヴン・スペンダーと吉田健
一との関係である。吉田がケンブリッジ時代に知り合う可能性もあるが、
スペンダーはオックスフォード大学で学び、しかも吉田の３歳年上である
ため、お互いが出会う可能性はきわめて低い。
　スペンダーとキーンの関係はどうか。書評が掲載された1955年の時点
より前に、スペンダーがキーンを知っていたのではないかという推測であ
る。確かに、キーンは1948年から５年間ケンブリッジ大学で研究しなが
ら日本文学を教えた経験がある。その間について自伝で書いてはいるが、
バートランド・ラッセルやE・M・フォースターの名前は出ていても、ス
ペンダーの名前は見当たらない。実際に互いが直接知り合ったのは、書
評掲載の２年後の1957年9月、日本で開催された国際ペン大会においてで
あった。
　そのときのいきさつは、キーン自身が自伝で詳しく書いている。スペン
ダーはイギリス代表団の一員として、またキーンはアメリカ代表団の一員
として日本を訪れていた。スペンダーと共にイギリスから来ていたのは、
作家のアンガス・ウィルスンであった。アメリカ代表団はジョン・スタ
インベックを団長にジョン・ドス・パソス、ラルフ・エリスンなど名だた
るメンバーで構成されていた。キーンは当時35歳の若さで、コロンビア
大学で教鞭を取っていたが、代表団に加わったのは、彼が日本語に堪能で
あったからである。キーンの記述から推測すると、ペン大会の流れで一行
が京都へ旅行した際に、彼とスペンダーが偶然車で一緒になり、このとき
初めて面識を持ったようである（208-211）。したがって、キーンとスペン
ダーとの関係があらかじめあった可能性は低い。5

　もう一つの推測は、日本におけるコネクションである。キーンは1953
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年から1955年まで京都大学の大学院で学んでいた。それとほぼ同時期、
サイデンステッカーは東京に住んでいた。アメリカにいた頃よりも、日本
へ来てからの方が２人は親しくなり、キーンが京都から東京を訪れた際に
は、サイデンステッカーの下宿に泊めてもらい、サイデンステッカーが
京都を訪れた際にはキーンの下宿に泊めてもらうというような仲になる。
（キーン、186）
　サイデンステッカーは、1948年から1950年まで外交官として占領軍外
交局に勤務した後、それを辞して、1952年からは東京大学で日本文学を
学んでいた。前述のとおり、サイデンステッカーは1953年に太宰の作品
の翻訳を『エンカウンター』の創刊号に載せている。同誌はアメリカ政
府から財政支援を受けており、サイデンステッカーは元外交官という経歴
を持つため、日本語専門家としての彼と編集部との間には何らかの信頼関
係があったことが推測される。実際、サイデンステッカーは『エンカウン
ター』に合計５本の原稿を寄せている。
　サイデンステッカー自身は、1955年に谷崎潤一郎作『蓼食う虫』の翻
訳を出版したばかりで、日本文学者としてのキャリアを順調に積み上げ
はじめていた。そのような中で、友人キーンのために、自ら買って出て書
評の話を『エンカウンター』に持ち込んだのではないか。あるいは逆に編
集部の方からキーンの著作の書評を載せたいのだが、だれか適当な書き手
はいないかと、サイデンステッカーに相談が持ちかけられたのかもしれな
い。というのも、書評の掲載に値するほどキーンの『日本の文学』は評判
がよかっただけでなく、日本関係の記事は、当時の『エンカウンター』の
目玉の一つであったからだ。そして、サイデンステッカーが推薦したのが
吉田健一であったのではないだろうか。いずれにしろ、この書評の件には
サイデンステッカーが関与していた可能性が高い。サイデンステッカーが
吉田を推薦したとすれば、その理由はいかなるものか。
　サイデンステッカーは、1955年以前に吉田を知っていたはずである。
なぜなら、彼の訳した谷崎潤一郎の『蓼食う虫』を1955年にアメリカで
出版する際、その出版社（Knopf社）が日本人文学者の推薦文を欲しがり、
そのうちの一通を吉田に頼んで書いてもらっているからである。『蓼食う
虫』は谷崎作品としては初の英訳であったため、谷崎という作家が何者で
あるかを、出版社が知りたかったのであろう。この翻訳は、アメリカで
1955年に出版されるから、推薦状の依頼はそれより前でなくてはならな
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い。また、見ず知らずの人間にこのような依頼をするわけがないので、あ
る程度長い付き合いがあったに違いない。自伝によると二人はよく飲み歩
いていた仲らしい。そのような関係があったからこそ、吉田はサイデンス
テッカーの依頼を引き受けたのであろう。そうして届いた推薦状は英語で
書いてあり、「実に立派な文章であった」とサイデンステッカーは自伝に
書いている（148）。
　ここでわかるのは、1955年以前に、サイデンステッカーは吉田と個人
的なつながりを持ち、なおかつ吉田の尋常でない英語の文章力を知ってい
たということである。吉田の推薦状に同封されていた添え状には、「特別
気に入った酒がまだ樽に半分以上残っているから、一緒に飲み尽くそう」
と書いてあったという（148）。後に２人は疎遠になるが、この当時はま
だ関係がきわめて良好であったことがわかる。
　また、著者のキーンが直接吉田に依頼した可能性もない訳ではない。
キーンの自伝によると、キーンと吉田が初めて会ったのは1954年のこと
であったことが分かる。だが、何月とは書いていない（220）。ドナルド・
キーン・センター柏崎の年譜には、「11月、東京・歌舞伎座で三島由紀夫
と会う。以後、吉田健一、河上徹太郎、石川淳、大岡昇平ら、鉢の木会の
作家たちと交流」という記述がある。6

　吉田と交流を始めるのが11月より後だとすれば、書評掲載は『エンカウ
ンター』の1955年３月号であるから、時間的にはかなり難しいのではな
いだろうか。しかも駆け出しの日本文学研究者が、知り合ったばかりの著
名人吉田健一に、自分の著作の書評を頼めるとは考えにくい。さらに、も
しキーンが直接依頼したのであれば、敬意と謝意を表して自伝にその旨を
記すはずである。
　以上が、吉田の書評掲載に関して推察できることのすべてである。その
経緯がどうであれ、『エンカウンター』という国際的でハイブラウな雑誌
に、日本文学に関する著作の書評が掲載され、その書評を英語で書いたの
が日本人文学者の吉田健一であったという事実だけでも、注目に値する。
なぜなら当時日本文学は、世界の知識層にとってさえ、一種のエキゾチシ
ズムの対象であり、到底その実相に触れるまでには至っておらず、まして
や同時代の文学となれば、ほとんど未知の領域であったからである。7

　ちなみに、『エンカウンター』の発行部数は当時40,000部ほどであった
が、同時期サルトルやボーヴォワールなどが編集して世界的に影響力を
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持ったフランスの雑誌『現代』（Les Temps Modernes）が20,000部であっ
たことを考えると、知識層向けの雑誌としては、かなりの数字であり、そ
の影響力も大きかったと思われる。

２　キーンの著作と吉田の書評の中身

　さて、書評されたキーンの『日本の文学』そのものであるが、英語で書
かれた日本文学を概観する著作としては、半世紀前の1899年にW・G・ア
ストン（W. G. Aston, 1841-1911）が書いた『日本文学の歴史』（A History 
of Japanese Literature）以来ということになる。8 したがって、その新奇さ
と、読書界の待望が相俟って、評判の一冊となった。そして現在でも日本
文学を学ぼうとする世界中の学生たちへの入門書として読まれ続けてい
る。
　実は、キーン自身はこの著作を出す前にすでに２冊の本を出版してい
た。しかしいずれもそれほど評判にならなかった。一つは修士論文を本
にした『国姓爺合戦の研究』（1951年）、もう一つは博士論文を本にした
『日本人の西洋発見』（1952年）であった。しかし、1953年にイギリスで
出版されたこの『日本の文学』（Japanese Literature: An Introduction for 
Western Readers）は、小冊でありながら評判となり、文字通り彼の出世
作となった（アメリカ版は1955年に出版）。9

　1899年のアストンの本が扱った時代は古代から明治までで（実際には
この本が出版される前年の1898年まで）、具体的に取り上げているのは、
『万葉集』や『古事記』から、明治期の坪内逍遥や福沢諭吉らとその周辺
にいた文学者たち、すなわち尾崎紅葉、幸田露伴、徳富蘇峰、山田美妙ま
でである。だが、鷗外も漱石も一切扱われておらず、言及されている上記
以外の作家のほとんどは今日ではあまり読まれることないような無名の作
家・作品である。アストンにしてみれば、彼の生きた時代の日本文学の状
況を伝えているつもりなのだろうが、この本が出た直後、つまり20世紀
に入ってから次々と登場する重要作家に一切触れていないことが（1899
年の出版であるから仕方ないが）、この本の最大の欠点である。その結果、
明治以降の日本文学の実相を伝えているとは言えず、近年では欧米の日本
文学研究者のあいだでもあまり重要視されることはなくなった。10

　このような状況のなかで、キーンの『日本の文学』が登場したのであ
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る。110頁ほどの分量であるが、日本文学の主要素を実に簡潔的確に説明
している。序章にはじまり、第１章日本の詩、第２章日本の劇、第３章日
本の小説と進み、最後に「欧米の影響を受けた日本文学」という章を設け
て、近現代の日本文学を論じている。出版当時のアメリカでの評価の一つ
に次のようなものがある。

この鋭く小気味よい１冊は長らく待望されたものである。英語で書かれ
た有用な日本文学の唯一の案内書として、半世紀も前の古臭くなったア
ストンの著作にとって代わることになるだろう。－＜中略＞－キーンは
実に巧みに主要作品の特徴をつかみ、また時間をかけて丁寧に一つ一つ
の詩を読み解いて見せることで、日本の詩のメカニズムをわかりやすく
説明している。したがって、この著作は日本文学の歴史を書いたもので
ありながら、同時にその批評的解釈書でもある。フランス文学や英文学
との適切な比較、たとえば、『源氏物語』と『失われた時を求めて』の
比較などは、読者の理解を大いに助けることになるだろう。11

　
とくに「欧米の影響を受けた日本文学」の章は、欧米人による近現代日本
文学論の嚆矢とも言えるものだが、西洋文学との比較を交えた論考は日本
人にとっても新鮮に感じられるはずである。後に吉田健一がこの著作を日
本語に訳し（1963年）、日本国内でも多くの読者を獲得した。
　では、吉田健一は『エンカウンター』に掲載した書評の中では、どのよ
うに書いているのだろうか。吉田の書評は５頁に及び、同誌の書評として
はかなり長い方である（ちなみに同時掲載のもう一つの書評は、３頁足ら
ずであった）。だが、吉田がキーンの著作に関して書いているのは全体の
８分の１ほどで、しかもそれは、最初の書きだし部分だけに過ぎない。残
りはすべて、吉田自身の戦後日本文学論の展開である。ただし、次のよう
に書いて、キーンの著作に賛辞を呈することは怠っていない。

ところで、この一冊は、日本の文学に関心を持っていながら、それに関
する知識が乏しい読者の誰にでも、心より推薦できるものである。それ
は、偶々他にこのような重宝な本がないからというだけでなく、この本
自体が非常に優れた文学評論となっているからである（63）。
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キーンの著作の批評的側面を強調している点は、先に引いたアメリカで
の書評と一致している。この賛辞の直後、「戦後の数年間は日本文学に二
つの点で影響を及ぼした」と書き始め、吉田はこの書評の最後に至るまで
キーンの著作から離れ、もっぱら持論を展開することになる。12

　吉田によると、その影響の一つは、戦争前には考えられないほどに読者
層が広がったということ。もう一つは、読者の質が急激に下落したことで
ある。読者の数が増えた理由としては、戦争中は戦時体制で読書する余裕
もなく（とくに都市部）、また印刷物の数が厳格に制限されていたという
事実を挙げる。
　さらには、戦後の新憲法で、平和主義だけでなく「文化国家」を宣言し
たため、この曖昧な概念が独り歩きし、誰もが「文化」的になろうと欲し
た。その結果、これまで読まなかった層が、書店に殺到するようになった
と説明する。具体的な数字も挙げており、書籍や雑誌の消費は、戦争前の
５倍から６倍に増えたという（63）。
　キーンの『日本の文学』でも、同じ現象に触れている――「人々のほと
んどはその頃、ただ生きていくことだけに全エネルギーを費やせざるを得
ず、文学作品に関心を寄せる余裕がほとんどなかった。－＜中略＞－そし
て読者層の趣味の低さを反映して、わいせつな読み物や探偵小説などの、
現実逃避的な作品が現れるようになった」。（Keene, 105-106）ニュアンスこ
そ違うが、両者ともに戦後における読者の大衆化とそれに見合う大衆文学
の興隆に注目しているという点では、ほぼ同様の状況認識と言ってよいで
あろう。吉田の書評と、キーンの著作の接点は、実はこの部分だけである。
　吉田はさらに持論を展開する――「読者の急激な増加は趣味の低下を招
くだけでなく、何が書いてあるか理解する能力さえ低下させる」と切り出
す。戦争が始まる前から、新しい文学に対する読者の要求が高まっていた
が、戦争のおかげでそれを満たすことができなかった。厳しい検閲があ
り、印刷物が国から制限されるなどして、本の流通そのものが阻害されて
いたからである。
　ところが、戦後になって出版界が洪水のように本を供給するようになる
と、飢えた者のように手当たり次第に読みまくるという現象が生まれた。
彼らは、何を読むべきか、あるいは何が書いてあるかを判断するゆとり
も、能力もないまま、ただ「文化的」であるという理由だけで買い求める
という状況だったという。
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　一方、書き手にとってはどうであったか。読者層の量的拡大は単純に、
既成作家たちにとっても、また戦後に登場した新しい作家たちにとって
も、経済的な繁栄をもたらすようになる。その結果、本来の文学的見地か
らすれば望ましくない類の作家たちを生み出すことになったという。ま
た、有力な純文学系の作家の一部には、「意図的に大衆向けの小説や評論
を書いて金儲けに走るものもいた」（64）。川端康成や伊藤整などが大衆
雑誌に盛んに書いていた状況を指してのことだろう。これらの作家は、戦
前戦中そして戦後になってもなお文学の革新を求めていたが、戦後は両様
の作品を同時に生み出していたという意味で、吉田の説明に合致する。
　吉田はまた、大衆化の様相を、日本特有の雑誌の繁栄に関連させて説明
する。戦後になると純文学の４つの雑誌（『新潮』）、『文学界』、『文藝』、
『群像』）以外に、４つか５つの大衆文学の雑誌（『オール読物』、『小説新
潮』など）があり、さらには分厚い５つ６つの女性月刊誌があり、それに
は必ず小説が掲載されている。それに加えて、新聞には少なくとも２種類
の連載小説が付き物である。これだけの需要があるのだから、大衆文芸は
ますます繁栄するのだという（66）。
　とはいうものの、吉田は、大衆文芸の一つの分野である歴史小説で、最
も先進的な作家として２人の名前を挙げている。井伏鱒二と井上靖であ
る。具体的に取りあげた作品は、井伏の『かるさん屋敷』（1953年）と井
上の『風林火山』（1953年）である。いずれも日本ではよく知られた歴史
上の人物（織田信長と武田信玄）を、戦国時代という特殊な時代状況のな
かに見事な筆致で浮かび上がらせ、まるで現代を扱っているような気さえ
起こせると述べている（65-66）。
　名前を挙げているもう一人の作家は、大岡昇平である。戦後になって外
国文学の影響を強く受けた作家たちが登場するが、その中でも大岡は注目
すべき作家として取り上げている。大岡はフランスのスタンダールから描
写の正確さを学び、それは戦争文学の傑作とされる『野火』に最も現れて
いる。さらにこの小説は、日本で唯一、キリスト教のミサに関する教義
と飢える兵士らのカニバリズムとを対置させたとして賞賛している。しか
し同じように外国の影響を受けた文学の中でも、左翼文学は、反米、反体
制、親ソ連、親中国、そして革命への夢などの感情（観念とは書いていな
い）が前面に出すぎており、現実を描いているとはとても思えないので、
無視しても構わないとしている（66-67）。 
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３　パッシンとエンライト

　戦後における文学の大衆化という状況を捉えていたのは、吉田やキーン
だけではなかった。1950年代に日本に在住して直に日本の文学状況に触
れていた英米人も似たような見解を持っていた。
　アメリカ人のハーバート・パッシン（Herbert Passin）は1957年の『エ
ンカウンター』３月号に、「読書好きの国民」（“Nation of Readers and of 
Writers, Too”）と題したエッセイを書いている。
　パッシンは、ノースウェスタン大学で人類学の修士号を取得した後、米
国陸軍の日本語学校で集中的に日本語を学んだ（ちなみに、キーンとサイ
デンステッカーは海軍の日本語学校）。戦後GHQの社会調査部門の主任
研究官を経て、カリフォルニア大学など複数の教育機関で教鞭をとった。
このエッセイをパッシンが書いたのは、『エンカウンター』の極東支部代
表を務めていた1954年から1957年の間である。
　パッシンが注目したのは、日本の読書事情、とくに雑誌などの定期刊行
物の盛況と、それに伴う書き手の繁栄である。日本の作家たちは常に締め
切りに追われて忙しいが、そこから生じる収入は世界的に見ても最高の部
類に属すであろうと書いている（33）。
　それに加え、様々な記事を提供するプロのフリーランスの書き手の数も
1,000人を超えており、おびただしい量の言葉が世の中に出回ることにな
る。この現象をパッシンは「言葉の下痢状態」と呼んでいる。このような
雑誌繁栄の背景としては、日本人の口から次のようなことが一般的に言わ
れているという――「我々は読書好きの国民である。人々はあまりにも貧
しく他の娯楽を楽しむ余裕がないので、読書へと向かうのである」（33）。
開発の遅れた地域で出生率が高いのは、電気が通ってないので、夜に他に
することがないからだ、というのと同じだと説明する。
　雑誌の数が多いだけでなく、日本で出される月刊誌が分厚いのにも注目
している。たとえば月刊総合誌でくらべれば、『エンカウンター』が90頁
弱であるのに対して『中央公論』や『文藝春秋』は400頁ちかい。この背
景として、東京などの大都市（月刊総合誌がよく売れるのは東京であると
いうデータも示している）では、通勤時間が片道１時間半というのは、普
通のことで、その時間をつぶすにはこれくらいの分量が必要なのだという
（34）。
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　また、日本では西洋に比べると、大衆誌と高級誌の区別は明確にはなさ
れておらず、良質な純文学の作家たちが、大衆誌に寄稿することは珍しく
ないという。パッシンは、さらに雑誌の種類の数や具体的な発行部数な
ど、実際的な情報も交えながら日本の雑誌事情の特性を分析している。こ
うした雑誌の発行部数と種類の多さが、作家に多くの機会を与え、文学の
大衆化を促進しているという分析は、吉田と全く同様といってよい（34）。
　他方、1950年代の日本の文学状況を独自の視点から捉えたイギリスの
詩人がいた。Ｄ・Ｊ・エンライト（D. J. Enright）で、1954年の『エンカ
ウンター』５月号に載せた「ある日本の大学からの手記」（“Notes from a 
Japanese University”）と題したエッセイで、当時の日本の大学教育と文
学の現場がどのような様子であったかを、実体験に基づいて報告してい
る。
　詩人としてのエンライトは、フィリップ・ラーキン、キングスリー・エ
イミスなどと共に、50年代に「ムーヴメント」（The Movement）と呼ばれ
た詩人グループの一人で、英国内でも名声を獲得していた。詩風は、シン
プルで、小気味良く、かつ威厳が保たれている。ロマン主義的ではない
が、モダニズムからも距離を置いている。俗物主義を皮肉り、長く東南ア
ジアで生活した経験をもとにエキゾチックな題材を好んで取り上げる。こ
こで取り上げる記事にもそのような傾向が垣間見える。
　エンライトはケンブリッジ大学卒業後の1947年から1970年にかけて
バンコクやシンガポールなど主にアジアの大学で教鞭をとった。1953
年から1956年までは、神戸の甲南大学で日本の学生に英文学を教えてお
り、この「手記」はその間に書かれたものである。また、エンライトは、
1970年に英国に戻り、メルヴィン・ラスキーと共に『エンカウンター』
の共同編集長を２年間務めた。
　興味深いのは、エンライトが、うなぎを肴に燗酒を飲みながら、日本の
若い作家や教員たちと交わした文学談義である。その若者たちの文学への
情熱はイギリスでは経験したことがないほどに燃え盛っており、しかも彼
らがみな純粋であるということに驚いている。とりわけ、何年ものあいだ
戦争で途絶えていただけに、外国文学を渇望する彼らの貪欲さには、感動
さえする。だが、そう書いておきながら、「飢える者は、必ずしも自分が
いま飲み込もうとしているものが何であるかを知っているとは限らない」
（８）という一文を付け加えているのは、冷笑家のエンライトらしい。ま
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た、吉田とパッシンが捉えていた戦後における文学や活字への飢餓状況の
分析とも重なる。

結び

　ヨーロッパ文学の日本への受容に関しては、キーンも『日本の文学』の最
終章で論じている。坪内逍遥、二葉亭四迷などから順に進み、アストンの本
では全く取り上げていなかった鷗外と漱石をはじめ、谷崎、太宰その他の同
時代作家に至るまでを比較文学的視点を交えながら的確に論じている。13

　吉田は書評でこのような内容にはほとんど触れていないが、彼自身、西
洋文化と日本文化の狭間に位置していたということもあり、自身の著作で
は、日欧比較のもとに日本文学を縦横に論じている（とくに『東西文学
論』新潮社、1955年）。また、キーンもその後、新たに日本文学の歴史を
書き、そこではさらに充実した日欧比較がなされ、なおかつ、それまでの
日本人が蓄積した知見も交えながら、独特の日本文学論を展開している。14

キーンの『日本の文学』はその出発点であったということになる。
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Synopsis

Donald Keeneʼs Japanese Literature: 
An Introduction for Western Readers and Kenichi Yoshidaʼs Bookreview

 HORI Kunishige

The British monthly magazine Encounterʼs March 1955 issue published a 
book review of Donald Keeneʼs Japanese Literature: An Introduction for Western 
Readers. The reviewer was Kenichi Yoshida who was an English literature scholar 
and a literary critic. Keeneʼs book covered almost every genre and period of 
Japanese literature including the contemporaries. This was the latest of this kind 
since D. J. Aston wrote A History of Japanese Literature in 1889 and naturally had 
a good reputation. Furthermore, it was remarkable that the reviewer was Japanese in 
the British magazine in those days. Yoshida grew up in foreign countries, including 
England and France, as the eldest son of future Prime Minister Shigeru Yoshida. 
Kenichi was educated in English, and finally at Kings College Cambridge. His 
English was so excellent that he wrote the review in English. 

It was quite an accident that I met the review. When I was looking through 
Encounter magazines in Cambridge University Library, the Japanese name of 
ʻYoshida Kenichiʼ caught my eye. It was marvelous, because I had never expected 
a Japanese writerʼs name in a contents page of the British magazine. Of course, I 
read it quickly, and found that nearly 80 percent of the contents were Yoshidaʼs own 
comments on the Japanese literature as its title “The Literary Situation in Japan” 
suggested.

It is more notable that both Keene and Yoshida have never mentioned this 
review in their autobiographical writings, although it was a very important review 
for their literary career. Did they forget the review? Or did they have to ignore it for 
some reason? I examine the background of the reviewʼs publication in Encounter, 
especially, why Yoshida came to write the review, additionally, how British, 
American, and Japanese intellectuals saw the Japanese literature in the 1950s.
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Introduction

About a quarter century has passed since the Ministry of Education, 
Science and Cultureʼs official guidelines for school teaching were revised in 
1989, when the Council for Education announced that students should learn 
“communication-oriented English,” because their English-language ability 
had become worse.  Even the business community has urged students to 
learn English for the purpose of communicating, and Japanese society has 
been trying to overhaul its educational system for teaching English.  The 
government has tried to implement drastic curriculum reforms that emphasize 
pragmatic communication several times; however, these attempts have failed.

In the 19th century, English literature was used as the primary material to 
teach English, but this practice gradually declined.  Over the past decade, the 
language teaching departments in Japanese universities have even resorted to 
prohibiting the use of literary texts as English language teaching materials.  
However, extracts of English literary texts have been used from time to time.

This paper attempts to determine the reason that this situation arose, 
and the role of Anglophone literature in shaping English language education 
in Japan.  First, we will examine the pre-World War II scene before 1945, 
and after that, the post-war period.  Considering the pros and cons of using 
literature in language education in Japan, to meet the needs of the times, this 
paper also discusses how literature can be used to study and teach English.

I. The Meiji era: English immersion programs and literature

In the 17th century, Japan experienced national isolation.  When the 
country opened up to the outside world in the 19th century (i.e., the Meiji era), 
the government began to employ many foreign lecturers (especially British 



70 上石実加子

and Americans) so that the Japanese people could absorb Western culture.  In 
Japanese, this phenomenon is called eigaku, the study of English or English 
studies.  It means to learn Western culture, thoughts or education, and of 
course English language as well. 

In the Meiji era, Fukuzawa Yukichi (1835-1901), a Japanese author, 
journalist, and translator who founded Keio University, was a leading figure 
who helped develop the concept of eigaku.  He was once appointed as an 
official Dutch teacher and after Japan opened up, he began to study English.  
Fukuzawa was one of the most influential people in terms of helping Japan 
modernize into the country it is today.  In those days, Japan had no academic 
scholarship that matched that of the West.  All university lectures were 
conducted in English just like in an English immersion school where the 
Japanese elite voraciously studied English to learn about Western beliefs and 
customs.

Japanʼs Westernization reached a peak in the 1870s, and along with it 
came a national enthusiasm for learning English.  Samuel Smilesʼ (1812-1904) 
Self-Help (1859) was translated into Japanese in 1872, and John Stuart Millʼs 
(1806-1873) On Liberty (1859) was translated the following year.  In this way, 
the British Victorian philosophy was introduced to Japan.

The golden age of English studies was from 1887 to 1906.  Famous 
foreign lecturers such as Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904), James Main 
Dixon (1856-1933), and Basil Hall Chamberlain (1850-1935) used to be 
invited to Japan to teach English literature at the Imperial University of 
Tokyo.  In those days, almost all academic disciplines such as politics, 
economics, and physics were taught in English.  Then, along with Christianity, 
English literature became widespread in some private universities in the 
1920s.  English literature specialists were actively involved on the front lines 
of English education; they were also language teachers.

However, the great boom in English studies began to wane as Japan 
started to win wars, specifically the First Sino-Japanese War (1894-1895) and 
the Russo-Japanese War (1904-1905).  These triumphs encouraged Japanese 
and linguistic nationalism.  For instance, Mori O

-
gai (1862-1922), a leading 

figure who introduced and translated European literature into Japanese, once 
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made a sharp comment about the study of foreign languages.  He said it was 
the tendency of a tributary state such as British India to admire and imitate 
Western culture, and that studying English and learning about Western culture 
was a humiliation for Japan, in addition to being an outdated custom.   At the 
time, most foreign lecturers left Japan; consequently, the language of choice 
for teaching English itself shifted from English to Japanese, and curricula 
began to emphasize reading English instead of speaking it.

Starting approximately in the 1910s, academic fields became increasingly 
fractionalized.  For instance, eigaku branched out into English linguistics, 
literature, and pedagogy.  Scholars researched and taught in their own fields 
but forgot to teach the English language itself.

In the Taisho period (1912-1926), at the time of the Taisho Democracy, 
English literature was thought to be the best type of material for instructing 
Japanese boys.  Starting in the war era, and continuing through the post-war 
period until 1993, a considerable number of literary works were collected 
for junior high school textbooks and approved by the Ministry of Education, 
Science, and Culture.

During the Showa Restoration in the 1930s, the government clarified the 
concept of the countryʼs national structure, and promoted extreme patriotism.  
As a result, English became the language of the enemy, and the Japanese were 
encouraged to learn the enemyʼs language to prepare them to meet the enemy 
in the foreseeable future.

Thus, in the pre-war period in Japan, English education consisted of 
eigaku, which focused on helping students acquire British culture through 
English literature.  Japanese society believed that people had to read English 
literature in order to learn things from the West, and elites and young male 
students were encouraged to do so in order to build up the countryʼs strength.  
Once Japan became powerful, public opinion was such that English was no 
longer needed.  This phenomenon, whereby English fell in and out of favor, 
has repeated itself throughout Japanese history.
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II. The post-war period

In 1945, as a defeated nation captured by the Allied Forces, Japan 
once again faced an English boom similar to the one during the Meiji era.  
Compared with pre-war English education, there was a big difference in the 
post-war period.  English became a compulsory part of education, which 
meant that English instruction became exam-oriented.

This matter engendered a heated controversy called the “Hiraizumi and 
Watanabe Debate of 1974” on whether English should be mandatory or if it 
was necessary.  Hiraizumi Wataru (1929-2015), then a member of the House 
of Councillors (the upper house of the National Diet), declared that he was 
against a policy whereby English would be obligatory.  Watanabe Sho-ichi 
(1930-  ), then a professor of Sophia University, repudiated Hiraizumiʼs 
opinion and insisted that it was necessary for students to learn English in 
order to improve their memories and develop their latent intellectual talents.  
This debate gradually developed into an argument about promoting English 
education based on liberal arts versus communication.  Since then, arguments 
have heated up between the opposing views of learning practical English 
versus English to cultivate oneself, and the business sector has consistently 
demanded that teachers speak and teach communicative English.

Due to the business communityʼs strong request for a way to measure 
English communication skills, Kitaoka Yasuo (1928-1997), who was 
then engaged in marketing English textbooks, approached the US-based 
Educational Testing Service (ETS) with his idea for a new English test for use 
in Japan in 1997.  Two years later, the first Test of English for International 
Communication (TOEIC) was held.  Moreover, Japanʼs National Center 
for University Entrance Examination (NCUEE) introduced the Joint First-
Stage Achievement Test (JFSAT), which preceded the university entrance 
test for national and public universities, also created by the NCUEE.  These 
circumstances reduced the number of textbooks that dealt with English 
literature.  There were several reasons for this change.  Originally, Japanese 
people learned English through literature; hence, many students used to read 
a lot of novels and stories.  However, since the TOEIC and JFSAT were 
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introduced, they have not included texts from English literature, especially 
in the sections for reading comprehension.  Instead, they have included 
newspaper and magazine articles.  Thus, students began to read these types 
of texts because they wanted to get used to such documents in preparation for 
university admission.  The number of lines available for texts in the TOEIC 
and JFSAT became limited, since newspaper and magazine articles tend to 
be shorter than literature excerpts.  As a result of all these changes, English 
literature became a less attractive subject to test takers.

After the Ministryʼs official guidelines for school teaching were revised 
in 1989, the goals of learning foreign languages changed drastically; the new 
aim of learning English became to develop studentsʼ ability to communicate.  
It was the first time the word “communication” clearly appeared in official 
guidelines on the history of English education in Japan.  Since then, secondary 
school students have been encouraged to develop their listening and speaking 
skills (rather than reading and writing).  English literature came to be thought 
of as unsuitable for developing communication skills.  As a result, the focus of 
the content in textbooks shifted to more familiar issures.

In the tradition of second language teaching in European education, 
literature was the central component in the grammar-translation method 
(GTM).  Koutsompou pointed out that “literary texts of the target language 
were read and translated, used as examples of good writing . . . ” (74). In 
Japan, literature was primarily used to teach languages by translating the 
target language into Japanese, which is called “yakudoku, the traditional 
Japanese method of teaching and learning English translation” (30), Saito 
pointed out that yakudoku, “has been wrongly identified with the GTM” (30).  
Since the GTM and the use of English literature as a teaching material became 
intertwined, they have generally been considered an obstacle to studentsʼ 
language learning process.

III. Active learning and the usage of Anglophone literature

For quite some time, there has been a lot of debate about how Japanese 
teachers should teach English.  As an example, let us look at some masters 
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of English in the Meiji era.  Natsume Sōseki (1867-1916) and Lafcadio 
Hearn, who both used to teach the English language and literature in higher 
education, learned “English” passively and submissively, which means they 
had absorbed Western ideas by reading English literature.  However, people 
now need to learn English as a lingua franca in order to communicate and 
negotiate with people from different countries.

Seemingly, teaching English to students who want to become English 
teachers appeared to be totally different from teaching them English literature.  
However, during the Meiji era, people believed that teaching/learning English 
equaled teaching/learning English literature.  In spite of this view, the two 
fields became separate over time.  Akiyoshi Suzuki, a Japanese scholar, 
explained this separation as follows:

For at least the last 20 years, university curricula upheld the traditional 
pedagogy of reading Anglophone literature in the freshman and 
sophomore years.  As for English oral communication, students learned 
it independently or through club activities.  However, about 20 years 
ago, administrators in several universities began prohibiting teachers 
from using Anglophone literary texts for English education for two main 
reasons.  First, the rising “need” for practical English: they believed that 
Anglophone literature did not contribute to learning practical English.  
Second, during their junior and senior seminar classes, many students 
began reading reference books translated into Japanese, but needed these 
in the original English.  Since then, learning practical English and not 
reading literature has prevailed all over Japan. (2)

In addition, Suzuki pointed out that the National Federation of Prefectural 
English Teachersʼ Organizations (which has 60,000 registered members, 
mainly high school teachers) insisted that “reading strategy should be taught 
and tested for pragmatic communication, rather than for stories or fiction.” (3)  
Yet what does practical English consist of?  Does it mean merely exchanging 
information, or rather speaking and listening in English?  Communication, 
whether for business or daily life, requires people to listen to and understand 
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one another.  This means acquiring English holistically.
From this angle, literature is significant because it makes students feel 

and think for themselves.  Referring to Joanne Collie and Stephen Slaterʼs 
Literature in the Language Classroom (1987), McCoy said that “personal 
involvement is a key factor in the process that will encourage critical thinking 
among . . . students” (2).  He also mentioned that the “most important factor to 
consider is what is going on inside the heads of the students” (2).

With the literary text, the student accesses this personal experience, if 
she is touched by the theme and provoked, she will be able to relate what 
she is reading to her world, to what she knows and feels.  Designing 
stimulating activities that motivate the learners is the greatest challenge 
for language teachers, and literature has a strong motivation power due to 
its calling on to personal experience. (Koutsompou, 75)

Reading literature slowly is valuable for making students feel and think 
deeply; this technique helps them find themselves in the transitional space 
between their inner experience and the external world.  In other words, by 
studying the past, students can learn new things.

Today, not a few scholars and educators in Japan view learning language 
and studying culture as separate endeavors; however, they should be 
connected.  It is difficult to utilize literature to teach Japanese students due 
to their low level of English.  In fact, some Japanese students do not like 
English; however, English stories or novels will help them become interested 
in it.

Nowadays, “active learning” is a key concept in Japanese education.  The 
more we actively think about a foreign culture, the more we are inclined to 
learn its language.  Thus, through literature we “get to know the background 
not only of the particular novel” but we also “learn about history, society and 
politics of the country described in the novel or story” (Koutsompou, 75).  We 
can compare these aspects of life to our own culture.

It is worth actively reading literature in class because it tends to describe 
various types of human communications in many places, as well as a range 
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of lifestyles.  As Koutsompou mentioned, the world of fiction “both mirrors 
and illuminates human lives” (76).  Through Anglophone literature, we can 
simultaneously experience different kinds of lives in different time periods.

Conclusion

Historically, the Japanese have passively accepted Western culture.  In 
the past, English literature was adopted to make Japan a strong, modern 
nation.  However, now, we should look back at things after which we modeled 
our society, and reflect on whether this phenomenon was correct.  Today, we 
sometimes read Anglophone literature in a different way; we read it critically 
instead of only reading it to “learn” from the West.  We can read Anglophone 
literature and compare it with our own thinking patterns, culture, and way of 
life.

George Gordon Lord Byron (1788-1824), a famous 19th century British 
poet, once said that “fact is stranger than fiction.”2   Byronʼs perspective 
could apply to global problems that are indeed “stranger than fiction.”  Many 
Japanese people tended to view literature as something unreal, as the opposite 
of normal, daily life.  However, as Byron said, daily life is sometimes stranger 
than fiction.  Some Japanese claim that literature is not worth reading in the 
classroom because it is not about real topics, and they advocate studying 
communicative English instead.  However, our daily lives always contain 
something unbelievable.  Fiction has more insights to teach about real life 
that we have not yet explored.  In this complicated world, we need to read 
literature, which reveals aspects of our inner lives.

Today, literature teachers must find a more effective strategy.  For 
example, the dialogue in fiction could be used to develop patterns for 
practicing speaking and listening, and of course to read actively and learn 
useful expressions.  To realize such possibilities, literature teachers must 
determine an effective method to make students learn English actively, and 
to positively use Anglophone literature in the classroom.  In order for people 
to develop communication skills, we should create a new way of learning 
English that does not merely focus on learning the language.  This new 
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approach should incorporate learning ideas from English as well.  When 
revisiting Anglophone literature, teachers should not only help students 
acquire English, but also contribute to their self-development.

Notes

1 This paper is a revised version of my oral presentation at The 6th Pacific Rim 
International Conference on Education, which was held from November 17 to November 
18, 2015, in Chonburi, Thailand, and was sponsored by the Faculty of Education at Burapha 
University.

2 This proverbial saying is attributed to Byron in his satirical poem, “Don Juan” (1823), 
Canto the Fourteenth, Verse 101.  The original is “ ʼTis strange—but true; for truth is always 
strange; Stranger than fiction.”　The word “truth” is often replaced by “fact.”
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Synopsis

Anglophone Literature Revisited:
A Compass for English Language Education in Japan

AGEISHI Mikako 

It has been about a quarter of a century since the Ministryʼs official guidelines for 
school teaching were revised in 1989, when the government Council for English 
Education officially announced that “communication-oriented English” would be 
taught to students.  The reason for this was that studentsʼ English ability had severely 
decreased.  The business community has also urged students to improve their English.  
The government, proceeding by trial and error, has attempted to introduce drastic 
school curriculum reforms that emphasize pragmatic communication.  To meet the 
needs of the times, even English education at the university level has become an 
important issue.  This study attempts to answer the question of why this situation has 
come about.

Historically, the Meiji government, soon after opening Japan up to the influence 
of Western countries, quickly introduced Western civilization into Japan.  At the time, 
a large number of foreigners, especially British and American people, were employed 
in higher education and they taught most of the subjects in universities in those days.  
Later, English immersion courses in Japan began to decrease with the increase in 
Japanʼs economic power in the decades following WWII.  Since then, the government 
directed the English education policy to be carried out only by native Japanese 
teachers, who were often blamed for teaching English inefficiently.  They mostly used 
English literature as their teaching materials.

According to Akiyoshi, administrators in several universities began prohibiting 
teachers from using English literary texts for English education about 20 years ago, 
for two main reasons.  First, there was a rising “need” for communication-oriented 
English, and second, many students began reading reference books translated into 
Japanese.  Since then, the practice of learning communication-oriented English and 
not reading literature in English has prevailed in Japan.  This study reaffirms the 
significance of English literature in teaching and learning languages in Japan.
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母語を意識させる「気づき」の英語教育

──四技能からの検討──

中井延美1　　水野晶子2　　小野雅子3　　野上文子4

１．はじめに

　故井上ひさし氏は、ある講演で「言葉は道具ではない。第二言語、第三
言語は道具だが、母語は道具ではない。精神そのものである。したがって
母語以内でしか別の言葉は習得できない」といった旨を述べている（井上 
2011）。さらに、「母語より大きい外国語は覚えられない。つまり、英語
をちゃんと書いたり話したりするためには、英語より大きい母語が必要な
のだ。だから、外国語が上手になるためには、……日本語の構造、大事な
ところを自然にきちんと身につけていなければならない」といった点も指
摘している。
　人と話す、メールでやり取りする、といった日常的な言語運用行為を、
我々が母語においていかに簡単にやってのけているかということは、普段
あまり意識されることがないかもしれない。しかし、同じことを外国語で
やってみるとよくわかる。実に不自由である。当然のことながら、その外
国語への習熟度によって個人差は大いにあるものの、「母語のようにいか
ない」という点では共通しているといえよう。そこで考えるべきことは、
なぜ不自由なのか、どのように不自由なのか、という意識である。
　本研究では、大学生を対象とした英語教育を想定し、精神そのものであ
る母語を用いることで言語に対する「気づき」が促される英語の学習方法
を、《聴く》《読む》《書く》《話す》の四技能から柔軟に検討する。《聴く》
については、シャドーイング訓練によって母語の聴き取りのメカニズムを
外国語である英語を通して体験させることが「気づき」となる可能性を示
す。《読む》については、日本語と英語の文章展開法の違いに気づかせ、
読解力の向上を目指す中で、その背景にある思考パターンや文化の違い
についても考える重要性を主張する。《書く》については、テクストの背
景に存在する discourse community 並びにその communicative purposes 更
にはテクストの genre の違いを、まずは母語で認識する経験が academic 
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literacy育成の第一歩となると提案する。《話す》については、アイロニー
などのレトリックを有効に習得する方法として、ドラマメソッドを用いた
speaking指導を紹介する。まずは、母語を用い、レトリックとは何かを把
握し、とりわけ、文字だけでは理解しにくいアイロニーについて、ドラマ
メソッドを通して体得することの有効性を検討する。

２．《聴く》について

　シャドーイングとは、聞こえてくる音声を即座に声に出して繰り返しな
がらついていく外国語学習の訓練法である。筆者がこれまでのシャドーイ
ング指導において実感してきた効果は、主に次の二点である。
　A）  シャドーイングという聴覚だけに頼る訓練を続けることにより《聴

く》ための集中力が強化される。
　B）  シャドーイング・タスクを繰り返すことで、結果的に細部まで聴き

取れるようになるという体験を積み重ねることにより、英語に苦手
意識のある学習者のリスニングに対する心理的ストレスが軽減され
る。

２．１　研究の動機と背景
　シャドーイングは通訳者を養成するための訓練法として知られている
が、一般の外国語学習者にとっても話す力や聴く力を伸ばすのに効果的だ
と言われている（cf. Lambert 1988, 1992）。また、英語教育にシャドーイ
ングを取り入れた事例やその効果についてもさまざまな報告がある（cf. 
玉井 1997, 2005）。さらに、門田（2012, 2015他）は、外国語としての英
語によるコミュニケーションにかかる認知的負荷などの問題も含め、英語
学習におけるシャドーイングの効果とメカニズムを科学的に検証してい
る。
　このようなシャドーイング研究からの知見は、教育の現場により正しく
有効に活用されることが望ましい。斯くいう筆者自身も、大学での英語教
育の現場で、特に《聴く》技能を向上させるための訓練技法として数年来
シャドーイングを授業に取り入れている。実際、シャドーイングが学習者
のリスニング力を向上させるのに確実に有効であることを、経験的に実感
している教員は少なくないであろう。しかし、その有効性を数値で示すこ
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とはなかなか困難である。
　筆者が大学でリスニングを指導する英語学習者は、とある英語資格試験
の受験を念頭において学習に臨んでおり、そのような資格試験の結果にも
シャドーイング訓練の効果が部分的に反映されている可能性が大いにあ
る。しかしながら、当該試験（特に選択肢問題のリスニングテスト）に
は、いくつもの点で信頼性に問題があると認識しているため、シャドーイ
ング効果の検証とそのような資格試験の結果数値を関連づけることはしな
い。本稿では、先に述べた筆者がこれまでのシャドーイング指導において
実感してきた効果を踏まえつつ、次に挙げる二つのリサーチ・クエスチョ
ンを、おもに門田（2015）に照らしながら検討していく。
　ⅰ）  英語学習にシャドーイング訓練を取り入れることによって、母語で

の聴き取りのメカニズムを、英語で意識的に体験させることが可能
になるのではないか。

　ⅱ）  母語でのコミュニケーションにおいて《聴く》という技能をどのよ
4 4 4

うに
4 4

運用させているか、ということに対する「気づき」が、ひいて
は英語での《聴く》力の向上につながるのではないか。

２．２　シャドーイングとはどのようなタスクか
　ふだんコミュニケーションがどのように進んでいるのか、そのメカニズ
ムを意識することはほとんどないが、実はさまざまなプロセスが同時並行
的に進行する、多重処理状況が含まれていることが報告されている（門田
2015: 19）。「話しながら歩く」「考えながら話す」といった行為がこの多
重処理に相当するが、我々が実際にこのような行為をやってのける際に、
二つ以上の処理を同時に行っていると意識することは少ないだろう。
　（１）A：金曜の午後だと皆さん都合がいいようです。

B：すみません、その日はちょっと研究会があって……。
　たとえば、（１）のような短いやりとりにおいても、門田（2015: 14-
15）によれば、少なくとも（２）に挙げる３つのプロセス（理解・思考・
算出）がほぼ同時進行で生じているという。
　（２）a．  話し相手の発話を聞いて、その意味を理解し、その上でその発

話の意図を理解する。
b．聞いて理解した発話の意味および意図をもとに、どのように
反応（返事）をするかについて考える。
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c．  発話すべき内容（メッセージ）が決まったら、それを言語化
して、算出する。

　我々が母語でコミュニケーションする際には、（２）のような多重処理
を意識することなく、ほぼ自動的にこなしているが、英語（外国語として
の英語、以下同様）でのコミュニケーションにおいては自動性が極めて低
くなる。これは、多くの英語学習者が感じることであろう。ただし、その
自動性がなぜ

4 4

、どのように
4 4 4 4 4

低くなってしまうのかが意識されることは、一
般学習者においてはそれほど多くないかもしれない。
　門田（2015: 17-18）では、コミュニケーションにおける母語での自動
性、英語での非自動性について概ね次のように説明されている。母語での
コミュニケーションであれば、（２）のような多重処理のうち、（２a）（２
c）が自動化するので、（２b）に集中できる。しかし、これが外国語にな
ると、（２a）（２b）（２c）という３つの処理をほぼ同時並行的に進めるこ
とが必要になる。つまり、「認知資源」や「注意資源」が多く消費されて、
それらがあまり残されていない状況になってしまうのである。
　英語教育にあたっている教員は多くの学習者がこのような状況に陥って
しまうことを十分理解する必要がある、と門田は指摘している。筆者は、
英語の教育現場において、学習者に母語でのコミュニケーションを意識的
に再現させることによって、認知資源や注意資源が多く残されている状況
というものを、まずは母語を通して実感させることが有効であると考えて
いる。
　英語を運用する際に、（２）のようなコミュニケーションの多重処理に
対応するには、言語処理の自動性を高めることが不可欠であり、その訓練
方法の一部としてシャドーイングが極めて有効であることが門田によって
示されている（34-36）。5 また、シャドーイングには、リスニングの知覚段
階の処理を自動化する機能があることも報告されている（64-66）。

２．３　母語の聴き取りのメカニズムを英語で体験させるとは
　母語であれ、英語であれ、ことばを聞いて理解するリスニングのメカ
ニズムは段階的であることが報告されている。6 門田（2015: 76-77）では、
リスニングを仮に大きく二つの段階に分けると、①知覚（perception）と
②理解（comprehension）になると説明されている。①の段階は、音声を
言語処理システムにインプットし、音声・音韻表象を形成することで、②
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の段階は、文の意味を理解するべく、（a）語彙処理、（b）統語処理、（c）
意味処理、（d）文脈処理、（e）スキーマ（背景知識）処理を実行すること
である、と示されている（77-82）。また、母語における実際のリスニング
では、音声知覚段階がたとえ不十分でも、（a）～（e）の処理操作を通じて、
音韻表象の不十分さを補うことが可能である一方、英語でのシャドーイン
グは音声知覚段階の訓練に終始する作業であることが指摘されている（87-
105）。
　筆者が担当するリスニングの授業は、先述したように特定の英語資格試
験の受験を目指すものであるため、シャドーイング訓練にも当該試験用の
リスニング教材を用いている。たとえば、空港での乗り継ぎ案内のアナウ
ンス、留守番電話に残されたメッセージなどのような、一まとまりの発話
を聴いて、その内容理解を問う選択肢問題に答える、といった出題形式が
ある。
　学習者は、まず普通に問題に解答することで、初めて英語の音声を知覚
する。答え合せをすると、学習者は解答の正誤にばかり意識を向けがちだ
が、それより、英語の発話音声がどのように聴こえてきたかを思い出して
もらい、その《最初の聴こえ方》をよく覚えておくように伝える。そのあ
と、教材の解説書にある、発話音声が文字化されたトランスクリプトを使
いながら、実際のシャドーイング作業に入るまでに、概ね（３）のような
前作業を行う。
　（３）a．トランスクリプトを目で追いながら、発話音声を聴く。

b．トランスクリプトをゆっくり音読して、発音を確認する。
c．語彙や文法を確認しながら、意味を確認する。
d．発話の流れや状況を確認する。
e．  トランスクリプトの音読を繰り返す。徐々に読む速度を上げ
ていくと同時にc、dで確認した内容と結び付けながら音読す
るよう意識する。

f．  発話音声を聴きながら、その速度に合わせてトランスクリプト
を音読する。

　（３f）の作業を行う際、学習者に留意させるポイントは、発話音声を無
視して自分のペースで音読するのではない、ということである。（３f）で
は、シャドーイング直前の準備作業として、発話音声を常に聴きながら、
そのあとを即座についていくようにトランスクリプトを音読することが肝
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要である。また、（３e、f）では、各作業が十分に行えるようになるまで、
徹底的に反復することが望ましい。（３）に示した一連の前作業を終えた
ら、いよいよシャドーイングに突入である。
　シャドーイングでは、トランスクリプトを見ることは一切なく、耳から
のみ聞こえてくる音声に集中し、聞こえてきた端から即座に声に出して
繰り返しながらついていく。これも何度も繰り返す。回を重ねるたびに、
一語でも二語でも多く声に出せるようになることを目標にする。そして、
シャドーイングを終えたあとに、学習者に、トランスクリプトはまだ見な
いように伝え、ただリラックスして音声を黙って聞いてもらう。これに
よって、学習者は、この最終段階での聴こえ方が、問題解答時の《最初の
聴こえ方》と全く違うものであると明確に認識することができる。
　このシャドーイング後の聴こえ方の認識について、筆者が担当している
英語科目のクラス内で、（３）の手順でシャドーイング訓練を行った直後
に参加者19名に聴こえ方の変化について自分なりにパーセンテージで表
してもらったところ、（４）のように示された。
　（４ ）シャドーイング前の聴こえ方（%）⇒シャドーイング後の聴こえ

方（%）［人数］

20⇒ 90［１］　30⇒ 70［３］　40⇒ 70［１］　40⇒ 80［６］
50⇒ 80［１］　50⇒ 90［１］　50⇒ 95［１］　50⇒ 100［１］
55⇒ 90［１］　60⇒ 90［１］　60⇒ 98［１］　65⇒ 90［１］

　個々の数値は個人の感覚によるものであるが、19名全員がシャドーイ
ングをする前と後で明らかに聴こえ方にプラスの変化が生じていることが
わかる。また、そのプラスの変化について具体的にどのように聴こえるよ
うになったかを質問したところ、おもに（５）のような回答が得られた。
　（５）a．全体的にゆっくり聴こえた。

b．はっきり聴き取れる語彙の数が増えた。
c．聴いて内容が理解できた。

　さらに、教材の解説書に含まれている日本語に訳された発話文を利用
し、教員がいきなり日本語で音読するのを、学習者に即座に日本語でシャ
ドーイングさせてみる。学習者が日本語の母語話者である場合には、ほぼ
完璧にシャドーイングできるはずである。そこで、学習者は、（３）のよ
うな段階を経たあとでさえ完璧にできない英語でのシャドーイングが、母
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語では何の苦も無くできるのはなぜか、という疑問に直面する。
　その理由の説明として、大学生のような大人の学習者を対象とした英語
教育では、母語ではシャドーイングが自動化されるため認知負荷が低い状
態であるが、英語ではシャドーイングが自動化されないため認知負荷が高
い状態であることを学習者に伝えることもできる。同時に、（３）に示し
た一連の作業が、その認知負荷を一つ一つ、徐々に軽くしていくプロセ
スであると理解させることによって、学習への動機づけとなる可能性もあ
る。

２．４　まとめ
　我々は母語でシャドーイングを行うことは通常はあまりないかもしれな
い。しかし、行ってみると「シャドーイングが自動化された状態」とい
うものがよく体感できる。このシャドーイングが自動化された状態を学習
者に母語で体験させることによって、彼らが英語でのシャドーイングにお
いて目指す認知負荷の状態を理解させることが可能になると考える。同
時に、母語であっても、シャドーイングする対象となる音声情報の内容に
よって、認知負荷が変化することも自覚できる。つまり、情報内容的な側
面だけを考えると、母語でシャドーイングするときに認知負荷が低い場合
は、英語でシャドーイングするときにも認知負荷が低く、その逆もまた然
りであると考えられる。
 （中井）

３.《読む》について

　日本語の段落と英語のパラグラフとの違いに気づかせ、その気づきを、
英語を書く場合の指導のみでなく、読む場合の指導にも積極的に活かして
いくべきである。また、両者の違いのもととなった、それぞれの文化的背
景としてある思考パターンについても、学習者に気づかせ理解させること
が重要である。以下に扱う文章は、説明文である。さらにここでは、レト
リック（rhetoric）については、文章展開法という意味で扱い、そのよう
に呼ぶ。また、日本語の説明文でも、ビジネス文書や一部の新聞記事など、
英語の文章展開法を意識的に取り入れて書かれた文章は対象としない。
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３．１　研究の動機と背景
　パラグラフと段落の、それぞれの果たす機能について、大類（1980）
は、国語学者の林四郎の以下の言葉を引用している。

段落をパラグラフの訳語としていいかどうか、実は問題である……少な
くともわたしは、「段落」を、「段落に切る」というふうに使って、読解
の際の受身の作業に結びつけて考えていた。（16）

このように、段落は、文章を理解するために意味のかたまりで区切って分
けていくのに使われる、読解のためのものと考えられてきた。少し補足す
ると、林の言葉の中で最初に出てきた「段落」は、書き出しが一字分下
がって始まる、いわゆる形式段落を指す。また、「段落に切る」という中
での「段落」は、形式段落がいくつか集まって一つの主張を完結させる意
味段落を指す。ということで、「段落に切る」というのは、「（形式段落を
集めて）意味段落のまとまりごとに区切る」ことを意味する。林の言葉は
さらに続く：

パラグラフはこういうものではないようだ。パラグラフは読み取りの過
程で浮かびあがってくるよりも、組み上げの過程で問題になる……もの
だ。（16-17）

林の言葉から、パラグラフについては、書き手がその構成を明確に意識し
て組み立てていることが窺える。そもそも段落とは成り立ちの過程から異
なっている、明確に意識されて構成されたパラグラフについて、その背景
にある日本語と英語の思考パターン、ひいては文化の違いも含め、段落と
の違いを気づかせ、その気づきを、ライティングのみではなく、リーディ
ングに活用していきたいという思いこそが、この研究の動機となった背景
である。

３．２　日本語の段落と英語のパラグラフ（paragraph）について
　最初に、林の提起した「英語のパラグラフを日本語の段落と訳していい
かどうか」、すなわち、「果たして、両者を同じようなものと考えてよいの
だろうか」という問いについて考えてみる（以下、便宜上、「パラグラフ」
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で英語のparagraphを指し、「段落」で日本語の段落を指すことにする）。
　日本語の段落について二瓶（2015: 116-117）は、「柱」の段落、「説明･
理由」の段落、「具体例」の段落、などに機能を分けることが、日本語の
読解上の助けとなると位置づけている。すなわち、形式段落の役割がそれ
ぞれに異なっており、そこには、ある意味で主従関係にも近い、重みの違
いがあるとも言えよう。すなわち、「柱」を中心とし「説明･理由」や「具
体例」で肉付けされた塊こそが、形式段落が集まって一つの主張を完成さ
せている意味段落と言うことができよう。
　それに対し、Kaplan（1966: 4-5）は、パラグラフというのは、通常ト
ピックについての主張がパラグラフの冒頭に置かれ、そのあとに、例や説
明によって支えられた、その主張の下部構造が続いて、その中心となる主
張を発展させていく、と説明している。すなわち、ひとつのパラグラフの
中で、一つの主張がなされるのである。　　
　ここで、冒頭に掲げた「英語のパラグラフを日本語の段落と訳していい
かどうか」、すなわち、「果たして、両者を同じようなものと考えてよいの
だろうか」という問いに戻ってみると、その答えはNoであり、「英語の
パラグラフを日本語の段落と訳すのには問題がある」すなわち「両者は違
うものである」ことは、明らかであろう。より具体的には、英語のパラグ
ラフは、形は日本語の形式段落に相当するが、内容的には日本語の意味段
落に相当すると言えよう。
　この違いについては、学生たちに実際に日本語の文章を意味段落に分け
させ、いくつかの形式段落が集まって意味段落を形成し、一つの主張がな
されることをまず確認させ、そのあとで、英語のパラグラフを読ませ、パ
ラグラフでは一つの主張が完結されることに気づかせることによって、学
生たちは、より効果的に実感することができるであろう。
　学生たちに読ませる日本語の教材として筆者が実際に授業で使ったもの
は、手塚治虫が『NHK地球大紀行』に寄せたエッセー「この小さな地球
の上で」であったが、ほどよい長さで内容も深く、教材としてこれほどふ
さわしいものはないと思われる。中学１年の国語の教科書の中に、平成２
年度以来４半世紀以上、今に至っても載っている。
　一方、パラグラフの教材例としては、Speed reading made easyの中で、
パラグラフを分析して図式化する問題として挙げられていた、以下の（１）
（２）を紹介したことがある（Smith 1983: 143-144）：
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（１）   　Tropical fish are becoming increasingly popular. Varied in color, 
they are decorative for homes, offices, and even store windows. 
The raising of such fish is recommended as a relaxing hobby for 
people in jobs involving much tension. Many hobbyists have made 
money by breeding tropical fish varieties for which there is a special 
demand.

（２）   　There are a lot of things that should come before investing in 
securities—particularly if youʼre raising a family. First, an adequate 
insurance plan should give your dependents reasonable security. 
And if you are paying for a home, you will probably want to direct 
all your surplus dollars into paying off the real estate mortgage. 
Finally, youʼll want to be sure of enough money for the childrenʼs 
education, and have a reserve fund of cash for emergencies like 
unexpected medical bills.  

  
（１）（２）のパラグラフにおいては、トピックについての主張がなされる
トピック･センテンスが冒頭に置かれ、そのあとに、（１）では理由を説
明するサポーティング・センテンスが、（２）では具体例を挙げるサポー
ティング・センテンスが、それぞれ３つずつ置かれ説得力を強めている。
また、一つの主張が単一のパラグラフ内で完結されていることも確認され
る。
　このようにして、指導に多少時間をかけてでも、段落とパラグラフの構
成の違いに気づかせることが肝要であると思われる。自分で気づくこと
は、説明を聞かされるより、当然のことながら、より印象に残り、定着し
やすいからである。
　実際、授業を受けた学生たちからは、気づきとして「日本語では形式段
落がいくつか集まり一つの主張を完結するが、英語のパラグラフは一つ
のパラグラフで完結している」「英語のパラグラフは独立しており、一つ
のパラグラフを無作為に抜き出しても意味がわかる」「英語のパラグラフ
構成は日本語の段落構成に比べ論理が明快であり、日本語では斜め読みし
づらいが、英語では次に来るパラグラフを想像しつつ読めるため読みやす
い」「英語は主張を最初に、日本語は最後にもってくる」「日本語の場合は
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説明が長くダラダラと書いてあるが、英語は説明が簡潔である」「英語で
は、各パラグラフの全体の文章における位置づけ、役割が重要視されてい
る」などが、挙げられた。

３．３　文章展開法と文化について
　このような段落とパラグラフとの構成の違いについて、Kaplan（1966: 2）
は、文章展開法の土台になっている思考パターンが文化から発展したもの
であり、それは文化によって独自なものであり、だからこそ、文章展開法
も文化により様々である、と述べている。Kaplanは、様々な文化の英語
学習者の書いた英作文を分析した結果、英語を母語とする者は、単刀直
入で考え方が直線的であるのに対し、東洋系の人々は、周りから核心へ
と近づいていく、と結論づけた。セム語系や、ロマンス語系、さらには、
ロシア語話者の文章展開法も分析して、以下のように図示している。こ
れについては極度の単純化であったとの批判もでており（Kaplan 1987: 9）、
Kaplan自身、誇張があったことを認めつつも（1987: 9）、どの言語にも
はっきりした好みの傾向があり、どんな形も可能ではあるが、その現れ
方の頻度や分布は異なると、述べている（1987: 11）。さらにPanettaは、
Kaplanの唱える文章展開法の違いについて指導し理解させることは非常
に重要で、その理解がコミュニケーションの向上につながると主張してお
り（2001: 6）、筆者自身、その理解をきわめて重要視し、日々の指導に取
り入れている。

（Kaplan 1966: 15）

　上述のKaplanの分析作業においては、あいにく日本人は調査対象にな
らなかったが、その東洋系の人たちのもつ思考の傾向は、日本人にも確か
に見られる。たとえば、学生たちが、次回の授業に欠席する旨を伝える時
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に、まず欠席の理由など周りのことから話し始め、最後に欠席する旨が詫
びと共に伝えられる場面には、日々よく出くわす。
　最たる例は、筆者が数年前、職場で海外派遣団の引率者になった折、参
加学生には出席が必須である事前研修を前にしたある日、参加学生のひと
りがもじもじしながら近づいてきて、独特の若者口調で、このように言っ
たことであった。「先生、私ずっとヒップホップやってるんですー。それ
で、そのヒップホップのグループが、大会に出場したら、日本代表に選ば
れちゃってー！もう、グループのみんなもだけど、自分でもびっくりして
るんですけどー。とにかく、それでー、今度ラスベガスに踊りに行くこ
とになったんですー！それが、派遣団の事前研修の日と、ちょうど重なっ
ちゃっててー！ほんとすみません、出席できないんですー！」
　そのため、日本人英語学習者にも、英語のセンテンス･レベルの文法と
同様、その一つ上の段階として、英語の文章展開の指導が行われる必要が
あるが、その際においても、「いくつかの形式段落が集まって意味段落を
形成し、一つの主張がなされること、そして、パラグラフでは一つの主張
が完結されること」への気づきの延長線として、日本語と英語それぞれを
母語とする者の思考パターン、さらには文化について、学生たちに気づか
せることが肝要である。
　あらためて日本語の思考パターン、さらには文化を認識することによっ
てこそ、英語の思考パターン、さらには文化を理解することができるので
ある。この母語の思考パターンへの客観的な気づきも重要である。

３．４　文章展開法の違いへの気づきをリーディングに役立てる　
　上述のパラグラフに見られる文章展開法については、英語のリーディン
グの指導の中でこそ活かしたい。この直線的な文章展開法が、各パラグラ
フの冒頭に通常置かれるトピックセンテンスのみを読むことによって、文
章全体の意味を掴むことが可能になるのは言うまでもない。また、パラグ
ラフの主張に無関係なことは、パラグラフに含めないため、無駄のないス
リムで簡潔なパラグラフとなり、そのことは当然、読者に読みやすさを感
じさせることにつながるだろう。
　さらには、パラグラフを読む時に、段落とは異なる直線的な構成を意識
的に確認しながら読むと、理解しやすいのは勿論のこと、実際に自分が英
文を書くときに、その構成に則って書くことが、より容易になるはずであ
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る。また、そうしたパラグラフにたくさん触れておけばおくだけ、さら
に容易になるであろう。しかし、パラグラフの構成と言っても、必ずしも
どの文章も先述の（１）（２）のように、わかりやすく構成されているわ
けではないので、パラグラフ構成の雛型のようなパラグラフが出てきた時
は、授業の中で、その構成について言及し、学生たちに再確認させるチャ
ンスとしたい。
　パラグラフ・ライティングの指導の前段階として、あるいは、それと並
行する形で、パラグラフ構成を意識させて読ませる機会をできるだけ与
え、受動的な読み方ではなく、次に自分の書く英語にパラグラフ構成を取
り込もうとして積極的に読む方法をも、心がけさせたいと考える。
　こうした努力が、英語の思考パターン、さらには文化の理解を深めるこ
とへ、つながっていくことであろう。その理解も、母語である日本語の思
考パターンさらには文化と対照させて違いに気づくことによってこそ、促
進されるのはいうまでもない。

３．５　まとめ
　「たかがパラグラフ、されどパラグラフ」である。McCrimmon（1957: 
98）の言うように、“A paragraph is an essay in miniature,” である。すなわ
ち、パラグラフは、ミニチュアのエッセーそのものなのである。パラグラ
フの集合体が、文章なのである。そのため、パラグラフの読解が容易にな
れば、おのずから文章全体の読解も容易になっていくはずである。そのた
めにも、背景にある思考パターンや文化の違いについての気づきも含め、
母語の段落とは異なる英語のパラグラフ構成に気づかせ、それを意識させ
て読ませることが、読解力の向上のためにきわめて重要なのである。
 （水野）

４．《書く》について7　

４．１　研究の動機と背景
　一般に大学新入生には、ごく日常的で私的な文章は別として、「書く力」
はほとんど備わっていない。大学側が意識的に指導・育成しなければ、彼
らはその能力も技術もないままに卒業してしまう。学生が母語においてさ
え「書くこと」を苦手としているのは明白で、8 いわんや外国語である英語
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でのwriting（EFL writing）に苦労しないはずがない。
　実のところ学生がEFL writingに苦しむ背景には、単純に「英語力の問
題」とは片付けられない重層的な要因が存在する。言い換えれば、複数の
要因の相互作用により認知的負荷が著しく高まり、作業が困難なものと
なっているのである。
　その重層的要因の一つが母語（＝日本語）の排除である。高校はもち
ろん中学でも、英語の「授業を英語で行うことを基本とする」（文部科学
省 2013［original emphasis］）という方針が広く受け入れられている昨今、
EFL writing courseでも英語によるインプットが奨励されている。その結
果、インプット・アウトプットは英語で行われ、しかしその間にある肝心
の思考の過程は日本語で行われるという複雑な事態が起こっている。その
上、アウトプットとして要求されるのは、母語でさえも不得手としている
「書くこと」である。
　そこで提案したいのは、学生の認知的負荷軽減のために、母語の介在を
許す指導法である。そもそも、大学入学までの学校教育を中心とした学習
活動は、母語を中心に行われている。にもかかわらず、その母語を軽視す
るのは果たして得策だろうか。特にEFL writingのように高度な思考力が
要求される課題に取り組む際には、むしろ母語を生かし、母語により培わ
れた学力を最大限利用することこそ有益ではないだろうか。
　以下ではEFL academic writing courseで、あえて日本語テクストの利用
を導入した取り組みを紹介し、EFL writingにおける母語の適切な利用が、
writing におけるgenre というものを意識させ、ひいてはacademic literacy
の育成に有効であることを示す。

４．２　日本におけるacademic EFL writingが目指すもの
　日本の大学に設けられたEFL writing courseの最終的目標は、professional 
contextにおける literacyを卒業生が自ら涵養できるよう、その基礎とな
るacademic literacyを在学中に身につけさせることであろう。より具体的
で明快な目標としては “grammatically correct, lexically sophisticated, and 
typical of academic style and register” （Jacoby, Leech, and Holton 1995: 
363）という特徴を持ったテクストを作り出せるようにすることである。 
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４．３　EFL writing course 在籍の学生が抱える複数の問題
　４．２で述べた目標達成のために、何をどのように教えるべきかを探
るにあたり、学生が直面している問題を整理する。以下はESL writing 
course在籍の学部生が抱える問題として Johns（1995: 280）が紹介してい
るものの一部であるが、日本の大学でEFL writing courseを受講する学生
にも当てはまる。
　第一に、大部分の学生はこれまでwritingに特化した授業を受けた経験
が乏しく、writing と言えば、高校の英語の授業での英作文程度の経験し
かない。そのため general writing skills9 がない。
　第二に、academic discourseにおいて知的・言語的に求められるものを
ほとんど知らないし、専攻分野が求めているもの・専攻分野に相応しい話
題や主張・専攻分野が認める価値といったものに触れた経験がない。
　要するに、母語においてさえ “inexperienced writers” でしかない学生
達は、まさに発展途上の書き手である（Jacoby, Leech, and Holton 1995: 
353）。更に追い打ちをかけるのが英語力の問題で、これは学生が抱える
諸問題の中で常に我々教員を最も悩ませてきたものであるかもしれない。

４．４　EFL writing 最大の問題点　　
　では、EFL writing 最大の問題点は英語力であると言い切れるのか。こ
こでCooley and Lewkowicz（1997）が1994年度に University of Hong Kong 
の大学院生とその指導教官らを対象に行った調査が参考になる。この調
査は、院生のa piece of writing in Englishが抱える問題点を、院生本人と
教官に尋ねたものである。当時同校には学位取得を目指す約1,200人の院
生が在籍しており、彼らの指導教官のうち、調査に協力したのは105人で
あった。また院生の少なくとも７割、教官の約５割が、英語非母語話者で
あった。
　興味深いことに、教官から最も頻繁に指摘を受けた問題点は、その専門
分野にかかわらず、論理的展開に関連した領域のものであった。つまり教
官は “studentsʼ failure to organize their ideas, present a logical argument, and 
maintain coherence over longer stretches of discourse” を最も問題視してい
た（ibid. 120）。
　他方、論理的展開とほぼ同程度に頻繁に指摘を受けたのは、表面上の局
所的文法的問題、つまり英語表現上の問題であった。ところがこの問題に
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関しては、指摘頻度は高い一方で、深刻なものとは受け止められていな
かった。事実、教官の中には、例えば定冠詞の間違った使い方や主語・動
詞の不一致といった誤りは “irritating” ではあるが、意味を曖昧にするこ
とは滅多にないとコメントする者もあったと報告されている（ibid. 121）。
　この調査結果が明らかにしたのは、次の二点である：①指摘の頻
度にかかわらず、教官が「より深刻である」とみなしたのは、“a real 
communication breakdown” を引き起こす “macro level” の類の問題で
あった。②対照的に、語句や文といった “micro level” の問題は、一時的
な混乱や苛立ちを生じさせるものの、内容に深刻な影響をもたらすことは
少ないと考えられていた（ibid. 118）。
　この二点を受け、４．４冒頭で提起した問題には、次のように答える：
①ʼ学生のwritingにとって最大の問題は「論理的展開に関する不具合」で
ある。②ʼ EFL writing においても、いわゆる surface structures 上の問題は、
それが意味を曖昧にしない限りにおいては、さほど重要視する必要がない。

４．５　Academic writing courses が試みてきた代表的アプローチ
　学生のwritingにとって最大の問題が「論理的展開に関する不具合」で
あるなら、それを改善しacademic literacy を身につけさせるために、何を
どのように教えたらよいのだろうか。４．５では、Jordan（1997: 164-78）
によるacademic writing指導法のまとめを中心に、これまで試みられてき
た幾つかの異なる指導法を概観する。
　まず、初期のものは “controlled or guided composition” と呼ばれ、言語
構造と文型の操作に重点が置かれていた。言い換えれば、語・文のレベル
に大きな関心が寄せられていた。それに続いて生まれた主要な指導法は、
米国では “current traditional rhetoric” 英国では “rhetorical-functional”
または “functional approach” と呼ばれ、「序論・本論・結論」という、
essay全体の構造的展開に関心が向けられるようになった。この指導法に
よる授業では、お手本となる essayが与えられ、それと同じ構成で書く練
習をするのが一般的である。いわゆる、five-paragraph essay という形式
やcause/effect, problem/solution, comparison/contrast, chronological order, 
listing, descriptionなどというparagraph展開の手法でessayを書かせる指導
法が含まれている。
　以上の指導法は基本的に「完成品としてのテクスト」を重視しているの
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で、“product approach” と呼ばれる。鋳型にはめるかのように、お手本に
合わせて書く練習が行われるのが特徴である。
　対照的に完成品としてのテクストではなく、そこに至る過程を重視した
のが “process approach” である。このアプローチは、 product approach に
対する批判─product approach では、書く内容と書き方が制限されてしま
い、学生が書きたいことを書きたいように書けない─から発展した。
　ここで言う「過程」とは、“planning, drafting, re-thinking, revising” 等、
母語でのwriting に内在する「思考の過程」と一致する（ibid. 164）。こ
の指導法では、essay そのものではなく、学生自身を授業の中心に据え、
“planning, drafting, re-thinking, revising, etc.” を繰り返させることで、自
らの気づきを促す。Writing とは既に決まっている内容をただ文字におこ
す作業ではなく、「意味を発見する過程」だとみなす（Mayers 2015: 36）。
また、提出された essay を赤ペンで添削し、後で返却するというよりは、
“the processes of drafting, revising, and proofreading” を通して学生の表現
したい意味を追求するために、一対一の面談で学生の思考の過程に寄り添
いながら、共に作業するのが特徴である（ibid. 34）。

４．６　FormからGenreへ
　Process approachのもう一つの特徴として、先に述べた「過程重視」の
一方で「form （型）軽視」があった。Product approach の代表格である
current-traditional rhetoricにおいて中心的役割を与えられていた form だが、
product approach への批判から生まれたとも言えるprocess approach にお
いては、反動として軽視された時期があった。ところが次第に form の重
要性が再び主張されることとなる。
　ただし、その主張は、current-traditional rhetoric時代の、例えばcause/
effect, comparison/contrastという「空の器」に中身を注ぐだけの “the 
empty forms” 方式に戻れというものではなかった（Johns 1995: 278）。新
たにdiscourse communityの存在を導入し、このdiscourse communityがテ
クストの formに及ぼす影響に注目したものであった。
　Discourse communityとは、簡潔に言うと、あるテクストの書き手・読
み手を含む共同体である。このcommunityの慣例・意向やそのメンバー
の思考習慣がテクストの form に大いに反映される。Johnsによれば form 
は “a generalized organizational structure that is identified by and serves the 
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communicative purposes of a discourse community” である（ibid. 279）。故に、
academic writingにおいては、ある分野の参加者達（すなわちdiscourse 
community）と、そのcommunicative purposesが、何をどのように、何の
ために書くのか（あるいは書かないのか）を決めることになる。そして、
その結果として生じるものを指してgenreと呼ぶ。
　ここで重要になるのが “genre knowledge” である（Johns 1997: 20-37）。
あるgenreのテクストを問題なく読んだり書いたりするためには、その
genreに関わるdiscourse communityの一員としての知識が必要になる。す
なわち、テクストの分類名、テクストの意図・目的、書き手・読み手の
役割、テクストを取り巻く状況、テクストの形式上の特徴、テクストの
テーマ・内容の詳細、語彙的文法的特徴、文化的価値観等について、その 
genreに関わるdiscourse community内ではどのようなものが適切であるか
を判断できる知識が欠かせない（ibid. 37）。
　我々があるgenreのテクストと対峙するということは、これまで自らが
築いたそのgenreに関する知識を見返す行為であり、テクストを介した
discourse communityとの対話である。この対話を通し、これまで培った
知識が新しい文脈に適用できるかどうか確認し、適用不可であるならば修
正を施す。従ってgenreの知識は、そのdiscourse communityに属する人々
の interactionsにより常に進化し続けるものであり（Hyland 2000: 4-5）、
Connor（1996: 128）の指摘通り、genreとは “dynamic social text” である
と言えよう。

４．７　Genre-based アプローチにおける日本語テクストの利用
　要するに、discourse communityとそのcommunicative purposesが、ある
テクストを、どんな題目で、誰に対して、何を主張するために、どのよう
な言葉遣いで、どのように文章を組み立てて書くのか、を決めるという
のである。ということは、academic writing courseにおいては、まず、学
生にdiscourse communityを認識させる必要がある。そのためには従来の
指導法に加え、discourse communityとgenreの存在に注目したgenre-based 
approachの導入が有効であろう（Johns 1995: 279-82）。そして、その第一
歩として、日本語テクストを資料として採用することを提案したい。
　主な理由は二つ。第一に、学生が利用できる知的資源は、彼らがこれま
でに母語である日本語で蓄えてきたものである。大学入学までの人生に
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おいて、学生が異なるgenreのテクストを経験する機会は、圧倒的に、日
本語においてであったに違いない。個々人の持つgenreの知識は、初めは
抽象的・概要的であるが、文脈・前後関係を伴ったテクストを繰り返し
経験することで次第に深められ、より安定した確かなものとなる（Johns 
1997: 21）。鍵となるのは、そのgenreのテクストを繰り返し経験すること
である。従ってdiscourse communityひいては genreの存在を学生に意識さ
せるために、これまで繰り返し読み書きしてきた日本語テクストを資料と
して使うのは妥当である。
　第二に、日本語テクストなら表面的・局所的表現上の問題に時間と手間
を奪われることなく、genreの “shared knowledge”（ibid. 37）とは何かに
焦点を当て、じっくり考える機会が持てる。
　以上の理由からgenre-based approach の第一段階として、日本語テクス
トを用いることにより、学生がこれまで日本語で蓄えてきた知識を活用す
る試みは有効と言えるだろう。　
　実際に筆者が授業10で行った手順を紹介する。始めに日本語の新聞記事
で、英語の説明文に特徴的な構造を持つものを選んで提示し、その特徴に
ついて学生の気づき促すため意見を出し合う。11 新聞記事は日本語で書か
れていても、英語の説明的文章（exposition）に類似した構造のものが多
く見られ、その構造的特徴が認識し易いことから、説明的文章の例として
適している。また、長さも長過ぎず、一般人向けであるために内容が比較
的平易である点でも例として使い易い。
　次に、新聞記事以外で、日本語における「説明文」と言える典型的テク
ストにはどのようなものがあるか、ペアやグループで考えさせる。加え
て、１年次に主として書いてきたnarrationとの違いについても意見を出
し合う。
　その後、母語である日本語の言語文化的文脈下の課題を与える。筆者は
“how to spend a successful first year at college” すなわち、「どうすれば大
学での最初の１年をうまく乗り切れるか」という題目を選んだ。この題目
なら学生は自身の経験をもとに内容を考えることが出来るので、特段のリ
サーチは必要ない。
　ここで、discourse communityとそのcommunicative purposesを意識させ
るため、前述の題目について、discourse community（書き手である自分と
対象となる読み手が属する共同体）とそのcommunicative purposes （なぜ・
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何を読み手に伝えるのか）を変えた二つの作文を課す。一つには、「大学
のHPに載せる先輩からのアドバイスというexpositionとして」という条
件をつけ、もう一つには、「個人のブログで、日々の雑感を記すnarration 
として」という条件をつける。個々の学生が実際に書き始める前に、
discourse communityとそのcommunicative purposesの違いに注意を払いな
がら、再び、expositionとnarrationの違いについて授業で話し合う。12

　話し合い後に、学生がdiscourse communityとそのcommunicative purposes
に十分な注意を払うようになり、結果としてwritingに現れた変化を、
expositionについてのみではあるが、短く紹介したい。
　まず、学生の認識の変化について４．６で挙げたgenreの知識に沿って
言及する。学生はテクストの種類（＝テクストの分類名）が説明文である
ことを強く意識するようになり、discourse communityの主要なメンバー
は自校の在学生（新入生含む）と教職員、受験生とその保護者、高校関
係者らであろうと推測した。テクストの意図・目的に関しては、新一年生
へのアドバイスであると同時に大学の宣伝であると考え、書き手の役割を
「PR 担当者」と「主要な読み手（＝受験生、新入生）の先輩」であると
みなした。
　次に、認識の変化に伴いwritingに現れた特徴の例を述べると、顕著だっ
たのは、テクストの形式上の特徴と語彙的・文法的特徴であった。
　テクストの形式上の特徴としては、受講者ほぼ全員が説明文特有の構
造、中でも listingを選んだ点が挙げられる。例えば、13 導入段落で背景
（“Some high school students may worry about their first year at Tsuda College 
because their environment will change a lot.”）を述べつつ、同段落最後で
thesis（“... if you are careful about some points, you can spend a successful 
first year.”）を提示した。それに続くbodyにあたる段落では、thesisを裏
付けるべく具体例を挙げて説明し（“Firstly, you should make many friends. 
Friends help you in many aspects. For example, if you are absent from classes, 
you can ask your friends about them later.”）、結論では、若干表現を変えて
thesis（“These three points are important for spending a successful first year 
at Tsuda College.”）を再提示した。
　語彙的・文法的特徴については、自分の体験ではあっても主観的一人称
を極力避け、「主要な読み手（＝受験生、新入生）の先輩」としての役割
を果たすべく、より客観的な言葉遣いを目指したことがうかがえた。
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　このように、日本語テクストを資料として使いながら日本語の言語文化
的文脈下の課題について日本語で意見を出し合うことによって、discourse 
communityとcommunicative purposesが、何をどのように、何のために書
くのか（書いてはいけないか）決定しているという事実を、学生は強く意
識出来た。
　ただし、Johns（1995: 279）及び本稿第３節が明らかにした通り、同じ
分野のテクストであっても言語が違うと求められるものが多少違うので、
あるgenre の特徴を日本語テクストで理解したならば、その後に、英語テ
クストのそれに合わせて調整を行う必要があることを指摘しておく。

４．８　まとめ
　Academic writingとは一般的なwriting skillsを育成しつつ、同時にgenre 
の知識を学習し身につけるという、極めてchallengingな知的作業である。
母語においてさえ書くことを不得手とする大部分の学生にとって、英語力
の問題も加わるEFL academic writing courseは、最も厄介な授業の一つで
あろう。この骨の折れる知的作業において、学生が真に力を注ぐべき課題 
─general writing skillsの育成とacademic writing特有のgenreの知識の習
得─に全力で向き合えるように、余計な認知的負荷は可能な限り取り除
くべきである。そのための一つの方法として、安易な母語の排除に走るこ
となく、母語による気づきを通して、母語で養ってきた学力を最大限利用
できる環境を作ることを提案したい。

【資料】
《Exposition（大学HPに載せる説明文）》

Discourse community（audience含む）の例：
教職員・在学生・新入生を含めた自校の関係者、受験生、その保護者、
高校関係者、他大学の関係者

Communicative purposesの例：
（表面上）新一年生・入学希望者へのアドバイス
（その実）大学の宣伝　➡　受験生・入学者の獲得
従って、文字通り書かれていなくとも次のようなメッセージが隠されて
いる。
「楽しい大学生活が送れますよ。」「親切な先輩がいますよ。」



100 中井延美　　水野晶子　　小野雅子　　野上文子

「面白い授業がありますよ。」「良い教育が受けられますよ。」
語彙的・文法的特徴の例：
丁寧で、フォーマル。個人の経験から来るアドバイスとは言え、一般化
が必要。
➡　主観的過ぎず、客観性を持たせた言葉遣い。

内容の例：
真実ではあっても、書けない内容有り。
相応しくない内容の例　➡「遅延証明書で遅刻を免れる方法」「欠席超
過に陥った際の上手い言い訳」「単位の取得が容易な授業の選び方」

テクストの形式上の特徴の例：
説明文特有の構造。読者の頭に順序よく入るような組み立て。導入段
落で背景と議論の方向性を示しつつ、同段落最後に thesisを提示する。
Bodyにあたる段落では、 thesis を裏付けるため具体例を提示する。結論
では、bodyで述べたことを簡単にまとめ、導入段落とは表現を変えて
thesis を再び提示する。

（小野）

５．《話す》について

５．１　研究の動機と背景
　「コミュニケーション」という用語は、1989年に学習指導要領において
はじめて使用されて以来、昨今の外国語教育の中で重要なキーワードと
なっている。現行の高等学校学習指導要領にも「外国語を通じて、言語や
文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態
度の育成を図り、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする
コミュニケーション能力を養う」と示されている。そのため、現在の英語
教育では、コミュニケーション能力の育成を目指す様々なメソッドやアプ
ローチが試行されている。
　本節では、そのようなメソッドの一つとして、ドラマ教育をスピーキン
グ指導に用いるドラマメソッドを紹介する。ドラマ教育については５．３
節で詳述する。レトリック（修辞法）、中でも文字だけでは理解しづらい
アイロニー（反語）の理解・体得において、ドラマメソッドの有効性を考
察する。外国語におけるレトリックの理解には困難がつきまとうものであ
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る。アイロニーを取り上げる理由は、アイロニーがレトリックの中でも文
字に頼るだけでは特に理解が難しいと筆者が考えるからである。
　本節で提案する試みは、外国語の習得方法としてのドラマメソッドの前
作業として、学習者が母語を意識することで生まれる「気づき」を有効に
取り入れることである。まずは、母語である日本語を用い、レトリックが
特別なものではなく、日常的に使われているものであるという事実に気
付かせる。そこからレトリックを含む英文を読み、英語のレトリックを
理解・解釈させる。文字だけでは分かりにくいアイロニーについては、さ
らに、ドラマメソッドを用い、自ら表現する機会を与えるという段階を踏
む。注目すべきは、自ら表現することでアイロニーに対する理解がより深
まるという経験をする点である。この経験は英語において、アイロニーの
みならず、レトリック全般について学生の学びを深めることにつながると
筆者は確信する。

５．２　Rhetoricの日常性とその理解
　レトリック（修辞法）について、内海（2001: 1）は、文学におけるそ
の重要性を次のように述べている。

レトリックとは文学テキスト（詩的言語）には欠かすことのできない言
語表現である。アリストテレスが『詩学』において詩的語法のひとつと
して比喩を論じて以来、比喩をはじめとするレトリックは文学の中心的
な存在である。

これは、レトリックと文学の強い結びつきを我々に印象付ける一方で、レ
トリックとは、我々の日常生活とは掛け離れた、何か特別な言語手法であ
るという感情を抱かせる。しかし、内海は、実のところレトリックは日常
言語からの逸脱ではないという点も強調している。
　また、レトリックの日常性について、金田一（2011: 11）では、学生
に出したある課題を提示しながら次のように説明されている。あるとき、
「異性への告白を「好きだ！」「愛している！」ではなく、別の表現を使っ
て効果的に伝える」という課題を学生に課したところ、学生から出てきた
答えの中には、多くのレトリック表現が含まれていたと言うのである。例
えば、「君は僕の太陽だ」という隠喩、「君は５月の赤いバラのようだ」と
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いう直喩、「君の笑ったエクボ、ステキだ」という換喩をはじめ、擬人法、
物喩、婉曲法、誇張法、矛盾語法、反復法、トートロジー、黙説法、パロ
ディ、転置法、呼びかけ法、更には、「馬鹿だなー、おっちょこちょいな
んだから」とわざと好きな人をけなす反語法もみられたと言う。
　金田一は、「愛の告白」と言う、日常的で身近な課題を与えられた際に
学生が用いた表現について、「すべては、レトリックの技法であり、古代
のギリシャ・ローマで生まれたものである。それが今の日本の若者にこれ
だけ使われていることに改めて驚きを感じた」と述べている。また、「こ
れからは国際社会の中でコミュニケーションの基盤である言葉の力を認
識し、日本が世界の国々にきちんと理解されるようにレトリックの習得に
努めるべきである」と提言し、コミュニケーション能力育成のためのレト
リックの理解と体得の重要性を認めている（2011: 11）。
　このようなレトリックを外国語である英語において理解するには、単に
書かれたものを読むだけでは分かりづらいことが少なくない。これは筆
者が実際に経験した例だが、同僚が雨で滑って転んだ時、周りにいた人
が Are you alright? と尋ねる代わりに Beautiful! という言葉をかけた。ま
た、別の機会では、ある友人が棚の上に置いてある紙袋を取ろうと下か
ら引っ張ると、紙袋は破れ、中身が散乱し、友人は腕に大きな擦り傷を
作ってしまった。その時に居合わせた別の友人は Interesting! と声をかけ
た。彼らは別に人が悪いわけでも、性格が悪いわけでもない。これらの表
現は、その場の雰囲気を和らげ、痛い思いをしている人のこわばった感情
をも和らげるために使用されたのである。しかし、これらは、Beautiful / 
Interestingとただ文字で書かれただけでは、話し手が真に何を意図して発
話したのかが判断しにくい。このような表現を理解するには、場面、声の
トーン、口調、表情、ジェスチャーなど、他の様々な要素が必要であり、
自らがその場面を演じることにより、それらの表現が真に意味するところ
を体得することができると考えられる。

５．３　ドラマ教育の基本概念
　ドラマ教育というと演劇と混同して理解されがちであるが、演劇教育者
Bryan Way（1977）は両者に確固たる違いがあることを次のように説明し
ている。



 ──四技能からの検討── 103
母語を意識させる「気づき」の英語教育

混用してはならない二つの活動がある。一つは演劇（theater）であり、
一つはドラマ（drama）である。（中略）「演劇」は主として、俳優と
観客の間のコミュニケーションである。「ドラマ」は観ている人とのコ
ミュニケーションは一切問題にせず、一人の参加者の経験である。（qtd. 
in 花輪・山本 2015: 4）

つまり、ドラマ教育とは、人に見せるためのものではなく、本人が経験
を積むためのものである。Athiemoolam（2004: 4）によれば、Drama-in-
education（D.I.E.）とは教育の手法としてドラマを用いることであり、 学
習者の気づきを深め、空想や創造を通して、現実を見つめる手段である。
従って、ドラマ教育の目的は「劇づくり」ではなく、「理解」を求めるも
のであり、演技に焦点を当てるものではない。
　加えて、ドラマ教育を教室に導入することは、教員の演劇経験や技術
を要すものではない点も理解しておかなければならない（Athiemoolam 
2004: 6）。教員に演劇経験が無い場合においても、クラス内で学生がデモ
ンストレーションやショー・アンド・テルをするなど、実際に人前に出て
視覚に訴える経験を積み上げ、ロールプレイなどのステップを踏んでいけ
ば、ドラマ教育を進めることは可能である（ibid.）。次に、ドラマ教育の
足掛かりとして、どのようなステップを踏んでいけばよいのか、そのいく
つかの手法を概観し、実際の授業への展開方法を考える。

５．４　ドラマ教育の手法
　Athiemoolam （2004）は、ドラマ教育の具体的手法として、《improvisation
－即興》《role play－ロールプレイ》《frozen image building－静止画》の
３つを紹介している。これらの活動を通して、学生がリラックスした気分
でドラマ教育に臨む素地を作ることができる。英語への習熟度が高くない
クラスの場合には、学生同士が打ち解けることに主眼を置き、母語である
日本語を使用する活動が有効な場合もある。
　即興（improvisation）は、準備なしに自由に自分を表現することで、緊
張を和らげ、自身の持つ経験や考えを表現することの安心感を獲得するた
めの活動である。まずは、学生をリラックスさせるために、日本語による
即興ゲームを行うことが望ましい。例えば、「one word」という呼ばれる
即興ゲームがある。それは、３、４名で一言ずつ話をつないでいき、グ
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ループ全員で一つの話を作る活動である。自由な発想で話を作っていく活
動を日本語で行うことにより、互いに打ち解けることができる。
　また、「word passing game」というゲームもある。これは、グループ内
で各人に単語を割り当て、互いの単語をパスし合うことによって、身体を
使いながら単語を覚えていくことができるゲームである。単語をスムーズ
にパスすることができないと笑いが起こり、学習者同士で親近感を持た
せることができる活動である。クラスの状況に応じて、これらのゲームを
いきなり英語で行うのではなく、まずは母語である日本語で行うことで、
「緊張を和らげ、安心感を得る」という《即興》本来の効果がより高まる
と考えらえる。
　ロールプレイ（role play）では、文面だけでは分かりづらい英語表現を、
身体を使い表現することにより、より深く理解することができる。筆者の
担当する大学の映画翻訳のクラスにてロールプレイの発表を取り入れたと
ころ、定期試験の際に、ロールプレイをした箇所の翻訳においては誤訳が
少ないという結果が表れた。
　この試験は、映画の台詞を英語から日本語に翻訳するものであった。授
業中に行った英語でのロールプレイは翻訳の試験とは直接関連がないよう
で、実は、学習者の母語における理解に効果的に作用したのではないかと
筆者は推測している。身体を使い、表情やジェスチャー等に気を配りなが
ら、相手と息を合わせてロールプレイを行った台詞については、内容理解
が進み、一定期間が過ぎたあとの定期試験においてもその理解が保持され
ていたといえる。同時に、ロールプレイを取り入れたことにより、学生の
台詞の意味に対する理解が逐語訳的なものでなく、場面のなかでその台詞
を実際に使ってみる体験をしたことで深く印象に残り、理解の定着にも結
びついたのではないかと考えている。
　静止画（frozen image building）は、花輪・山本（2015）では、「表現す
る場面を、言葉を介さず顔表情や身体を静止させて表現する技法であり、
言葉を交えた動作的な即興表現ではないため、身体表現や言語表現に対
して苦手意識をもつ学生でも取り組みやすい活動である」と説明されてい
る。これについては、実際の《静止画》の手法をアレンジした方法で、語
彙の学習を図った経験がある。
　ターゲットとなる英語動詞（動名詞を後ろに取るもの）11語を覚えるこ
とを目的とし、各動詞を表現する《静止画》をつくるよう学習者グループ
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に指示を出した。それぞれのグループが、consider や avoid を表す《静止
画》を考え、それを発表する。教員が当該英語動詞のうちの一つを言うと
グループ全員が《静止画》をつくる。その際、学習者には《静止画》をつ
くらせながら、同時に日本語訳も言わせてみた。さらに負荷を高めて、逆
に教員が日本語訳を言い、学習者には《静止画》を作らせながら当該英語
動詞を言わせるという方法も試してみた。これらの活動には、語彙の習得
を苦手とする学生も無理なく楽しみながら参加することができ、結果とし
て英語動詞11語の習得につながった。

５．５　まとめ
　現在進行中の教育改革において、文部科学省は知識偏重の従来型教育か
らの脱却を図り、思考力・判断力・表現力を育成することを提言してい
る。英語教育、中でも《話す》ための指導において、これら能力の育成
は、特に重要であると考えられる。しかしながら、これら三つの力を育成
するには、従来のパターンプラクティスやペアワークだけでは不十分であ
ろう。特に、言語形式そのものだけでは適切な解釈が難しいような表現方
法、たとえば字義とは反意となるアイロニーなどが、実際に使えるように
なるためには、以上で概観したようなドラマメソッドの活用が有効である
と考える。　
　アイロニーなどのレトリックを外国語である英語のなかで実際に用いて
話すことは、かなり認知負荷の高い言語運用である。筆者が５．４節で紹
介した即興ゲームや静止画タスクなどのグループワークは、子どもには
楽しくていいが、大学生のような大人には向かないと考える人もいるかも
しれない。しかし、英語に対し苦手意識のある学習者が周りの仲間と協力
し、楽しみながら身体を使って学習を進めることができるのは、ドラマ教
育ならではの利点であり、そのような学びのプロセスこそが真のコミュニ
ケーション教育だと筆者は考える。また、アイロニーのような認知負荷の
高い言語運用を習得するには、まずは、日本語で日常的に使われているア
イロニーの意義や面白さを理解し、ドラマ教育を通して体感・経験するこ
とが外国語である英語で適切に《話す》技能の向上につながると考える。
 （野上）
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６．おわりに

　本稿では、大学生を対象とした英語教育を想定し、母語を用いることで
言語に対する 「気づき」が促される英語の学習方法を、《聴く》《読む》《書
く》《話す》の四技能から柔軟に検討してきた。
　《聴く》では、英語のシャドーイング訓練を通して、聴き取りのメカニ
ズムを意識化させることが、より効果的なリスニング学習へつながる可能
性を示した。
　《読む》では、背景にある思考パターンや文化の違いに気づかせること
も含め、母語の段落とは異なる英語のパラグラフ構成に気づかせ、それを
意識させて読ませることによって、読解力の向上につなげていく重要性を
主張した。
　《書く》では、EFL writing course において、あえて日本語テクストを資
料として取り入れた取り組みを紹介した。母語の介在を許したことで、学
生が母語で獲得してきた、あるgenre のテクスト特有の知識を利用できる
ようになり、結果、テクストの背景に存在するdiscourse community並び
にそのcommunicative purposesを認識・理解することができると述べた。
　《話す》では、母語である日本語を用いることで、レトリックが特別な
ものではなく、日常的に使われているという事実に気付かせ、次にレト
リック、とりわけ、アイロニーについて、ドラマ教育の手法を用い、恥ず
かしがらずに英語を話す素地を作り、実際に自分で表現することにより、
アイロニーの習得に効果が出る可能性を示した。
　個々の主張は、それぞれが英語教員として感じてきた経験的信念に端を発
している。日々の英語教育活動のなかで、我々が抱いてきた確信に近い考え
方について、あらためてその根拠を先行研究から検討し裏付ける行為は、今
後の教育活動に大いに資するものであると考える。同時に、個々の主張の背
景にある有機的な結びつきが確認できたことも本研究の一つの収穫である。

付記

　本稿は、2016年９月９日に明海大学浦安キャンパスで開催された日本
英語文化学会第19回全国大会において口頭発表した内容に加筆修正した
ものである。
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註

1 中井が、第２節「《聴く》について」を執筆した。
2 水野が、第３節「《読む》について」を執筆した。
3 小野が、第４節「《書く》について」を執筆した。
4 野上が、第５節「《話す》について」を執筆した。
5 本節はリスニングに特化した議論であるため、シャドーイングを言語処理の自動

性を高めるための訓練方法の一部として扱うが、門田（2005: 34-36）では、「多聴・多
読」と「シャドーイング・音読」を組み合わせることで大きな学習効果が期待できるこ
とが示唆されている。

6 リスニングのメカニズムにおける段階性についての詳細は、門田（2015: 73-76）
参照。

7 ４節における「学生」とは「学部生」を指す。
8 2016年７月８日付読売新聞別刷り『大学の実力』では、二面に渡り、学生の「書

く力」向上を目指す各大学の取り組みが紹介されている。記事に引用された、馬場善久
氏（創価大学学長）の発言「報告書も書けない学生を社会に送り出せない。」には、多
くの大学教員が同意するだろう。

9 “general writing skills” の代表的なものは、idea generation, strategies for revising 
beyond the sentence and word level, shaping texts and information to meet rhetorical and 
audience demands, responding effectively to their own and othersʼ writing である（Jacoby, 
Leech, and Holton: 353）。

10 この授業は英文学科の必修科目で、受講者は２年生。全員が１年生用の academic 
writing course を受講済み。

11 筆者が使用したのは読売新聞2016年７月７日付、経済面の記事である（栗原）。こ
の記事には英語の説明的文章によく見られる以下の（１）～（６）の六つの特徴があっ
た。（ただし、日本語の形式段落・意味段落については本稿３．１節を参照されたい。）
（１）タイトルが内容を端的に表している：「円高　３つの理由」。
（２）副題としてkey wordsが提示されている：「低金利・経営黒字・デフレ」。
（３ ）意味段落（＝英語のparagraph）ごとに小見出し（＝英語のsection heading）
がある：「資金調達」「純資産国」「反射的に円買い」。

（４ ）意味段落中最初の形式段落が、英語の paragraph の topic sentence の役割を果
たしている：「一つ目の理由は、…」「二つ目は、…」「三つ目の理由は、…」。

（５ ）各意味段落中、最初の形式段落（＝英語のparagraphの topic sentence）に後
続するひとつまたは複数の形式段落が英語のparagraphの supporting sentences 
にあたる。

（６ ）全体の構造は listing及びcause / effectである。
12 話し合いを経た学生の気づきの例について、４．８に続く資料を参照されたい。

資料では紙面の都合上、expositionについての例のみ紹介した。 
13 以下、カッコ内で紹介する例は実際に提出された作文から抜粋した。



108 中井延美　　水野晶子　　小野雅子　　野上文子

引証資料

Athiemoolam, L. (2004) Drama-in education and its effectiveness in English second / 
foreign language classes. Malaysia: Centre for south-north cooperation in educational 
research and practice. Web.

Belcher, Diane, and George Braine, eds. (1995) Academic writing in a second language: 
Essays on research and pedagogy. Norwood, NJ: Ablex.

Connor, Ulla. (1996) Contrastive rhetoric: Cross-cultural aspects of second-language 
writing. Cambridge: Cambridge UP. 

Cooley, Linda, and Jo Lewkowicz. (1997) Developing awareness of the rhetorical and 
linguistic conventions of writing a thesis in English: Addressing the needs of EFL/ESL 
postgraduate students. In Anna Duszak (ed.), Culture and styles of academic discourse, 
113-129. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.

花輪充・山本直樹（2015）「保育者養成課程における保育内容「表現｣ の実証的検討　
プレイメーキングによる学生の自己表現力とコミュニケーション力の育成」『東京
家政大学博物館紀要』（20），1-25. 

Hyland, Ken. (2000) Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing. 
Harlow, England: Longman.

井上ひさし（2011）『日本語教室』 新潮社．
Jacoby, Sally, David Leech, and Christine Holten. (1995) A genre-based developmental 

writing course for undergraduate ESL science majors. In Belcher and Braine (eds.), 
351-373.

Johns, Ann M. (1995) Teaching classroom and authentic genres: Initiating students into 
academic cultures and discourses. In Belcher and Braine (eds.), 277-291.

Johns, Ann M. (1997) Text, role, and context: Developing academic literacies. New York: 
Cambridge UP.

Jordan, R. R. (1997) English for academic purposes: A guide and resource book for 
teachers. Cambridge: Cambridge UP.

門田修平（2012）『シャドーイング・音読と英語習得の科学』コスモピア .
門田修平（2015）『シャドーイング・音読と英語コミュニケーションの科学』コスモピ
ア .

Kaplan, Robert.（1966）Cultural thought patterns in inter-cultural education. Language 
Learning 16, 1-2, 1-20.

Kaplan, Robert. (1987) Cultural thought patterns revisited. In R. Kaplan & U. Connor (eds.), 
Writing across languages: Analysis of L2 text, 9-22. Reading, MA: Addison-Wesley.　

金田一真澄（2011）「身近なレトリックの世界を探る～ことばからこころへ」慶應義塾
大学教養研究センター.

栗原健（2016）「円高　三つの理由」読売新聞　2016年７月７日
Lambert, S. (1988). Information Processing among Conference Interpreters: A Test of the 



 ──四技能からの検討── 109
母語を意識させる「気づき」の英語教育

Depth-of Processing Hypothesis. Meta, 33, (3), 377-387.
Lambert, S. (1992). Shadowing. Meta, 37(2), 263-273.
松本美奈（2016）「大学の実力」読売新聞別刷り　2016年７月８日
Mayers, Tim. (2015) Creative writing and process pedagogy. In Alexandria Peary and Tom 

C. Hunley (eds.), Creative writing pedagogies for the twenty-first century, 30-51. 
Carbondale, IL: Sothern Illinois UP.

McCrimmon, James M. (1957) Writing with a purpose: A first course in college 
composition. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company.

文部科学省（2013）「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」2013年12月13日
　2016年９月29日検索　Web.

二瓶広行（2015）『説明文の「自力読み」の力を獲得させよ』 東洋館 .
大類雅俊（1980）『段落の本─段落の切り方、まとめ方、つなぎ方』 栄光 .
Panetta, Clayann Gilliam, ed. (2001) Contrastive rhetoric revisited and redefined. New 

York: Routledge. 
Smith, Nila Banton. (1963) Speed reading made easy. New York; London: Warner Books, 

Inc.
玉井健（1997）「シャドーイングの効果と聴解プロセスにおける位置づけ」『時事英語
学研究』第36号，日本時事英語学会 . 

玉井健（2005）『リスニング指導法としてのシャドーイングの効果に関する研究』 風間
書房 .

手塚治虫（1987）「この小さな地球の上で」『現代の国語１』 中学校教科書 , 174-183. 三
省堂 .

内海彰（2001）「レトリックの認知・計算モデル：隠喩とアイロニー」『認知科学』（８）, 
352-359. Web.



110 中井延美　　水野晶子　　小野雅子　　野上文子

Synopsis

The impact of English education through ʻawarenessʼ of 
the learnersʼ mother tongue and its application in the four language skills

 NAKAI Nobumi　MIZUNO Akiko
ONO Masako　NOGAMI Ayako

This study examines the educational impact of teaching English to university 
students through ʻawarenessʼ of their mother tongue, Japanese. The study consists of 
four sections composed of the four language skills: listening, reading, writing and 
speaking. The authors show the methodologies whereby learners can learn to be more 
conscious and aware of the Japanese language, which is profoundly rooted in their 
mind, in the process of learning English.

In the listening section, Nakai argues that learners can consciously understand 
the listening mechanism in their mother tongue by using a training technique called 
ʻshadowingʼ for improving their listening skills in English. In the reading section, 
Mizuno illustrates to learners the differences between Japanese paragraphs and 
English paragraphs in order for them to notice the differences and improve their 
reading skills. The author also points out the importance of thinking about the 
differences in thought patterns and cultures behind the two types of paragraphs. In the 
writing section, Ono suggests that the first step for acquiring academic literacy is to 
experience, through Japanese, how discourse community with its communicative 
purposes operates, and how it is expressed in different genres in the text. In the 
speaking section, Nogami discusses the impact of the drama method that allows 
learners to experience rather than study at their desks, especially in terms of learning 
how ironies are used in English. 
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日本英語文化学会会則
（The Japan Society for Culture in English）

第１条　本会は日本英語文化学会（The Japan Society for Culture in English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。

第２条　本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言
語、言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表
することを目的とする。

第３条　本会は第２条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
１．大会
２．研究発表会
３．機関誌の発行
４．その他必要と認められる事業

第４条　本会の会員は第２条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。
会員は次の三種類とする。
１．一般会員　年会費5,000円を納めた者。
２．賛助会員　本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもっ

て年間10,000円以上を納めた個人、または団体。
３．学生会員　大学学部、または大学院修士課程在籍者で、年会
費2,000円を納めた者。

４．年会費を２年間未納のときは、役員会の認定により退会とみ
なすことがある。また、在外研究・留学１年以上の場合は、
その年の年会費を免除する。

第５条　本会は次の役員を置く。役員の任期は２年とし、兼任及び再任を
妨げない。役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間
とする。

顧問若干名
会長１名　　副会長１名　　理事10名程度　
監事長１名　監事３名程度　
会計１名　　会計監査２名　
編集長１名　編集委員10名程度　

１．顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
２．会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が
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互選する。
３．副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会

長の職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
４．理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見

を具申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
５．監事長は研究発表会の総合的な司会を務める。役員会で推薦

して総会で承認を得る。
６．監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会

で推薦して総会で承認を得る。
７．会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を

報告する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
８．会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して

総会で承認を得る。
９．編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、本会の機関誌の

発行を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
10．編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会

で推薦して総会で承認を得る。
第６条　本会は次の機関を置く。

１．事務局　
２．役員会　
３．編集委員会　
４．総会　
５．その他必要と認められる機関

第７条　総会は本会の最高議決機関であり、毎年１回会長が召集する。た
だし、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他
の会を召集することができる。

第８条　役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第９条　編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を

執行する。
第10条　本会の会計年度は４月１日より翌年の３月31日までとする。
第11条　本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
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附則
１．施行細則については別途に定める。
２．本会は昭和47年４月上毛英米文学会として発足し、昭和50年４月

１日ビビュロス同人会として改組され、平成４年７月25日ビビュ
ロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成10年４月１日
より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。

３．この会則は、平成10年４月１日より施行する。
４．この会則は、平成12年４月１日より施行する。
５．この会則は、平成14年９月７日より施行する。
６．この会則は、平成18年９月２日より施行する。
７．この会則は、平成20年９月13日より施行する。
８．この会則は、平成22年９月４日より施行する。
９．この会則は、平成26年９月12日より施行する。
10．この会則は、平成26年12月10日より施行する。

事務局
〒270-1196 千葉県我孫子市久寺家451
　中央学院大学 研究棟408 
　市川仁研究室
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役員一覧
顧　問　　　　　高山信雄　　田中保
会　長　　　　　市川仁　　　
副会長　　　　　中井延美
理　事　　　　　上石実加子　朝川真紀　石和田昌利　大野直美　
　　　　　　　　加藤英治　　川口淑子　岸山睦　　　佐々木隆　鈴木博雄
　　　　　　　　仁木勝治　　日中鎭朗　町田成男　　宮本正和　渡辺宥泰
監事長　　　　　錦織裕之
監　事　　　　　桶田由衣　　須永隆広　亦部美希
会　計　　　　　三幣友行
会計監査　　　　尾形重政　　本間章郎
学会誌編集長　　中井延美
学会誌編集委員　上石実加子　朝川真紀　大野直美　　岡崎真美　
　　　　　　　　川口淑子　　佐々木隆　白鳥義博　　鈴木博雄　谷憲治
　　　　　　　　日中鎭朗　　宗形賢二　渡辺宥泰
会報編集長　　　清水純子　　　
会報編集委員　　松山博樹
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日本英語文化学会学会賞・新人賞内規

平成24年12月22日制定
平成24年12月22日施行

第１条　本内規は、日本英語文化学会（以下本学会）が、本会員のより一
層の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、
会員の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうため
に関わる事項を取り決めたものである。 

第２条　名称は、「日本英語文化学会学会賞」（以下「学会賞」）と「日本
英語文化学会新人賞（以下「新人賞」）とする。 
（１）学会賞

・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。
・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。

（２）新人賞
・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。
・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・原則として、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、40
歳以下の者を対象とする。
・共同研究の場合も、推薦時に特段の事情のある場合を除い
て、40歳以下の者を対象とする。 

（３ ）各賞の受賞対象は、前年の４月１日より３月31日までに発
表されたものとする。 

第３条　学会賞・新人賞の受賞者にはその栄誉を祝し、表彰状を授与する。 
第４条　受賞対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞

候補となることができる。 
第５条　共同研究等の場合は、「学会賞・新人賞の受賞対象は本学会会員

のみとする。 
第６条　学会賞・新人賞選考のため、学会賞・新人賞選考委員会（以下「選
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考委員会」）を設置する。 
第７条　選考委員会は、本学会会長、副会長、理事（役員会が３名を推薦

する）、顧問（２名）計７名で構成される。 
（１ ）学会賞・新人賞候補の推薦者（自薦・他薦）は、下記送付

物と共に３月末日までに本学会事務局へ申請する。
　・ 推薦書（対象者氏名、所属先名、授賞対象研究名、推薦理由、
新人賞にあっては対象者の年齢を明記）

　・学会賞・新人賞の対象となっている学術書、論文等
（２ ）事務局は、推薦者から申請があった場合は各選考委員へ資
料を送付する。 

（３）選考委員長は選考委員会を開催し選考を行う。 
（４）選考委員長は役員会議で決める。
（５ ）選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を
負う。 

（６）選考委員の任期は２年とし、兼任及び再任を妨げない。
（７ ）選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達しないと判断し

た場合は該当者無しとすることができる。 
（８ ）選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意

見を聴取することができる。この場合、選考委員会は役員会
に対して聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければ
ならない。 

（９ ）事務局は選考委員会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式日
時を通知する。 

（10）表彰式は全国大会の総会において行う。 
（11）各賞の募集案内は本学会のHPに記載する。

第８条　選考委員長は、全国大会の総会において選考委員会の報告を行わ
なければならない。 

第９条　本内規の改定は役員会の議を経なければならない。 

附則 
　施行年における選考については、第２条第３項にとらわれないものとする。 
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『異文化の諸相』投稿規定（2016年12月10日改訂）

１．投稿論文は、未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふ
さわしい内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、そ
の旨を明記している場合は、査読の対象となりうる。投稿論文には
Synopsis（300語以内）をつけること。なお、英文原稿とSynopsisに
ついてはネイティヴ・スピーカーのチェックを受けること。

２．応募は、日本英語文化学会に１年以上所属している会員であると同時
に、本会月例会あるいは全国大会で発表した経験があり、年会費の滞
納がない会員に限る。

３．論文は次の長さとする。
（１）和文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、
１枚は40字×25行（15,000字）。フォントはMS明朝体（11point）を
使用。余白は上下左右30ミリ。
（２）英文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、
１枚は25行。Times New Roman体を使用（11point）。余白は上下左右
30ミリ。

４．論文は、メール本文に氏名・連絡先住所・電話番号・メールアドレス
を明記し、著者の氏名を削除した論文をWORDファイルでメールに
添付して提出すること。なお、WORDファイルについては、プロパ
ティ情報も削除すること。件名は、「異文化の諸相 投稿（氏名）」と
する。また、掲載決定の場合、氏名を明記した論文のデータをメール
に添付して提出すること。

５．書式上の注意
（１）本文から独立した引用は、和文の場合は１字、英文の場合は３
ストローク下げて書き、前後を１行ずつあける。 
（２）註および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。
（３）本文内の各章のタイトルと本文の間を１行あける。
（４）人名、作品名などに英文表記をつける場合は、日本語表記の後
にかっこ書きで英語表記を入れ、読点を打ったあとに生没年、出版年
などを入れる。
（５）本文内は基本的に全角の（   ）を用いる（ただし、独立した英
文の引用文の場合は半角の (  ) を用いる）。
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（６）日本語のサブタイトルなどにつける「─」は、全角のダッシュ
を二つ「──」にする。
（７）本文内における英語の引用文は“  ”で囲む。
（８）引用文の著者が本文内で言及されている場合は、（特に必要のな
い限り）“英文引用文”（ページ数）で表記する。
（９）引用文の著者が本文内に言及されていない場合は“英文引用文”
（筆者名 ページ数）で表記する。
（10）ページ数を表すのにpp.はつけない。
（11）数字の表記は1-8, 12-15, 22-34, 102-05, 113-48, 1825-45, 1654-
1725のように表記する。
（12）註番号は（   ）に入れず、カンマ・ピリオド・句読点の外に上
付き文字で付す。
（13）英文引用文を一部省略する場合は、半角スペース空けたピリ
オドを三つ打つ（例：～ Antigone ... in the ～）。文が終わっている場
合は、ピリオドに続けて半角スペースを空けたピリオドを三つ打つ
（例：～ Antigon ... In the ～）。
（14）書名はイタリックで表記する。
（15）上記（１）～（14）以外の書式および引証資料の細部について
は、MLA（最新版）のスタイルに従う。英語学・言語学関係の論文
は、APA（最新版）のスタイルに従う。

６．上記５で指定された書式に従って書かれていない投稿論文は受理され
ない。

７．投稿論文の採否及び掲載時期は、匿名の査読者による審査の上、編集
委員会が決定する。採択されても、編集委員会の決定によって、書き
直しを求めることがある。

８．校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤り
に関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。

９．原稿提出締切日：10月４日（厳守）
10．原稿提出先：日本英語文化学会編集委員長
　　　　　　　　〈jsce_submission@yahoo.co.jp〉
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「会報」（NEWSLETTER）投稿規定

１．研究ノート　和文2,000字、欧文800語程度
２．書評　　　　和文2,000字、欧文800語程度
３．その他　　　和文2,000字、欧文800語程度
４．応募締切　　10月31日
５．応募先　　　日本英語文化学会会報編集部編集長 
　　　　　　　　〈jesse@jcom.zaq.ne.jp〉
６．応募方法　　メール（WORD形式の添付ファイル）
７．掲載の採否については編集部に一任とする。



編集後記

　『異文化の諸相』第37号をお届けいたします。
　皆様のご協力とご支援のおかげで無事に発行することができました。計
6編の論文が収載されています。日本英語文化学会らしく、諸分野から英
語文化等を研究する12本の投稿がありました。研究の多様性は本会の魅
力であると同時に、編集の難しさにつながります。その難しさに対処する
ため、編集委員の渡辺宥泰先生と佐々木隆先生にお力添えをいただきまし
たことに、この場を借りて御礼申し上げます。次号以降でも、英語という
「ことば」を軸に英語文化を扱う研究が展開されることを期待したいと思い
ます。査読にご協力いただいた先生方、編集委員の先生方に心より感謝申
し上げます。

　2017年 2月20日

日本英語文化学会
編集長　中井 延美
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