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『侍女の物語』における
言説のナラトロジーとストラテジー

──論理と語りの揺らぎ

日中鎮朗

Abstract

Narratology and Strategy of Discourse in The Handmaid’s Tale:
 Fluctuation of the Logic and the Narrative

NITCHU Shizuo

Margaret Atwood’s novel, The Handmaid’s Tale is constituted of two reports, i.e. 
that of the narrator-handmaid and that of a partial transcript of the proceedings of 
the Twelfth Symposium on Gileadean Studies (Historical Notes on The Handmaid’s 
Tale) held in 2195, which indicates that the novel is made in a form of a so-called 
“Rahmenbau”. 

The story is constructed of 3 strata, i.e. the lost democracy, the lost dignity of 
women, and the lost family. This study finds that a recovery of these lost factors forms 
the literary motif of the novel. Employing a narratological approach, this study also 
reveals that the handmaid narrates as if she knew nothing about the events which have 
already happened, but in reality she knew the processes and the consequences of them.

Based on an analysis of her narrative style, this study argues that the 
information/discourse she gives to readers is not logical and reliable, but full of 
noise, ambiguity, irrelevance and confusion. This study analyzes a close relationship 
between a fluctuation of her logic and the weakness of the heroin, as she shows a 
fear whenever she is thrown into a difficult situation to confront danger or to make a 
decision. This relationship should not be regarded as a defect,; on the contrary they 
are tied up to form a human-centered narrativity. This study argues that a pursuit for 
power for its own sake forms a dictatorship and function as a tyrannical system, and 
to avoid a tendency to desire power, it is necessary for her to relativize a world or 
worlds, as Nelson Goodman documents.  

キーワード：枠構造、ナラトロジー、情報、論理の揺らぎ、相対化
Keywords:  Rahmenbau, narratology, information, fluctuation of logic,  

relativization
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１．『侍女の物語』の構成

マーガレット・アトウッド（Margaret Atwood, 1939-）の『侍女の物語』（The 
Handmaid’s Tale, 1985）は枠構造で構成され、ほぼ全体を占める一人称の
語り手で主人公の〈侍女〉が語る物語が最終章の第15章まで続き、そのあ
とに「『侍女の物語』の歴史的背景に関する注釈」という章がappendix風
に物語の巻末に置かれる。この章は2195年６月15日にナナビット国のディ
ネイ大学（at the University of Denay, Nunavit）で開催された「世界歴史学
会総会（the International Historical Association Convention）の分科会」の
ギレアデ研究（Gieleadean Studies）のシンポジウム議事録の写しという
体裁になっており、『侍女の物語』は発見された（少なくとも150年以上
前の）テープ録音であることがここで読者に明らかにされる。すなわち救
出され、物語られた事象がすべて終わった事後に吹き込んでいる、言い換
えれば、語り手の侍女がすべてを知っている回想であるのに、その視点か
らは語らず、未来が不可視の現在進行形のように語るナラティヴ技法上の
特徴をこの物語は持つ。これに応じて侍女が与える情報はその都度の侍女
の視点から語られるので、限定的、断片的、不確実（推測が多い）である。
逆に言えば、侍女のその都度の行為の結末は実際にはすでに出ているのに、
読者は常に選択や決定が未決（オープン）であるとして読まねばならない。
ギレアデ国は大統領暗殺後、アメリカ合衆国に20世紀末には成立した神
権独裁国家とされ、侍女が語る物語はその内容から推測すれば21世紀初め
と考えられる。1985年発表の時点で未来の設定であるため未来小説ではあ
り、実際コンピュバンクやコンピュフォン、コンピュナンバーといった未
来科学技術が使用されてはいるが、いわゆる未来小説、あるいはscience 
fiction （SF）に象徴的に多用されるような飛躍的科学技術の披露はなく―む
ろん国家の激的変化はあったので、たとえば、一般の商店はなくなり、代
わりにコンピュフォンで注文し祈祷を読み上げる機械の店がある―、むし
ろ住居、食生活、自動車など1980年代と変わらない技術水準が特徴である。
これはアトウッドがこの小説全体を2195年という未来に置き、未来性を保
ちながらも、本を閉じれば読者の生きる時代の日常に戻ってしまうという
一般的な空想科学小説がもつ本来的欠陥にこの小説も陥ってしまうことを
回避したいという意図の現れと考えられる。また、神権独裁国家の―その
政権がもつ女性抑圧や〈目〉などの監視システムといった特殊性を除けば
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―日常をアトウッドの生きる1980年代の現実世界に近づけることによって
現実世界と関わり、現実世界を反映するというアトウッドの姿勢が表出さ
れたものといえる。実際、このギレアデ国ではバースコントロールやエイ
ズなどの病気、原子力発電所の事故、有害廃棄物処理場などが白人出生率
の急落・人口減少につながり、それが再婚の夫婦や未婚女性の性経験者・
出産経験者を逮捕し、出産能力ありとして白人高官に子を産む生殖の器＝
〈侍女〉としてあてがうという非人間的な制度（dehumanization）導入の要
因になっている。これに関して「マーガレット・アトウッドの『侍女の物語』
でも（…）妊娠が女性の沈黙を意味する。出産可能な女性たちは自由に話
したり、読んだり、書いたりすることを禁止されている」（バー  164）と女
性の抑圧的妊娠システムと女性の沈黙への強制、表現手段の剥奪を結びつ
けた視点をバーは提供している。後述するように、侍女の語りが世界につ
いての記述・語りとなるのは沈黙の強制の反転であるといえる。現実世界
が抱える現代的問題を提示し、その放置がもたらす世界像を示すことによっ
て、読者は現実世界に対峙しなければならなくなる。人類滅亡や地球環境
破壊はアトウッドが『オリクスとクレイク』（Oryx and Crake, 2003）や『洪
水の年』（The Year of The Flood, 2009）でも展開しているテーマであること
もここで想起しておきたい。
物語は３層からなり、それは時間と〈語り手＝侍女〉の役

ロー ル

割によって
分割される。第１の層は独裁的神権政体の社会構造の中の侍女という立
場からの告白、つまり女性抑圧・非人道的国家の告発という側面である。
それは監視組織としての〈目〉、日常の見張りとしての〈保護者〉、侍女
の教育係としての〈小母〉（その機能からは、ナチス時代の強制収容所に
おけるカポー的な役割を果たしている）、兵士である〈天使〉（この国家
は戦争をしているが、戦争相手も戦争状況も実は不明で、その点におい
ても、ジョージ・オーウェル（George Orwell, 1903-1950）の『1984年』
（Nineteen Eighty-Four, 1949）の３国間戦争をこの小説は寓喩的に指示して
おり、『1984年』のパスティシュpastiche またパランプセスト /パリンプセ
ストpalimpsestであるといえる）、司令官、護衛兵などの国家組織や制度、
人々の日常生活を語る。これは内容的には物語のコアとなり、〈被抑圧者〉
としての現在状況の語りである。第２の層は司令官（Commander）やニッ
ク（運転手、〈目〉のメンバー、また脱出幇助組織の一員の可能性もある
人物）との関係を語る層だが、元来、生殖のための関係に恋愛感情が入り
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込み、女性としての未来に向けた内面を語る層である。第３の層は失われ
た時代や家族〈母親、夫、娘〉を思慕し、もっぱら過去の思い出を語る層
である。1960~70年代的な女性解放運動やカウンター・カルチャー、ヒッ
ピー・カルチャーを体現している母親は収容所送りに、夫は男性として絶
対的に優遇される政体の中に組み込まれるか、あるいはそれでも抵抗した
のか不明のまま行方不明、娘は政権に誘拐される（富裕層の家庭で生存し
ている現在の写真を司令官の妻がみせるが、その真偽は不明）という状況
で、これは〈母親、夫、娘〉を失った〈娘、妻、母親〉としての悲しみと
回復の試みの語りの層でもある。この３つの層は全体として失われた〈民
主制国家、愛、家族〉というテーマを構成し、その喪失の回復をモチーフ
としている。

２．侍女の語りの揺らぎ

『侍女の物語』は語り手である侍女の重層的で揺らぐ語りによって特徴
づけられる。司令官が侍女である「私」を妻に黙ってひそかに呼び出す場
面を見てみよう。

Being here with him is ① safety; it’s ②a cave, where we huddle together 
while the storm goes on outside. ③This is a delusion, ④of course. This 
room is ⑤one of the most dangerous places I could be. ⑥ If I were 
caught there would be no quarter, ⑦but I’m beyond caring. ⑧And how 
have I come to trust him like this, which is foolhardy in itself? ⑨How 
can I assume I know him, or the least thing about him and what he really  
does?
⑩ I dismiss these uneasy whispers, ⑪ I talk too much. I tell him things I 
shouldn’t. （281-282）

常に「目」によって監視され、妊娠に失敗すれば収容所に送られるとい
う二重の意味で生命を脅かされている侍女という存在である「私」は、ま
ず司令官と一緒にいることは①「安全だ」と述べる。それを補強して②「避
難所としての洞窟」と規定する。しかし、そのすぐあとに③「それを誤っ
た思い込み」として否定し、④「もちろん」という語の使用によって、そ
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れを自分にもテープの聞き手（伝達相手）にも共通認識の自明の事実とす
る。しかし、つぎの文では逆に「最も危険な場所の一つ」という180度の
転回を行い、仮定法⑥でその恐怖を展開したあとで、⑦「しかし」という
逆接の接続詞でこれまでの分析・判断に対して、否定や肯定を越えた別の
次元（「心配していない」という彼女の心情）で対応する。すなわち、こ
れまでは事実や想像上の事象に対する判断・言説であったものが、その真・
偽がペンディングにされたまま（放り出されたまま）、彼女の確信や決意
の表明へと移行するのである。そしてandで結び、その確信や決意、彼女
の司令官に対するスタンス（具体的には信頼感）に対して批評・疑念を述
べる反語的な文を続ける（⑧、⑨）。その内容は自己への批判（foolhardy
無謀、無鉄砲な）や驚きであり、したがって、その前文の「心配していな
い」という彼女の確信や決意を否定してはいるのであるが、別次元の言説
に移されているので、その否定自体が明確ではない。つまり、この数行の
文で、安全に関する肯定・確信と否定、仮定の想像と恐怖、それらの棚上
げ、司令官に対する信頼の否定、自己への批判・驚きが対立的、重層的、
螺旋的に述べられるのである。ここには、正確さも事実性もまたその論理
的追求の帰結も存在しない。最期には司令官の安全性に関する命題の真偽
を巡るすべての思考判断を「わたしはそうした人を不安にする囁きを捨て
去る」というメタ的意志によってタブラ・ラサ化してしまい、行為の描写（⑪
「おしゃべりになり」「話すべきでない事を司令官に話す」）に移るのであ
る。この点においても、侍女は読み手（被抑圧者の仲間）に客観的な事実
としての正確さを伝達することを第一義的に考えていないし、正確な史実・
情報の伝達志向も意志もない。ここにはロラン・バルト（Roland Barthes, 
1915-1980）のいう「テクストとは多次元の空間であって、そこではさま
ざまなエクリチュールが結びつき、異議をとなえあい、そのどれもが起源
不明となる」という状況が実現されていると考えられる（バルト 85）。そ
れは「エクリチュールとは（…）あらゆる自己同一性がそこでは失われる」
（バルト 80）場であり、すべてを知る揺るぎない無謬の神の視座から成り
立つテクストを疑問化し、自己の論理が揺れる人間中心的テクストを志向
するアトウッドの試みと重なる。1
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３．情報のディスオーダーと語りかける相手

侍女の語りは正確で一義的な情報伝達という機能からずれ、その機能
を果たしておらず、情報の混乱、ディスオーダーがある。伝えられるべき
ことは合理的な説明も説得性もなく、曖昧に隠されたままである。クラッ
プ（Orrin. E. Klapp 1915-1997）は情報を４つの象限に分け、意味ある情
報（の取得）とエントロピーを縦軸に対立的に扱い（「エントロピーは、情
報と対立する混乱やランダム性への傾性」であり、「情報の獲得（ネゲント
ロピー）は、エントロピーの喪失であり、逆もまたしかりである」（Klapp 
117-118））、横軸には多様性（良い多様性は発見や適応を、悪い多様性は冗
長や退屈をもたらす）を配置する。肯定・否定、仮定（のさらに否定）、譲
歩・認容、棚上げ、次元のずらし、タブラ・ラサなどを積み重ねる論理の
技法によって、侍女が与える情報は劣化し、エントロピーは増大し、悪い
多様性となる。これはnoise, ambiguity, irrelevance, trivia, faddism, overload, 
mistakes, confusion（Klapp 118-119）を特性とする象限に入る。こうしたノ
イズ、多義性、曖昧さ、混乱ゆえに彼女の語りはギレアデ国の暴力を暴き、
脱出を企てる被抑圧者たちに伝えるメッセージとして機能しうるのか、ま
たいかなる意味を持つのかという点について考えてみたい。
情報の伝達は一般に伝達されるべき相手が想定されており、『侍女の物
語』ではそれがyouと呼びかけられる同じ境遇の被抑圧者であることは早
い段階で明かされる。

But if it’s a story, even in my head, I must be telling it to someone. You 
don’t tell a story only to yourself. There’s always someone else. 
Even when there is no one.
A story like a letter. Dear you, I’ll say. Just you, without a name. Attaching 
a name attaches you to the world of fact, which is riskier, more hazardous: 
Who knows what the chances are out there, of survival, yours? I will say 
you, you, like an old love song. You can mean more than one.
You can mean thousands. (49-50 イタリックはAtwood）
...because after all I want you to hear it, as I will hear yours too if I 
ever get the chance, if I meet you or if you escape, in the future or in 
Heaven or in prison or underground, some other place. What they have 
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in common is that they are not here. By telling you anything at all I’m 
at least believing I you, I believe you are there, I believe you into being. 
Because I’m telling you this story I will your existence. I tell, therefore 
you are. （279）

物語は必ず誰かに宛てたもので、自分自身だけのためには語らないとする
アトウッドの小説創作の作法と世界に開かれたアトウッドの姿勢がここに
示されているが、同時に、“Even when there is no one.”という文が示すよ
うに、これは投壜通信のヴァリエーションである。投壜通信は難破した船
の船員が家族や友人・恋人などに宛てた最後のメッセージであり、〈いつ
か・どこかで・誰か〉が発見することを期待している。マンデリシュター
ム（Osip Mandel’shtam, 1891-1938）の投壜通信のメタファーを受けて、
1958年のブレーメン文学賞受賞記念講演でパウル・ツェラン（Paul Celan, 
1920-1970）は、見知らぬ〈いつか・どこかで・誰か〉にあてた言葉・対
話が詩であり、「不可視の、しかしながら存在する対話者を必要と」し（森  
154）、彼の言葉や心情と同期する人間の存在を信じることが詩を書くモ
チーフであるとした詩論へと展開したが、これが語り手＝侍女（と作者＝
アトウッド）にも当てはまる。「手紙のようだ」「古いラブソングのように、
あなた、あなたと呼びかける」という文は未知の誰か、被抑圧者、家族へ
の心的近さを暗示する。つまりこれは知識としての情報（だけ）ではなく、
侍女の心情、苦悩や恐怖を理解する名もなき近しい者たち（“Dear you, I’ll 
say. Just you, without a name.”）に宛てるための語りの技法であり、ノイズ、
多義性、曖昧さ、混乱などはこの技法から生じ、情報伝達における正確さ、
メッセージ性、そして語り手の衝迫の３つの位相がそれぞれ弁証法的に絡
み合った帰結といえる。また、「監獄」や「地下」（ここでは非合法な地下
組織）、政体が変わった未来（future）、死後の天国（Heaven）の物語をも
つ「あなたyou」の、その物語を「私があなたに会うか、あなたが脱出で
きれば」聞きたいとのべることによって、ツェランと同様に、対話を形成
する志向を語り手は表明しているといえる。

４．主人公の〈弱さ〉と論理の〈揺れ〉

通常、主人公はその性格類型は別として、物語の核となる苦難などの
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crucialな部分では強さを発揮するが、侍女は決断、モラル、性（への欲望）、
嘘（への衝動）といった面においても〈弱く〉、物語のなかでその弱さが
ずっと続く。オブグレンが司令官の書類を入手しようと侍女の協力を仰い
だ時も、彼女はこの弱さを露呈し（“I can’t, I say to Ofglen. I’m too afraid. 
Anyway I’d be no good at that, I’d get caught.” （283））、恐怖と不器用さを理
由に断り、ニックと一緒にいたいから脱出したいとはもう思わないと言い、
すぐにそのことの意味に思い至り、恥じる。

The fact is that I no longer want to leave, escape, cross the border to 
freedom. I want to be here, with Nick, where I can get at him.
Telling this, I’m ashamed of myself. But there’s more to it than that. Even 
now, I can recognize this admission as a kind of boasting. （283）

侍女の弱さは人間としての弱さでもある。アトウッドはそれを必ずしも全
面的にネガティヴなものとして捉えていない。強さのみがある人間は力
（権力）を力（権力）として欲望し、結果的にはそれが独裁的国家を形成
し、専制的システムとなって機能する。弱さと強さが同居する、あるいは
弱さが強さである（強さのポテンシャルの内包）という考えがアトウッド
にある。侍女はThe Underground Femaleroad―南北戦争時の逃亡幇助網秘
密組織であるThe Underground Railroadに由来する（黒人とギレアデ国の
女性が奴隷的身分という点においてパラレルに捉えられている）―によっ
て脱出するが（Atwood 313）、The Underground Railroadは南部諸州から
北部諸州へ、さらにはカナダへまで逃亡の経路があったので、確かにカナ
ダは絶対的な強さを持つものではないが絶対的に弱いわけではなく、ここ
に強さと弱さが同居するゆえの弾力性や可塑性を所有する可能性を示唆し
ている。アトウッドは現在のカナダをアメリカによる「経済的・文化的植
民地状況」とみなし、それと「男女の関係との間には、いずれも権力関
係が存在していること」を明らかにするが（大塚 165）、アトウッドは女
性とカナダを重ね合わせているので、これは女性の可塑的強さを示すと
もいえる。この思考が『侍女の物語』にも通底し、侍女をドイツ教養小
説（Bildungsroman）のいわゆる〈主人公の成長物語〉に還元させないこ
とで〈弱さ〉が意味を持ちうるという構造になっている。ゲーテ（Johann 
Wolfgang von Goethe, 1749-1832）の『ウィルヘルム・マイスターの修業
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時代』（Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795~96年）と『ウィルヘルム・マイス
ターの遍歴時代』（Wilhelm Meisters Wanderjahre, 1829年）をその典型例と
するBildungsromanが盛んに書かれた時代では王権は確固としており、王、
神、教会、身分など専制君主制度における経済的、政治的、社会的な変革
はなかった。マルクス（Karl Marx, 1818-1883）が『共産党宣言』（Manifest 
der Kommunistischen Partei, 1848年）を書き、1848年革命（フランス２月
革命、オーストリア、ドイツ、ハンガリー３月革命）が起こり、フーリエ
などの空想的社会主義はあったが、本格的な社会主義が浸透するまでには
まだ時間があり、世界は変革されえないとすれば、個人が変化するしかな
かった。個人がさまざまな試練に会い、成長するというストーリーは結局
のところ、個人の内面に還元され、その個人の変革、成長は必然的にその
政治的、経済的、社会的制度の枠内でのみ行われ、成長もその規範的価値
観の到達や（再）発見という形でなされる。その限りにおいては、既成社
会内での個人の予定調和的変化にすぎない。それゆえ独裁政権の破壊には、
既成の価値観や規範内で行われる個人の成長物語は無効なのである。
この弱さはまたアトウッドによるオーウェルの『1984年』への返答と
もなっている。ウィンストン・スミスが権力側（オブライエン）に捕らえ
られ、恐怖を免れたいために恋人ジュリアを裏切って「彼女はどうなって
もいい」と白状し、恐怖からの解放と同時に事後の慚愧にとらわれる場面
では、一般的には権力の強大さと主人公＝抵抗者の弱さをネガティヴに捉
える方向で解釈される。侍女も仲間のオブグレンが捕まれば口を割り、侍
女の家族への危害が加わるという想像で恐怖に打ち震え、圧政的権力側に
敗北し、罪を告白してしまう同様な場面（ただし、想像上）がある。

Dear God, don’t make me choose. I would not be able to stand it, I know 
that; Moira was right about me. I’ll say anything they like, I’ll incriminate 
anyone. It’s true, the first scream, whimper even, I’ll turn to jelly, I’ll 
confess to any crime, ...（297）

侍女は自己の弱さを認識し、恥じ、受容すらする。彼女は自分の弱さを自
覚しており、それを隠そうともしない。逮捕すなわち死を告げる黒いヴァ
ンがやってきた（実は脱出組織の行為）最後の脱出時においても、侍女は
後悔に満ちる。
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I’ve been wasting my time. I should have taken things into my own hands 
while I had the chance. I should have stolen a knife from the kitchen, 
found some way to the sewing scissors. There were the garden shears, the 
knitting needles; the world is full of weapons if you’re looking for them. I 
should have paid attention. （305）

闘いの準備をしていなかった自分の怠惰へ後悔と反省と諦め（“But it too 
late to think about that now.” (305））が、仮定法完了形で繰り返されたのちに、
「あなたyou」が不意に現れ（“the world is full of weapons if you’re looking 
for them.”）、この現在形が象徴的に示唆するように、自己批判に立つこと
で「あなたyou」に対し諭し、普遍的に通用する命題を発見する。これが
彼女の弱さが強さとなるプロセスであり、この弱さに可能性が開けると考
えられる。弱さが彼女の思考の論理の揺れとなって現れるが、それは言い
なおせば、思考の論理の揺れは全面的にネガティヴなものではなく、その
noise, ambiguity, irrelevance, trivia, faddism, overload, mistakes, confusionは
強さを発見してゆくのに必要なプロセスでもあり、弱さと論理の揺れは相
互にシンクロし合っていると考えられる。これによって侍女とスミスとい
う登場人物の「価値転換」（「同じ登場人物を対象とする脱価値化と（反）
価値化の二重の動き」ジュネット『パランプセスト』609）が行われる。
ジュネットによれば「価値の置換は（…）価値論的に等質であると大雑把
に見做しうるイポテクストを対象としている」（ジュネット『パランプセ
スト』609）という。先行するテクストをジュネットはイポテクストと名
づけるが、『侍女の物語』（イペルテクストhypertexte、ジュネット『パラ
ンプセスト』20）に先行するテクストである『1984年』がそのイポテク
スト（hypotexte）であるのは明白なので、アトウッドは抵抗者スミスの〈弱
さ〉の転換を図っていると考えられる。

５．語り手の詐術と読者

司令官の妻のセリーナ・ジョイは司令官とのセックスではなかなか妊娠
しない侍女にニックとの性交を強いるが、優生学的発想が重ねられるこの
場面では語り手は女性の置かれた非人間的状況と同時にテープの聞き手
（読者）を騙す詐術を展開する。
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I reach the top of the stairs, knock on the door there. He opens it himself, 
who else was I expecting? There’s a lamp on, only one but enough light 
to make me blink. ...
No preliminaries; he knows why I’m here. He doesn’t even say anything, 
why fool around, it’s an assignment. Outside, like punctuation, there’s a 
flash of lightning; almost no pause and then the thunder. He’s undoing 
my dress, a man made of darkness, I can’t see his face, and I can hardly 
breathe, hardly stand, and I’m not standing. His mouth is on me, his 
hands, I can’t wait and he’s moving, already, love, it’s been so long, I’
m alive in my skin, again, arms around him, falling and water softly 
everywhere, never ending. I knew it might only be once. （272-273） 

部屋に行き、彼が待っており、まぶしいランプの光、稲妻と雷鳴があり、
彼は冷静に服を脱がせ、それから〈私〉はその行為に身を任せ、溺れてゆ
くという状況と心理の描写であるが、この直後に侍女はこれはでっち上
げ、作り話、妄想（“I made that up. It didn’t happen that way. Here is what 
happened.” （273））であり、つぎに本当に起こったことを語るとして、ま
た描写を始める。

I reach the top of the stairs, knock on the door. He opens it himself, 
There’s a lamp on; I blink. ... No preliminaries; he knows why I’m here. ...
He says nothing, just looks at me unsmiling. It would be better, more 
friendly, if he would touch me. ...
“I could just squirt it into a bottle and you could pour it in,” he says.
“There’s no need to be brutal,” I say. ...
He shrugs. “I get paid,” he says, punk surliness. But still makes no move. ...
“Come on,” he says. “We haven’t got much time.” ... He begins to 
unbutton, then to stroke, kisses beside my ear. “No romance,” he says. 
“Okay?”...
And so it goes. And so.
I knew it might only be once. ...
There wasn’t any thunder though, I added that in. To cover up the sounds, 
which I am ashamed of making. （274-275）
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出だしから“he knows why I’m here.”まではほぼ同じ言葉・表現で重なる描
写だが、ニックの方は事務的、現実的にことを進める意図（瓶の中に放出
して、それを侍女が押し込むという肉体的接触のない妊娠方法を提示）を
示し、一方、侍女の方はそうした態度に対し、人間的な性行為を願い、人
間らしさの回復を想像することで（“Possibly he wants something from me, 
some emotion, some acknowledgement that he too is human, is more than just 
a seedpod.” （274））抵抗し、このずれの中でものごとは進行する。しかし
実はこれも彼女の作り話であり（“It didn’t happen that way either. I’m not 
sure how it happened; not exactly. All I can hope for is a reconstruction: ...” 
（275））、このテープの聞き手（読者）は二度欺かれることになる。一人
称による「物語言説の言表者自身はみずからが物語内容の作中人物であっ
て（…）彼自身が虚構的なのである」（ジュネット『フィクションとディ
クション』41）とするジュネットは、その言語行為についてつぎのよう
に述べる。

　したがって語り手と同じく彼の言語行為もまた、彼の物語言説に登
場する他の人物たちの言語行為と同じ程度に、そして自分の物語内容
に登場する一人物としての自分の言語行為と同じ程度に、虚構的に真
面目なものだ。（41）

侍女の作り話、想像のエピソードの挿入や反復の意味はナラトロジー的位
相では前述のようになるが、内実的位相においては彼女の置かれた社会や
国家のシステム、自己の抑圧的状況を伝えるためには、想像によって〈自
己と自己の世界像〉の維持や〈人間性の回復〉が最も重要かつ適切だと
侍女は考えている。つまり、通常の独裁国家あるいはディストピア世界
の内部では、絶え間なく続くプロパガンダにより人々は洗脳され、また
監視する秘密警察によって行為を自己抑制し、自己のいる世界を相対化で
きなくなり、これが抵抗を無力化する。一見、真面目な報告からの逸脱・
脱線、想像の飛躍と見える侍女の語りはディストピア世界の内部にいな
がらにして自己の世界像の形成を可能にする有力な方法なのである。『侍
女の物語』が高度に全体主義的政治システム、メカニズム分析を反映し
ているという指摘は（“The novel reflects Atwood’s interest in the analysis of 
totalitarian political systems, and is in fact a study of the mechanisms of social 
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and political power.” （Rao 16））こうした見方を補強する。

６．世界の制作と世界を学ぶこと

ネルソン・グッドマン（Nelson Goodman, 1906-1998）は唯一の真理の
世界があり、それが発見されるのを待っているのではなく、世界はいくつ
もの、矛盾してさえいるが、しかもそれはそれで正しいヴァージョンの
世界があるとするが（“The movement is from unique truth and a world fixed 
and found to a diversity of right and even conflicting versions or worlds in the 
making.” （Goodman, x））、“a diversity of right and even conflicting versions 
or worlds”とは『侍女の物語』では侍女が作り上げて語るいくつもの世界
のヴァージョンを意味することになる。ヴァリエーションをもって反復さ
れる侍女の語る物語は彼女の経験した出来事の同定化にではなく、世界を
相対化し、世界を相対的に認識することにその主眼がある。どれが真の
世界であるかを追求するのではなく（そもそも唯一の真の世界は存在し
ない）、世界そのもの、世界制作の方法について学ぶこと（“learning about 
the world”）（Goodman 4）が相対化によって可能となる。ディストピア世
界は少し形を変えただけで何度でも現出しうるゆえに、侍女は自分の住む
世界の悲惨さを伝えるだけでは不十分と考え、〈その世界〉だけを記述す
るのではなく、〈世界そのもの〉について記述し、学ぶ必要を示す。

We are confined to ways of describing whatever is described. Our 
universe, so to speak, consists of these ways rather than of a world or of 
worlds. (Goodman 3）

この世界は諸世界というよりも世界の記述の方法によって成り立ってい
る。それに従えば、侍女による世界の記述・描写は世界の制作なのであ
り、記述されたどの世界にも真実がある。「間違った陳述」も隠喩的には
「真」でありうる。これまで見てきたように、侍女がおこなってきた陳述
（statement）には、肯定、否定、逆接、逡巡、譲歩・認容、保留などの論
理の揺れや場合によっては矛盾があり、出来事の事実を彼女の感情や欲望、
期待や価値観によって歪め、捏造があった。しかしこうした観点から見た
とき、論理の揺らぎ、弱さの容認、想像の反復は世界を相対化する方法で
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あり、想像や「連想」による世界の提示であった。侍女の語りの詐術に見
えたものは、ディストピア社会のなかで世界を相対化し、伝え、制作する
プロダクティヴな方法だといえる。

＊ 本稿は2017年９月８日の日本英語文化学会全国大会（昭和女子大）に
おいて口頭発表したものの前半部分を中心に大幅な加筆修正を加えたも
のである。

註

1 むろんここに揺れる女性の心情を見ることは可能である。千早茜の『男ともだち』
の「そう思うと、もう一泊したいような気がした。でも、それを口にしてしまうと離れ
たくないみたいだ。離れたくない気持ちがないわけじゃない。でも伝えるほどには強く
ないし、なにより正しくはない。いま帰りたくないだけで、それは、離れたくない、と
は微妙に違うのだ。けれど、言葉にしたら、きっと同じ意味になってしまう」（千早98）
という文にも感情を論理づける数多くの揺らぎが見られる。この物語の主人公の関心は
徹頭徹尾、自分（とハセオの二人）の世界や生き方だけである。それは原爆ドームを美
しいと感じ、「私の世界は私だけのものだ」（千早226）という文に端的に現れる。千早
茜の示す論理の揺らぎは心情の揺らぎ以上のものではなく、『侍女の物語』、あるいは世
界と関わろうとするアトウッドの姿勢は根本的に異なる。
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英訳された『蟹工船』

堀　邦維

Abstract

Translated Kanikōsen

HORI Kunishige

Kanikōsen was translated into English and published in America and Britain 
in 1933. The original Japanese version had been written by Takiji Kobayashi and 
published in 1929.The English version’s tittle was The Cannery Boat by Takiji 
Kobayashi, and Other Japanese Short Stories. But its translator’s name was not 
written anywhere in the book. 

Unexpectedly, the name was revealed in a Japanese newspaper’s article 
reporting the roundup of the Japanese Communist Party members in 1934. It was 
William Maxwell Bickerton that translated Kanikōsen. He was British born and 
raised in New Zealand and was teaching English at Dai-ichi High School and 
other colleges in Tokyo. According to the article he was arrested under the Peace 
Preservation Law by the Tokkō (the Special Higher Police) on suspicion of giving 
money to the Japanese Communist Party. He told the police about his translation 
during the harsh investigation.  

It was very rare for Japanese modern novels to be translated and published in 
foreign countries before the World War II. At that time, modern Japanese literature 
was hardly known in the West, though The Tale of Genji were translated into English 
in the 1925, which drew praises from many European literary people including 
Virginia Woolf and other modernists. 

Why and how Kanikōsen was translated and published abroad is the theme of 
this paper. It inevitably has relation to the context of the world politics in the 1930s, 
especially of the rise of the Communist Movements in Japan and the West. For 
instance, one of the American Communist leaders, Michael Gold, a Proletarian writer 
himself, helped Bickerton publish his translation. This kind of political situation in 
the 1930s, rather than the literary quality and values of the work itself, supposedly 
urged the overseas translation and publication of the Kobayashi’s proletarian work.

キーワード： 『蟹工船』、1930年代、小林多喜二、ビカートン、プロレタ
リア文学

Keywords:  Kanikōsen, 1930s, Takiji Kobayashi, Bickerton, Proletarian Literature
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序

　1933年にアメリカとイギリス両国でほぼ同時に小林多喜二（1903-1933）
の『蟹工船』の英訳が出版された。日本語版すなわち原本が世に出たのは
1929年なので、その４年後のことである。今でこそ村上春樹（1949-）な
どの日本人作家の作品が日本発売から時間をおかずして世界で翻訳される
のが当たり前になっているが、戦前では日本の現代文学の英訳が外国で出
版されること自体が極めて稀であった。
　後に触れることになるが、実はもう一冊、1930年代に欧米の読者の眼
に触れた現代作品があった。火野葦平（1907-1960）の『麦と兵隊』であ
る。『蟹工船』の６年後の1939年に英訳がアメリカで出版された。まだ欧
米では同時代の日本文学がいかなるものであるか、それどころか日本に現
代文学が存在するのかどうかさえ不明な時代のことである。この２冊は英
訳されただけでなく、いずれも英米の出版社から出版されたのである（日
本人が英訳し国内で出版された作品は他にも例がある）。この２冊以外に、
戦前に海外出版された日本の現代小説はない。
　翻って古典文学に目を向けると、イギリス人アーサー・ウェイリー
（Arthur Waley, 1889-1966）が1925年に『源氏物語』を、1928年には『枕草子』
を訳しており、いずれもロンドンで出版されている。とくに『源氏物語』
は、モダニズムの作家たちも含め、当時の欧米の文学者たちのあいだで話
題となった1。それ以外にも日本の古典が海外で英訳された例は５指に余
る。このことは、戦前の西洋人のあいだでは同時代の日本文学よりも古典
の方に強い関心が向けられていたということを示している（これに関して
は、別の機会に別の角度から考察する必要があろう）。このような次第で
あるから、日本の現代作家の作品がほぼ立て続けに２冊も翻訳され、欧米
の出版市場に参入したということは、極めて異例のことであった。
　しかし作品内容の点ではこの２作はきわめて対照的である。『蟹工船』
は反体制的なプロレタリア文学であり、他方『麦と兵隊』は体制よりの従
軍作家による戦争文学である。両者が共有しているものといえば、1930
年代という時代状況以外にはない。共産主義とファシズムというイデオロ
ギーの２大潮流が興隆しせめぎあう、大戦勃発直前の緊迫した内外情勢で
ある。それはまた、両作品に接した欧米の読者たちが共有するものでもあっ
た。いわば文学を介して、歴史上初めて日本と西洋が同じ地平に立ったと
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言っても過言ではあるまい。
　本稿では、このようなことを念頭に置きながら、最初に英語版『蟹工船』
の英米での反響を確認し、そのうえで、翻訳から出版へ至る経緯を当時の
社会状況との関わりにおいて検討していく。そして最後に、『蟹工船』と『麦
と兵隊』が相次いで世界の読者に向けて発信された背景とその理由を考え
ることにする。

第１章

　『蟹工船』は、The Cannery Boat by Takiji Kobayashi and Other Japanese 
Short Stories という英文タイトルで、アメリカとイギリスで1933年に同時
に出版された。アメリカの出版社はニューヨークのンターナショナル・パ
ブリッシャーズ社（International Publishers） であり、イギリスはロンドン
のマーティン・ローレンス社（Martin Lawrence） であった。実は、両社は
大西洋をまたいだ兄弟会社である。本の内容はタイトルにあるように、小
林多喜二作「蟹工船」とその他の作者による短編のアンソロジーとなって
いる。2「蟹工船」は表題作になっているが、実際には、原作の約７割に短
縮されている。
　出版当時の反響を見てみよう。主要新聞・雑誌のなかで、筆者の調べで
はイギリスのTimes Literary Supplementが一番早く、1933年９月14日に掲
載している。250語ほどの短い書評である。そのなかで「日本の漁夫たち
の労働環境を力強く活き活きとした描写で捉えている」と、多喜二の筆力
に言及している。それに加え「この若い作者は最近殺害された」ことも伝
えている。この事実は他の書評でも触れられているのだが、それはこのア
ンソロジーの最後に、「警察に殺害された小林多喜二」（“Takiji Kobayashi 
Murdered by Police”）と題された一文が添えられているからである。3 多喜
二が特高の拷問のすえ死亡したのは、英訳の出版されたのと同じ1933年
であった。したがって、この一文はその事件の直後に書き加えたものと思
われる。誰が書いたかについては、英語版の中には情報がない。実は翻訳
者の名前すら記載されていなかったのである。
　アメリカの書評は３点を入手できた。まずは、同年10月18日のThe New 
Republicである。書評したのは、ユダヤ系の作家・批評家ロバート・キャ
ントウェル（Robert Cantwell, 1908-1978）である。批評家としては当時米
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国内ではよく知られた存在で、エドマンド・ウィルソン（Edmund Wilson, 
1895-1972）や マルカム・カウリー（Malcom Cowley, 1898-1989）などの
左翼文学者たちとも親交があり、彼自身も左翼運動に加担した。他の短編
作品については「誇張されたプロパガンダ」「推敲されていない」「西洋の
読者には理解不能」などと酷評するが、「蟹工船」に関しては、「天才作家
の今後を予想させる作品」とし、さらに「この作品はアメリカ文学でいえ
ば『ジャングル』（Jungle, 1906）に相当するが、小林多喜二はシンクレア
（Upton Sinclaire, 1878-1968）をはるかに凌ぐ技量の持ち主」［（  ）内、筆者］
と絶賛している。（Cantwell 285）
　さらには、「小林の文章がもつ新鮮さと躍動感は翻訳を通じてであって
も充分に伝わってくる」とし、具体的には次のような個所を取り上げてい
る（原文と英文とを併記する）。4

　広い海の面が旗でもなびくように、うねりが出てきて（小林 16）
　　　the sea took on the appearance of a vast waving flag (12)
　　
　 溺死者が両手を振っているように、揺られに揺られている二本のマスト
だけが遠　くに見える（小林 18）
　　　 in the distance could be seen its two masts as they rocked up and down 

like a drowning man waving his arms (13)

　何千匹の鮫のように、白い歯をむいてくる波（小林 18-19）
　　　[the waves] attacking like thousands of sharks with white teeth bared (13) 

　このような箇所を引用して書評者Cantwellは、「これらはしばしばメル
ヴィルをさえ想起させる」と述べている。そして書評の最後では、「あら
ゆる文学運動の中で、この作品こそが最も必要とされるものであり、政治
よりもむしろ文学に関心のある者なら、この新たな始まりを無視するわけ
にはいかないであろう」と結んでいる。（Cantwell 185）
　次に12月３日掲載のThe New York Timesである。評者の名前は記されて
いないが、“Japan’s Proletariat” という見出しが付いている。まずは、いま
だアメリカではプロレタリア文学の在りようが確定していないが、そのよ
うな中で、この一冊は「帝国主義の野蛮な搾取に対する日本の労働者たち
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の闘いを謳いあげるものとして」多くの読者に満足を与えるであろう、と
プロレタリア文学としての価値をはっきりと認めている。その一方で、「蟹
工船」以外の他の収録作品は「ぎこちなく、注目に値しない」と切り捨て
ている。多喜二の作品は、秀逸の描写力、形式とスタイルに対する優れた
感覚という点で群を抜いているとしている。（“Proletariat” 285）
　最後に1934年１月３日掲載のThe Nation である。650語と最も長く、黒
島伝二（1898-1943）や片岡鉄平（1894-1944）などによる他の収録作品
にも言及している。評者はイシドア・シュナイダー（Isidor Schneider, 
1896-1976）で共産党系の詩人・批評家（ユダヤ系）である。この冒頭に「数
年前の日本ではプロレタリア作家が人気を博していた」とある。（Schneider 
25）これは1920年代に実際にあったプロレタリア文学隆盛に言及してい
るものだが、このような日本国内の文学情報をシュナイダーがどのように
入手したのか興味深い。おそらく彼がアメリカ共産党と深い関係があった
ため、コミンテルン（第三インターナショナル）を通じて得たのではない
かと思われる。5 彼は強く主張する、「現在の政治状況に関心のある者はす
べて、これを読むべきである。この一冊は日本の状況下における革命運
動の様相を描く中で、運動の国際性とはいかなるものかを見事に明示し
ている」、また、「革命運動の力と勇気と持続性を、ファシストの反動的
妨害をものともせず、徹底的にリアルに提示している」とも書いており、
（Schneider 26）その政治的メッセージ性を強調する。
　このようにして見ると、アメリカ国内の書評は、この本のもつプロレタ
リア文学としての性格と価値をことさらに強調し評価していることがわ
かる。書評を載せたいずれの新聞・雑誌もリベラルな傾向を持つとはい
え、資本主義国家の代表であるアメリカで、このような批評が行われるこ
と自体が意外な感じを与えるかもしれない。しかし、世界中で沸き起こっ
たプロレタリア文学の潮流は、この地にも及んでおり、1920年代にはシ
ンクレア・ルイス（Sinclair Lewis, 1885-1951）、セオドア・ドライサー
（Theodore Dreiser, 1871-1845）、ジョン・ドス・パソス（John Dos Passos, 
1896-1970）などの社会主義的な文学作品が数多く存在しただけでなく、
批評の分野でもマルクス主義の洗礼を受けたウィルソン、カウリー、さら
にはマイケル・ゴールド（Michael Gold, 1894-1967）やその影響のもとに
育った、ユダヤ系批評家たちの活躍があった。6 むしろその勢いはヨーロッ
パの同様の動きを凌駕するほどであったと言っても過言ではない。そうし
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た状況のなかで、「蟹工船」の英訳が出版されたのである。

第２章

　さてそれでは『蟹工船』を英訳したのは、いったい誰であろうか。英訳
本には訳者の名前の記載は一切ない。ところが、思わぬところで、訳者が
誰であるかが判明する。それは、1934年５月22日付の日本の新聞であっ
た。同日の『東京朝日新聞』には、「リンチ共産党の全貌――本日記事解
禁」と見出しのついた記事が掲載された。この記事は当時の共産党内部で
起こったリンチ殺人事件を報じたものであるが、その中で、警察が736名
の共産党員及び共産党シンパを「治安維持法」違反によって逮捕したと
伝えている。その逮捕者のなかに一人のイギリス人が含まれていた。ウィ
リアム・マックスウェル・ビカートン（William Maxwell Bickerton, 1901-
1966）である。
　この人物に関して、写真まで入れて、その経歴、容疑内容などを詳しく
伝えており、記事の最後の方でビカートンが「小林多喜二の『蟹工船』そ
の他著名プロ文士の作品八篇」を英訳したことを明らかにしている。この
記事がおそらく『蟹工船』の英訳者を世に知らせた世界最初のものであろ
う。
　ビカートンが逮捕されたのは1934年３月13日である。ニュージーラン
ド出身であるがイギリス国籍を有し、逮捕時は旧制第一高等学校（東京大
学の前身）の英語講師をしていた。逮捕容疑は、彼が日本共産党員に定期
的に金を渡していた、つまり財政が逼迫していた共産党を金銭によって支
援したという点、さらに彼がソ連とヨーロッパを旅行した際、日本から党
の機関誌の記事を翻訳して持ち出し、また現地の共産党の同様の記事を持
ち帰り日本共産党に提供する（1933年）など、党の国際的宣伝に重要な
役割を果たした、という２点である。これらの行動が治安維持法に触れた
ということになり、逮捕に至ったのである。
　『蟹工船』翻訳の事実は逮捕前には、訳者名が伏せてあったこともあり、
彼が翻訳者であることは当局に知られていなかった。無論、ビカートンの
方でも、日本の警察に知られることが身の危険を招くということは承知し
たうえで自分の名前を伏せていたのである。朝日の記事に翻訳の経緯と詳
細が公表されたのは、ビカートン自身が警察の尋問の際に話さざるを得な
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かったからである。このことは、ビカートンが、1934年７月にイギリスの
新聞Manchester Guardianに寄せた記事の中で明らかにしている。7

　この記事は、「日本における拷問」（“Third Degree in Japan”）という見出
しが付けられ、自分が日本の警察からいかに非人間的な扱いを受けたかを
詳しく書いており、当時イギリスで「大きなセンセーションをまきおこし
た。」（古在 56）他の日本人の逮捕者ほど過酷ではないが、彼が受けた拷
問の様子、食事のひどさなどを詳しく伝えている。警察は共産党への金銭
の受け渡しについて彼を自白に追いやり（警察は彼よりも前に逮捕された
松本慎一という党員から、これに関する情報を得ていたものと思われる）、
立件を急いだようである。しかし、ビカートンは翻訳や、欧米への渡航に
ついては供述しても、他の党員が不利になるようなことは一切話さなかっ
た。
　約１か月間勾留された後、イギリス領事館の努力（保釈金200円）のお
かげで、仮釈放を受け、その間にイギリスへ脱出した。いずれにしろビ
カートンは、日本の治安維持法によって逮捕され拷問を受けた最初で最後
のヨーロッパ人ということになる。
　

第３章

　『蟹工船』の翻訳とその出版の経緯は実際にはどうであったのだろうか。
原作の「蟹工船」は1929年に、共産党系の全日本無産者芸術連盟（ナッ
プ）の機関誌『戦記』1929年５月号と６月号に掲載された。しかし６月
号はすぐに発禁になる。単行本としては初版が1929年11月５日、改訂版
が同年11月８日に、戦旗社から出版された。こちらも、1930年２月15日
には発禁処分を受けている。雑誌掲載の版も単行本の版も編集者がかなり
の部分をあらかじめ伏せ字にするなどして当局の介入を避けようとしてい
るが、その甲斐もなく、発禁の憂き目を見た。8ビカートンはこのような状
況の中で『蟹工船』を日本国内で密かに英語に翻訳したのである。
　ビカートンが英訳したのは、全10章のうち前半の５章で、文字数でいう
と全体の約７割に相当する。『戦旗』への掲載は、第１章から第４章まで
は５月号、第５章から第10章までは６月号であった。７割に短縮したのは、
他のプロレタリア作家の作品も収録したいという意図があって、その分の
紙幅を残したものだと思われる。
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　さて問題は、「蟹工船」を翻訳する際に、ビカートンが底本としたのは『戦
旗』版か単行本版のどちらであるかである。それを知るには翻訳英文と２
種類の原文すなわち『戦旗』版と単行本版とを比較する必要があった。そ
の結果、ビカートンが底本にしたのは、ほぼ単行本版であったということ
が分かった。『戦旗』版で伏せ字になっていた箇所のかなりの部分は、単行
本では復元されており、ビカートンはそれに従って訳しているからである。
　注意しなくてはならないのは、ビカートンは、日本文のすべてを英語に
訳していないということである。前述のように、日本文そのものに、編集
者が当局の目を気にして伏せ字にした部分が数多くある。どういう個所を
伏せ字にしたかといえば、いわば政治的あるいは道徳的な見地から不穏当
あるいは有害な表現に当たる（当局にとって）という部分である。
　例えば、「××、働く人、やる」である。（小林 47）ここは遭難した日本
人漁夫を助けたロシア人が片言の日本語で、漁夫たちをオルグする場面の
台詞だが、伏せ字の部分は戦後版を見ると「日本」であることが分かる。9「働
く人」は労働者、「やる」は行動する、の意味である。この部分の英訳は、“Japan 
workers, act!” （たどたどしさを英語で表している）となっている。（35）翻
訳本のなかで、伏せ字のまま英語にしている、つまり”xxx”などとしている
箇所は一つもなく、不明箇所は想像で補っているか、抜いているかのどち
らかである。
　なかには、日本文にして約70行を、すべて抜かしているところがある。
（小林48-51）その部分は、船内で性欲を我慢できなくなった漁夫が10代の
雑用係の少年を凌辱するシーンと、それに続く漁夫たちの猥談の箇所で、
卑猥な言葉が多数用いられている。ビカートンは、この伏せ字の箇所は作
品の中ではそれほど重要でもないし、訳語の煩雑さを思えば省略してもよ
いと判断したのであろう。
　しかし逆に、伏せ字になっている箇所を、英語では言葉を入れていると
ころがある。例えば、「××××は雲の上にいる」という文は、（小林 21）『戦
旗』版でも、単行本版でも、伏せ字のままになっているのだが、ビカート
ンはきちんと”Emperor’s above the cloud” （15）と訳している（下線筆者）。
確かに戦後版を見ると「天皇陛下」であることが分かる。だが、ここはま
だ類推可能と言えるかもしれない。
　次はどうであろうか――「北海道では、字義通り、どの鉄道の枕木もそ
れはそのまま一本一本労働者の青むくれた『××』だった」という部分。（小
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林 60）ここは『戦旗』版でも、単行本版のどちらの戦前版も伏せ字のま
まである。それをビカートンは、“Every sleeper on every track in Hokkaido 
represents the corpse of some worker”（43-44）と訳している（下線筆者）。
伏せ字の部分は、戦後版を見ると、確かに「死骸」となっている。伏せ字
部分の前後を見ても、ここが「死骸」であるとは想像しにくい。ビカート
ンはどのようにしてこの箇所が「死骸」であると特定したのであろうか。
それは謎としか言いようがないが、ビカートンが戦旗社の編集部に「蟹工
船」の元の原稿を見せてもらった可能性は考えられる。それができるほど、
ビカートンは日本共産党とも、その影響下にあった戦旗社とも近い関係に
あったからである。
　ビカートンはニュージーランドで生まれ育った。少年時代にすでに祖父
の影響で共産主義思想に染まっていた。大学を出て日本で教えるように
なってからもそのような指向は変わらす、教えている日本の優秀な学生た
ちが、次々と共産党に入党していく様子を目にするやそれに刺激を受けて
か、自ら進んで党の活動に近づくようになる。彼が最も親しく付き合った
のは、党員の古在由重（東大総長古在由直の息子、1901-1990）と岩田義
道（1932年に特高に虐殺される、1898-1932）であった。両者には自分の
収入から相当な額の金額（合計で最低800円ほど）を渡し、財政が逼迫す
る党の活動を助けた。
　他方、ビカートンは古在などを通じて、共産党関連の出版物、プロレタ
リア文学の作品の多くに接するようになり、それらを集中的に読むことで
日本語力をさらに向上させた。その読書範囲は樋口一葉や小林一茶など日
本の古典にまで及び、一躍日本研究家として知られるようになる。（朝日）
　資金援助は上記だけに留まらず、戦旗社には数回にわたって金を送って
おり、ビカートンの部屋には『戦旗』が山のように積み上げられていたと
いう。そして、その頁の随所に日本語の英語訳が書き加えられていた。（古
在54-55）このような事実から、ビカートンが戦旗社の編集部に依頼して、
多喜二のオリジナル原稿を見せてもらう機会があっても不思議ではない。

第４章

　では、ビカートンの訳した原稿はどのようにして英米で出版されるよ
うになったのであろうか。これを知る手がかりも、第４章で取り上げた
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1934年の東京朝日の記事にある。

更に小林多喜二の「蟹工船」その他著名プロ文士の作品八篇を訳し昭和
五年夏季休暇を利用して渡米した際、ニュー・マッセズ社に作家マイケ
ル・ゴールドを訪ねその紹介を得ニューヨークのインターナショナル・
パブリッシャーに交渉しこれらの出版契約を結び日本プロ文学を紹介す
べく計画を建てた、この十篇は昨夏他のプロ小説及び彼の書いた「警察
に殺された小林多喜二」と共に『蟹工船』という題で同社のロンドン支
店であるマーティン・ローレンスから出版された、

　この記事の中には細かい点で、現実と異なる部分が数か所ある。まず、
「ニュー・マッセズ社」とあるが、「ニュー・マッセズ」はアメリカ共産党
系の雑誌名であるから「社」は不要。「インターナショナル・パブリッシャー」
とあるが、英語では末尾に複数を示す “ｓ” が付いており、「パブリッシャー
ズ」が正しい。マーティン・ローレンスは「ロンドン店」というよりは「特
約会社」あるいは「兄弟会社」とした方がよい。それ以外の点では、つま
り事実関係の大筋は、問題がないと思われる。だが、この朝日の記事が警
察発表に基づいているとはいえ、これ以外に出版の経緯を裏付けるものは
存在しない。
　ビカートンは何故アメリカに翻訳原稿を持ち込んだのだろうか。まずは、
当時世界的広がりを見せていた共産主義運動の中、英語での出版を考えた
場合、共産主義系の支援を最も得やすいイギリスかアメリカを選択する
のはごく自然な流れと言ってよい。とりわけジョン・リード（John Reed, 
1887-1920）の流れをくむアメリカ共産党は、1929年に始まる大恐慌の煽
りもあり、世界的に見ても勢いがあった。党の活動も機関誌『ニュー・マッ
セズ』（New Masses）を中心に極めて活発であった。ここにビカートンは
目を付けたのだと思われる。
　ちなみにジョン・リードはアメリカ人で、ロシア革命の様相を現地に赴
いて取材したルポルタージュ『世界をゆるがした十日間』（Ten Days That 
Shook the World, 1919）で世界中に名の知れたジャーナリストであった。
彼はアメリカ共産党創設メンバーの一人でもあったが、1920年にチフス
のためモスクワで若くして世を去る。彼の死後、その影響下にあったアメ
リカの若い作家や芸術家たちが彼の遺志を継いで、「ジョン・リード・ク
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ラブ」（John Reed Club）を結成するが、この組織は文化的な側面におけ
る改革運動、とくにプロレタリア芸術運動の拠点であり続けた。
　その中心にいたのが、マイケル・ゴールドである。彼は作家としても、
アメリカ・プロレタリア文学の最高傑作と言われる『金のないユダヤ人』
（Jews Without Money） を出版したばかりであった。世界恐慌の発端となっ
た“Black Tuesday”から間もない1930年春のことである。この作品は一年
のうちに14の言語に翻訳され、10 ゴールドは世界的に最もよく知られたプ
ロレタリア作家であり編集者であった。こういう人物であるからこそ、ビ
カートンはゴールドに会いに行ったのである。
　ゴールドは当時、アメリカ共産党の機関誌『ニュー・マッセズ』誌の編
集の中心にいた。1929年に同誌に書いた「左へ行け、若い作家たち」（“Go 
Left, Young Writers”）というコラムでアメリカにおけるプロレタリア文学
運動の出発を宣言したと言われる。
　ビカートンは自身の訳した『蟹工船』の原稿をこのゴールドに直接見
せたに違いない。ゴールドは、その内容の質の高さを認め、すぐさま
出版の手配をすべく、アレクサンダー・トラクテンバーグ（Alexander 
Trachtenberg, 1884-1966）のところへ話を持って行った。トラクテンバー
グは1924年にインターナショナル・パブリッシャーズ社（International 
Publishers）を創設した人物で、この会社で、経営、編集、営業などの様々
な業務に携わっていた。ゴールドと同じユダヤ系だが、当時のアメリカの
左翼陣営には多くのユダヤ人が関わっていた。
　彼については、ホイタッカー・チェンバース（Whittaker Chambers, 
1901-1961）が次のように書いている。

アレクサンダー・トラクテンバーグは、インターナショナル・パブリッ
シャーズ社の社主として党の「文化委員」の役目を果たし、『ニュー・マッ
セズ』とジョン・リード・クラブを傘下に置いていた。（中略）そしてまた、
古参のボルシェヴィキ・メンバーとして、中央統制委員会の委員を務め
ていた。（Chambers 242）

　トラクテンバーグはロシア出身ではあるが（ウクライナのオデッサの生
まれ）、アメリカに移民してきたのは、1906年で、ロシア革命でボルシェ
ヴィキが台頭する1917年よりだいぶ前であるから、「古参のボルシェヴィ
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キ・メンバー」というのは比喩的表現であろう。しかし彼がアメリカにい
ながら、ロシア革命政府を支持し、またその影響を受けながらアメリカ共
産党の中核にいて機関誌発行や出版などの文化的な方面を担っていたのは
事実である。ただし、「『ニュー・マッセズ』を傘下に置いていた」という
のは誤りである。（Wald 76-77）
　彼は自分の経営する出版社を通じて、マルクス、レーニン、トロツキー
関連の図書を英語で出版した。その際、モスクワの機関とも連携すること
も多かった。このような活動があったため、戦後のマッカーシー旋風で
は、共産主義革命運動を支援した廉で、告発され３か月間服役している。
（Lincove 87）いずれにしろ、このトラクテンバーグと彼の経営するイン
ターナショナル・パブリッシャーズ社が、『蟹工船』の英語版を出版する
に当たり重要な役割を果たしていたと推測される。
　朝日の記事のなかに、「同社のロンドン店であるマーティン・ローレン
スから出版された」とあるが、先にも述べたように、このイギリスの出版
社は、インターナショナル・パブリッシャーズ社の兄弟会社である。やは
りこの会社も現地の共産党と強いつながりを持ち、共産主義関連の出版を
行っていた。朝日の記事には、出版契約をしたのがアメリカのインターナ
ショナル・パブリッシャーズで、出版したのがイギリスのマーティン・ロー
レンスであるかのように書いてあるが、実際には、冒頭で述べたように、『蟹
工船』はアメリカでも、インターナショナル・パブリッシャーズを通じて、
ロンドンと同時に出版された。
　整理すると、ビカートンがマイケル・ゴールドに翻訳原稿を見せ、ゴー
ルドの肝いりでトラクテンバーグの経営するンターナショナル・パブリッ
シャーズ社へ話が行き、出版契約が結ばれた。そして、おそらく印刷用の
原板である紙型のかたちでロンドンの兄弟会社マーティン・ローレンス社
に送られたか、あるいはロンドンで作った紙型がニューヨークに送られた
かのどちらかで、それを元にロンドンとニューヨークの各々で印刷され出
版されたと考えられる。これが全体の流れであろう。第１章で、書評を取
り上げた際、書評を掲載したメディアが英米両国にまたがっていたのは、
このような背景があったからである。
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終章
　
　これまで見てきたように、『蟹工船』は治安維持法に触れ、出版される
とすぐに発禁となり、作者の小林多喜二が特高による拷問のすえ死亡する
という事態にまで至った（ただし、特高の検挙は『蟹工船』が直接の原因
ではない）。11 そればかりか英訳者のイギリス人ビカートンまでもが、特高
の毒牙にかかり、拷問を受けるという異例の展開を見せた。これら一連の
事件はすべて、共産主義の弾圧と軍国主義の強化という1930年代の政治
状況を背景に起こったことである。もうこの時期には、日本は中国への侵
略を開始し、第二次世界大戦はすぐ目の前まで迫っていた。
　そのような状況下の1938年に火野葦平の『麦と兵隊』が日本で出版さ
れる。一躍ベストセラーになり、１年後の1939年には英語版がアメリカ
で出版された。真珠湾攻撃、すなわち日本が米英を敵として第二次世界大
戦に突入するわずか２年前である。出版したのはニューヨークのファー
ラー・アンド・ラインハート社（Farrar & Rinehart）で、翻訳者は石本シ
ヅエ男爵夫人（Baroness Shizué Ishimoto, 1897-2001）であることが明記
されている。実はこの男爵夫人とは、戦後日本で初めて行われた総選挙で
史上初の女性国会議員となり、その後市川房枝（189-1981）や平林たい
子（1905-1972）らとともに女性政治家として名を馳せることになるあの
加藤シヅエである。
　『蟹工船』と同様、英語版『麦と兵隊』は出版されるとすぐに、アメリ
カの一流新聞・雑誌がこぞって書評を掲載した（イギリス版はない）。筆
者の調べでは少なくとも10社が取り上げており、『蟹工船』が５社であっ
たので、単純に比較して２倍の反響ということになる。
　程度の差はあるとはいえ書評の大方は、火野葦平の作家としての力量、
そして加藤シヅエの翻訳者としての能力を認めはするが、作品内容につい
ては極めて批判的である。作者が従軍作家ということもあり、日本の政治
的意図が反映した作品であるという印象が強かったのであろう。確かに『麦
と兵隊』は、国民を戦争へ動員するという国策推進の一役を担ったのは事
実である。
　実は『麦と兵隊』は原作の出版前から当局の検閲に遭い、火野が戦後語っ
たところによると、「なんの断りもなく二七か所の削除が行われていた」
という。さらには、英訳版でも原文にあった残忍な場面が書き換えられて
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いたり、削除されたりしているが、それは翻訳者加藤シヅエが、日本軍に
対する悪いイメージをできるだけ払拭したいという配慮をしたためと思わ
れる。12

　アメリカでの反響が大きかったのは、中国大陸での日本軍の非人道的な
行為についてすでに各種メディアが報じており、それへの反発と関心がア
メリカ人のあいだにあったということが一つの理由として考えられる。さ
らには、出版されたのが日米両国間に緊張が高まりつつあった時期だけに、
中国軍と戦う日本軍の実情をうかがえる作品として、アメリカのジャーナ
リズムの関心を集めたということも関係しているだろう。13

　『蟹工船』と『麦と兵隊』が共有するのは、冒頭でも述べたように、
1930年代という時代で、端的に言うならそれは共産主義の国際的興隆と
ファシズムの台頭という緊迫した政治状況である。両作品の英語訳の出版
を推進したのは、『蟹工船』の場合は国際共産主義運動であり、『麦と兵
隊』の場合には、アメリカにおける日本の軍国主義への関心あるいは警戒
感、さらには政治的プロパガンダに利用できるという日本の軍当局の思惑
であった。そして図らずもそれを裏付けるかのように、両作品についての
現地の書評も、そのような線に沿ったものであった。
　こうしてみると、『蟹工船』と『麦と兵隊』の英訳と海外での出版、そ
してその反響は、日本文学への関心というよりも、むしろ1930年代特有
の世界情勢と政治的思惑によって促されたと考えるべきであろう。谷崎潤
一郎（1886-1965）や川端康成（1899-1972）らの作品が次々と翻訳され、
日本の現代文学のもつ「日本的」なるものが海外へ浸透していくのは、戦
争終結からしばらく経った1950年代以降ということになるのである。

註

1 ウェイリー訳『源氏物語』は、Ｖ・ウルフ（Virginia Woolf, 1882-1941）などのブルー
ムズベリー・グループ（Bloomsbury Group, ウェイリーも一員）を中心に英国の文学者
の間で一種の『源氏物語』ブームを起こした。また、アメリカ人日本文学者のドナルド・
キーン（Donald Keene, 1922-）は、コロンビア大学の学部生であった一九四〇年に、偶
然ニューヨークの古本屋で見つけたウェイリー訳『源氏物語』全巻をわずか49セント
で購入し、夢中で読みふけったという。のちにウェイリーとキーンは親しく知り合う。

2 同書に収録された多喜二以外の作者は、藤森清吉、黒島伝二、貴志山治、片岡鉄平、
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徳永直、林房雄である（一人で複数編収録の者もある）。
3 “Takiji Kobayashi murdered by Police,” The Cannery Boat by Takiji Kobayashi, and 

Other Japanese Short Stories (New York, Greenwood Press, 1968). Rpt. of The Cannery Boat 
by Takiji Kobayashi and Other Japanese Short Stories (New York, International Publishers, 
1933), 267-271. 以降、本稿における、英語版『蟹工船』からの引証は、すべてこの
Greenwood版からのものとし、本文中ではカッコ内の数字によって該当頁を示す。

4 キャントウェルが引用した箇所に該当する日本語原文は戦旗社版の『蟹工船』
（1929年）からで、本文中では、カッコ内に原著者小林の名前を記し、それに付した数
字により該当頁示す：例（小林　47）。以降、本稿における、この資料からの引証は同
様に行う。ただし、筆者が原文を現代仮名遣いと当用漢字に改めた。

5 シュナイダーは、後述するＭ・ゴールドやＡ・トラクテンバーグと同様、アメリカ
共産党（CPUSA）と深い関係があった。当時のアメリカ共産党は、ソ連主導の第３インター
ナショナルすなわちコミンテルンの指導の下にあり、コミンテルンには世界中の政治状
況だけでなく文化情報も集まっていた。また、日本共産党も同様の状況にあった。

6 ここでいう「ユダヤ系批評家たち」とは、のちに「ニューヨーク知識人」と総
称されるグループへと育っていき、50年代以降のアメリカの論壇や文学界に大きな影
響力を持った。アルフレッド・ケイジン（Alfred Kazin）アーヴィング・ハウ（Irving 
Howe）ライオネル・トリリング（Lionel Trilling）レズリー・フィードラー（Leslie 
Fiedler）ダニエル・ベル（Daniel Bell）などである。彼らが拠点とした雑誌が1934年創
刊の『パーティザン・レヴュー』（Partisan Review）で、ジョン・リード・クラブの若
手批評家や芸術家が主な寄稿者であった。実はこの時点ですでに、ソ連の指導の下にあっ
たアメリカ共産党の党利優先や教条主義的な文化理解に反発するようになり、間もなく
共産党から離反することになる。そして、親トロツキー、反スターリンを旗印に独自の
路線を展開し、政治と文化両面でアメリカの知的世界をリードしていくことになる（参
照：拙著『ニューヨーク知識人――ユダヤ的知性とアメリカ文化』24-67頁）。

7 『マンチェスター・ガーディアン』に掲載された記事がThe Living Age に再録された。
8 これには編集者側の対応のまずさも指摘されている：当局の最終的な発売頒布禁

止処分（発禁）を受けたのは1930年２月15日であるがその理由は、「もともと２か所の
削除を行えば出版できるという、削除処分の扱いであったにもかかわらず、出版社が指
示どおりにしないので、結局、禁止処分となった」ということであるようだ。大滝則忠、「戦
前期の発禁本のゆくえ」（2011年２月18日）、「神田雑学大学定例講座Ｎ0544) 」kanda-
zatsugaku.com/110218/0218.html#15. 大滝氏は元国会図書館副館長。

9 参照した戦後版は、小林多喜二『蟹工船　一九二八・三・一五』（岩波書店、1967年）
で、伏せ字だった箇所はほぼ完全に復元されている。戦後最初の版は、1945年10月１
日に出版された：小林多喜二『蟹工船』（戦旗社）。その際すでに伏せ字の部分は、「日本」
と「天皇陛下」を含めかなり復元されている。

10 この時期はコミンテルン（1919年～1943年）の指導の下、各国のプロレタリア文
学の翻訳が盛んに行われていた。『蟹工船』も翻訳の最初はロシア語版で、英語版の一
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年前に出版されている。
11 直接の原因となったのは、彼が『戦旗』（1928年）に発表した小説「一九二八年

三月十五日」である。この作品は、1928年３月15日に治安維持法により一斉逮捕され
た者たちに対する特高警察の残虐な暴行の様子を克明に描き告発している。この作品が
特高の多喜二に対する怨恨を招いたとされる。

12 この点に関しては、拙稿「海を渡った『麦と兵隊』」『江古田文学』95号（2017年）
に詳しく書いた。

13 実際には、『麦と兵隊』の翻訳はあまり売れなかったようである。訳者の加藤シ
ヅエはこう述べている――「この兵士の物語についてアメリカの読者にはまったく寛容
さは見られません（中略）私の翻訳は不買運動に遭い、売り上げははかばかしくありま
せんでした」（ポパー156頁）。
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Abstract

The notion of Japanese subject has been controversial. Some linguists take the 
existence of subject for granted, and others deny the usefulness of the concept. The 
question regarding the Japanese subject has not yet been settled so far. It seems to me that 
some linguists collect only written data and that others collect conversational data. This 
might be one of the reasons for the controversy. With regard to his issue, Hoye (2008:6) 
states that the controversy over a Japanese subject might stem from the confusing 
structure of the Japanese language itself, from a historical background where Japanese 
was strongly influenced by Western languages, from application of generative grammar 
theory to the Japanese language by a number of successful Japanese linguists. In this 
paper, I will examine the actual conversational data I have collected for this research. 

Keywords: subject, case-marking particle 

1. Introduction 

This paper concerns itself with the notion of subject in spoken Japanese 
by using everyday conversational data. The Japanese language has long been 
assumed to have a grammatical subject by linguists. Shibatani (1978, 1982, 1990), 
for example, supports the existence of a grammatical subject in Japanese. He also 
insists that the subject is a clearly recognizable category in Japanese. 

However, the notion of the subject has been highly controversial. Fujii 
(1991:6) states that the problem of grammatical subject is most tempting, because 
the term subject has been controversial and problematic to the study of Japanese 
ever since the term came to be commonly used, about 100 years ago, following 
contact with the West. The issue of subject leads to polarization among linguists. 
Shibatani (1990:281) states that some scholars take the existence of subject for 
granted, and others vehemently deny the usefulness of the concept. According 
to Hoye (2008:6), the controversy over a Japanese subject might stem from the 
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confusing structure of the Japanese language itself, from a historical background 
where Japanese was strongly influenced by Western languages, and from 
application of generative grammar theory to the Japanese language by a number of 
successful Japanese linguists. So far, the question regarding the Japanese subject 
has not yet been settled. 

The main issues in this research are (1) whether or not a subject is a required 
category in Japanese and (2) what the function of ga is. In this paper I will 
overview major previous studies on the Japanese ‘subject’ and examine the data I 
have collected for this research 

2. Previous Studies 

As stated in the introduction, the issue of a ‘Japanese subject’ has been 
so controversial. According to Hoye (2008), the complications and confusions 
regarding this issue might have arisen due to the following three possible reasons: 

1. A structural reason related to the Japanese language itself
2. A historical reason: namely very strong Western influences, especially from 

the English languages, influences which started during the late Meiji Period 
(1868-1912) 

3. A theoretical debate originating outside of Japan, specifically in the United 
States, regarding generative grammar which a number of successful Japanese 
linguists who studied in the United States were exposed to. 

(Hoye 2008:11)

Fujii (1991) also recognizes the difficulty of determining the subject in Japanese 
for the following two reasons. 

1. Grammatical relations are not necessarily indicated by case-marking 
particles. That is, grammatical relations and case marking do not correlate; 
further, the use of case particles as determiners of grammatical relation 
becomes even more inappropriate when dealing with pre-modern texts. 

2. Neither word order nor verb agreement helps in identifying the subject in 
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Japanese since the word order is relatively free and there is no subject-verb 
agreement.

(Fujii 1991: 48-49)

Some major work has been done regarding the subject in Japanese by 
linguists. Shibatani (1978, 1982, 1990, 1991, 2001) and Kuno (1973a, 1973b, 
2005) clearly recognize a ‘subject’ in Japanese, and argue that the subject is a 
purely syntactic category and also syntactically most prominent. They both also 
consider the particle-ga as a subject marker. Fujii (1991) also recognizes a subject 
in Japanese. She has investigated a diachronic change in the grammatical subject, 
and the use of the particle-ga, by examining the written translations of The Tale of 
Genji over the past two hundred years. 

Mikami (1960,1963a, 1963b,1963c, 1970, 1972a, 1972b, 1975) and Kanaya 
(2002, 2003), on the other hand, reject the notion of the supremacy of subject in 
Japanese, and consider that all NPs (noun phrases), including ga-marked NPs have 
the same syntactic status. They also claim that there is no subject in Japanese. 
Through an analysis of natural discourse data, Ono and Thompson (1997) and 
Ono, Thompson, and Suzuki (2000) claim that the Japanese particle-ga is actually 
a discourse-pragmatic marker, not a subject marker. 

3. Data 

The data I will analyze in this research are taken from two informal 
conversations, which I tape-recorded. One is a conversation between two native 
Japanese people in their twenties, and the other is one between two native 
Japanese people in their twenties and thirties. I asked them to talk about something 
for about 30 minutes as they usually do. I will examine these two audiotaped 
conversation data (about 30 minutes long each), classifying them into (1) NP-ga 
(noun phrase +particle ga), (2) NP-wa (noun phrase +particle wa), (3) NP+another 
particle (noun phrase + another particle), (4) Bare NP (noun phrase without any 
particle), and (5) No NP (an NP working as a subject-like complement), as the 
following table shows. 
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Table 1: Data taken from two conversations 

 

(1) NP-ga (2) NP-wa
(3) another

 particle 
(4) Bare 

 NP
(5) NP Total

1st conversation 29 9 11 21 297 367

2nd conversation 11 18 16 11 151 207

Total 40(7%) 27(4.7%) 27(4.7%) 32(5.6%) 448(78%) 574(100%)

We can see from the table 1 above that most of the sentences consist of predicates 
with an NP working as a subject-like complement. 

4. Results and Discussion 

In this section I will examine the data which I classified into five categories 
as stated in section 3 

4.1. NP-ga
According to Kuno (1973), Tsujimura (2005) and Shibatani (1973), the 

particle ga is a subject marker. I also deal with reflexive form of jibun and subject 
honorifics. The following example is taken from Tsujimura (1996). 

(1) Taroo-ga    hashit-ta. 
Taro   GA  run     PAS
“Taro ran.”                     (Tsujimura 1996:134)

However, Ono, Thompson and Suzuki (2000) claim that ga is rare in Japanese 
conversations and that ga typically carries recognizable pragmatic meaning; the 
focus. That is, ga also carries a recognizable meaning of ‘new’ or ‘unpredictable’. 
Kuno (1972) also claims that ga as a subject marker always conveys new, 
unpredictable information. The following example is taken from my data. 

(2) H: kinoo         Kaku-ga uchi            ni     ki-ta          n da. 
     yesterday Kaku GA my house DAT come PAS   P P
     “ Kaku came to my house yesterday.”
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  N: soo nanda. Nani shi-ni?
      so   P         what do  for 
      “Is that so ?” “Why?”

In the example above, ga-marked NP Kaku, a common friend of theirs, is new 
information to the Speaker N. The example above follows the claim that ga as a 
subject marker always conveys new, unpredictable information. With respect to 
subject, Mikami (1975) insists that NP-ga is a nominative complement instead of 
a subject. Hoye (2008) also states that ga can function as an explicit contrastive 
focus marker. 

4.2. NP-wa
Kuno (1973), Shibatani (1990), and Tsujimura (1996), claim that wa is a 

topic marker. Tsujimura (1996:134) gives the following example of NP-wa. 

(3) Ano uti      wa ookii. 
 that house  WA  big 

“As for that house, it is big.”   (Tsujimura 1996:134)

Fujii (1991) states that wa-marked NP is not a subject marker but a discourse 
pragmatic marker, which adds a discourse pragmatic meaning. The following is an 
example of this type. 

(4) H: Ato    nan   nen kuraii iru    n desu ka?
more what year about stay  P COP INT
“How long will you stay (here)?”

 Y: watashi wa  ni    nen  kurai ima-su. 
      I           WA two years about stay P
     “I will stay (here) for two more years.”

In the example (4), speaker K first said that she would go on staying if she could 
find a job here. After that, speaker H asked speaker Y about the length of her 
stay. It seems that the wa-marked NP here has contrastive meaning (i.e. discourse 
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pragmatic meaning). 

4.3. NP+another particle
As written in section 2, there are 27 examples of NP-another particle in the 

data. The following are examples of this type. 

(5) Yoko mo   kinoo           uchi         ni ki      ta    yo. 
Yoko MO yesterday my house   to come PAS   P
“Yoko also came to my house yesterday.”

(6) Watashi datte      mada  tabete nai  yo. 
I              DATTE  not yet eat  not  P
“I haven’t eaten (lunch), either.” 

It seems that the particles mo and datte also add a pragmatic discourse meaning 
like ga. 

4.4. Bare NP
There are 35 examples with Bare NP, which refers to noun phrase without 

any particle as written in section 2. According to Kuno (1972), the subject and the 
object of the sentence often appear without any particles in informal conversation. 
The following are examples. 

(7) Ore-no    beddo ∅  dekai yo. 
my POS  bed             big P
“My bed is big.”

(8) Atashi ∅　sonnani          nome-nai     yo. 
I                not so much   drink NEG   P
“I can’t drink so much.”

According to Hoye (2008), the Japanese particle-ga marks referential/specific 
referents, while a bare NP refers to a NP that is non-referential, non-specific, and 
is a hypothetical referent. We can see that a case-marking particle can be omitted 
in informal conversation. 
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4.5 No NP 
According to Mikami (1975) and Kanaya (2003), the subject is not in any 

way a required category. Furthermore, they claim that there is no subject-predicate 
structure in Japanese. As written in section 2, there are a lot of examples of this 
type in my data. The following are examples. 

(9) Amerika ni     shuushokusuru n desu-ka?
America DAT get a job           P COP INT
“Are you going to get a job in America?”

(10) Hitori desu ka?
alone COP    INT
“Do you live alone?”

(11) Dareka   to  issho ni sun-deru     no?
someone P   with  P  live PROG INT
“Does he live with someone?”

Both in (9) and (10), the subject is second person singular (you) and in (11) the 
subject is third person singular (he). What the subject refers to can be identified by 
both speaker and hearer. 

Mikami (1970:162) also gives the following examples that never seem to 
have any subject-like phrases at all. 

(12) Nanji-           desu-ka.     Ni-ji           juugo-fun           desu.
What-hour COP  INT     two-hour ten-five-minute COP
    “What time is it?”       “It is two fifteen.”  (Mikami 1970:162) 

(13) Atatakaku-natt-ta.
warm-       ADV PAS

 “It has gotten warm.” (Mikami 1970:162)

4.6. Reflexive form of jibun and subject honorification
As written earlier, several linguists claim that the subject is a clearly 

recognizable category in Japanese. With regard to this, Shitbatani (1978:57) 
states as follows: “When the term subject is used in the way I am suggesting, we 
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can characterize it in terms of the role it plays in the system of syntactic rules of 
Japanese. Namely, a subject is an NP that functions as a trigger for the sonkego 
[honorifics] process and reflexivization.” Shibatani (1990) gives the following 
examples.

(14) Kakehi sensei-ga warat-ta. 
Kakehi Prof.   GA laugh-PAS
“Professor Kakehi laughed.”  (Shibatani 1978:57)

(15) Kakehi sensei-ga    o-waraini nat-ta. 
(Subject honorific form of (14))  (Shibatani 1978:57)

(16) Kakehi-sensei wa hige-   ga go-rippa-          da.
Kakehi Prof.   WA beard GA H impressive COP

 “Professor Kakehi is such that his beard is impressive.“  (Shibatani 1978:58) 

As the examples above show, the subject honorific form, such as o-waraini and 
go-rippa, is only applicable in reference to subject. When the predicate is a noun, 
the subject honorific conversion only involves adding the prefix –o or –ga.  

The following is an example of the reflexive form of jibun [self], which is 
also taken from Shibatani (1990). The term jibun is neutral with respect to person, 
gender, and number. 

(17) Taro-ga Hanako-ni        Jiro-wo     jibun-no     ie-      de syookaishi-ta. 
Taro  GA Hanako DAT Jiro ACC self   GEN house at  invite       PAS

       “Taro introduced Jiro to Hanako at self’s house.”
Shibatani explains that the feflexive jibun cannot refer to anything other than the 
subject, Taroo. 

Kuno (1973) claims that the Japanese reflexive can only be a co-referential 
with the subject of the sentence by giving the following example. 
(18) Taro-wa Jiro-ni       jibun  nitsuite hanashi-ta. 

Taro WA Jiro DAT self     about      talk-PAS
“ Taro talked about himself to Jiro.” (Kuno 1973: 191) 

My data do not have sentences of this type like (14)-(18).We can see from the 
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data I collected for this research that the subject in spoken Japanese is not always 
required. However, when the speakers are in a specific situation (honorifics and 
subject-reflexive) because of the existence of subject-verb agreement, the subject 
seems to be required as the examples (14)-(18) show. On the other hand, in the 
situations such as (19) and (20) below, subject can be not necessarily required. 

(19) A: Sensei-wa doo     nasa-tta     no desu ka?
     teacher WA what do-H PAS P   COP INT
     “What did the teacher do?”
B: (Sensei-wa)    o-warai  ni nari mashi ta. 
     (teacher WA) H laugh P P         COP PAS
     “He laughed.”

(20) A: Taro-wa Jiro-ni      dare no koto  wo        hana shita no desu ka?
     Taro    WA Jiro DAT who P    thing ACC talk   PAS P COP INT
       “Who did Taro talk about to Jiro?”

 B: (Kare-wa) Jibun no koto   wo          hanashi mashi ta. 
      (He WA) oneself P thing ACC talk            COP PAS
      “(He) talked about himself.”

The examples (19) and (20) above show that even in the specific situations 
(honorifics and subject-reflexive) the subject is not necessarily required when the 
subject is not an old information. 

5. Conclusion 

As outlined earlier, several linguists such as Kuno (1973), Shibatani (1990) 
and Fujii (1991) recognize the existence of subject in Japanese, while other 
linguists such as Ono, (1997, 2000), Thompson (2000), Suzuki (2000), and Hoye 
(2008) do not. It is probable that linguists who recognize a subject collect data 
from written language and that those who do not recognize a subject collect data 
from spoken language (i.e. informal or everyday conversation). This disagreement 
might be owing to the way of data collection. 

Throughout this research I found the following: (1) ga is rare (7%), (2) wa is 
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a topic marker (4.7%), (3) particles other than ga and wa can work as a subject-
like complement(4.7%), (4) Bare NP (5.6%), (5) many of Japanese conversational 
sentences consist of a predicate without subject-like complement (78%). With 
regard to two main issues written in the introduction, my data suggest that 
a subject is not in any way required except for a specific situation in spoken 
Japanese. (See also Mikami 1975 and Kanaya 2003.) They also suggest that ga is 
a discourse pragmatic marker. (See also Ono et al. 2000 and Hoye 2008.) 

Judging from the data I collected, it seems that subject is not always required 
in spoken Japanese, though it is required in written Japanese. However, it is 
possible that no NP, an NP working as subject-like complement, is covertly 
present in conversation. 

There remains an important issue for future research: Does Japanese really 
have case-marking particles?　With regard to case-marking particle, Tsujimura 
(2005) states that case particle in Japanese include nominative-ga, accusative-o, 
dative-ni, and genivitve-no. We have found that ga is a discourse pragmatic 
marker, marking referential/specific referents. It is possible that o, ni, and o are 
not only case-marking particles, but also have the function of discourse pragmatic 
markers. This is an interesting issue for future research. 

Abbreviations

ACC accusative ADV adverb COP copula DAT ative
GEN genitive H honorifics INT interrogative NEG  negation   
P  particle PAS past POS possessive  
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敬意表現に関する言語知識を ESPのなかで
応用することについて

中井延美

Abstract

On applying linguistic knowledge on respectful expressions in ESP

NAKAI Nobumi

The way that respect is paid to others to be “polite” can be verbally delivered in 
various ways depending on the language. Although natural languages appear to share 
a number of common respectful ways of thinking, they differ in the means by which 
the speakers express respect in their own language structure. Moreover, the standard 
by which people measure “politeness” in their verbal communication seems to reflect 
social and cultural factors. This paper proposes what kind of linguistic knowledge 
concerning respectful expressions should be applied in ESP for the hospitality 
industry, which is one of the vocational fields where the use of respectful expressions 
is indispensable.

キーワード：専門英語教育、敬意表現、ポライトネス
Keywords: ESP, respectful expressions, politeness

１．はじめに

　ESPとは、English for Specific Purposesの略であり、EGP（English for 
General Purposes）に対立する概念である。堀口（2003: 146-47）は、「… 
ESPとは、厳密には方法論であり、しばしば誤解されているように「経済英
語」「金融英語」等の授業科目・英語の一種ではない」と指摘している。ま
た、堀口（2003: 147）では、ESPの代表的な分野としてEBE（English for 
Business and Economics） が あ り、EAP（English for Academic Purposes) 
を重視するとEnglish for Management, Finance, and Economics などとな
り、EOP（English for Occupational Purposes）の立場からは、English for 
Business Purposes、Vocational English（ホテル英語などの職業英語、English 
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for Secretariesなど）の分野が存在するということになる、と解説されている
（cf. Dudley-Evans and St John 1998, Hutchinson and Waters 1987）。
　本稿では、ESPのなかでも、敬意表現の使用が不可欠である職業分野の
一つである接客業に焦点をあて、ホスピタリティ産業に英語で従事するこ
とを目的とした専門英語教育のなかに、敬意表現に関するどのような言語
知識を導入するべきであるかを提案する。同時に、ESPとしての敬意表現
に関する言語知識について、学習者の母語である日本語の敬意表現の仕組
みとの共通点や相違点を意識的に観察することが、より効果的な習得につ
ながると主張する。

２．研究の動機と背景 ― 敬意表現とは

　自然言語による敬意の表し方には言語間で多くの違いがある。人の有す
る言語である限り「敬意の発想」には多くの共通点がある一方で、発想自
体は共通していても、それを具現する言語上の仕組みや道具立てが異なっ
ている。また、「何を以て敬意と捉えるか」という基準における文化的・社
会的差異が、個々の言語使用に様々な形で反映されているとも考えられる。
井出（2006: 76）は、ポライトネス理論の普遍性を踏まえて、「…世界の言
語、文化の数は数千という数があろうとも、ポライトネスに関する原理が、
その数だけあるのではなく人間脳の限られた可能性から考えても私たちの
知性をもって認識できる範囲に収まると考えられる」と指摘している。
　コトラーら（2003: 27）は、ホスピタリティ産業と旅行産業では、製品
の多くは無形の「体験」であると述べ、有形の証拠（レストランであれば、
その外観や床や店内全体の清潔さ、従業員の外見など）は、無形のサービ
スの品質を伝える手がかりであると指摘している。この無形の体験や無形
のサービスの質を大きく左右する重要な要素のひとつが、接客担当の従業
員が顧客に対して用いる敬意表現である。
　「敬意表現」とは、「敬う気持ちを伝えるための表現」という一般概念を
意味すると同時に、言語学の分野では、コミュニケーションにおいて相手
や場面によって様々な配慮のもとに使い分けられる表現方法の総称として
とらえられる。第22期国語審議会答申「現代社会における敬意表現」（2000
年12月）では、「敬意表現とは、コミュニケーションにおいて、相互尊重
の精神に基づき、相手や場面に配慮して使い分けている言葉遣いを意味す
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る。それらは話し手が相手の人格や立場を尊重し、敬語や敬語以外の様々
な表現から適切なものを自己表現として選択するものである」と定義・説
明されている。
　言語による敬意の表し方といえば、日本語ではいわゆる敬語（尊敬語・
謙譲語・丁寧語）の使用が特徴的であるが、この日本語の「敬語」に相当
する仕組みをそのまま英語の中に探そうとしてもほとんど見つからない。
但し、それは英語が敬意表現に乏しいということでは決してない。日本語
と同様に、英語においても、大杉（1982: 4）は、「言語的伝達による「敬
意表現」がきわめて豊富にある」と強調している。英語についても、コミュ
ニケーションにおいて、相手や場面に配慮して使い分けている言葉遣いが
敬意表現であると言える。

３．日本語の敬意表現に関する言語知識

３．１．敬語を定義するうえでの敬意の捉え方
　滝浦（2005: iv-xi）では、「敬語は敬意の表現である」という主流派的・
正統派的な捉え方とは別に、「敬語は人間関係についての認識の表現であ
る」という考え方を紹介している。敬語の本質が、前者の捉え方では「話
し手の“心”の表現としての敬意（話し手の内なる敬意）」に求められてき
たことに対し、後者の考え方では、話し手・聞き手・言及される人物など
の「人間関係を認識するためのシステム」としてとらえられてきたと説明
している。「敬意」の意味を、一般的概念としての「敬う気持ち」から、
滝浦（2005: 258）は「話し手が距離を置き“相手の領域を侵さないこと”
によって間接的に示される、結果ないしは効果としての含みのこと」であ
るととらえ、「敬語は距離の表現である」と定義している。
　このように「敬意＝距離」だと解釈すると、敬意表現は「相手に対する
距離を含ませるシステムである」と解釈され、人間関係が「距離」の関係
として認識されてくる。敬語を「距離の関係を示すためのシステム」とし
てとらえた場合、相手に対して敬意が本当にあるかどうかはまったく関係
ない。「人の感情としての敬意」を切り離したところで、純粋に言葉のう
えで敬意的かそうでないかを表すことによって人との距離の関係を示すこ
とが敬語の機能であり、敬意表現に関する言語知識の一部となり得るもの
である。
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３．２．ポライトネスから見た敬語
　社会生活の中で言語を媒介として人と人の間に適切な距離が保たれる
ことは、人がフェイス（face / 面子）を保持していることを前提とした
Brown and Levinson（1987 ［1978］）のポライトネス理論によっても説明
されている。自分のイメージをよく見せたい、人から認められたいという
相手の欲求（positive face）に対して、話し手が相手を褒めたり、親しみ
を表したりすることによって積極的に満足させることがポジティブ・ポラ
イトネス（positive politeness）である。一方、自分の領域を侵されたくない、
行動の自由を阻まれなくないという相手の欲求（negative face）に対して、
話し手が相手の自由を尊重して、そのような行為を避けよう、でしゃばら
ないでおこうとする消極的行為によって満足させることがネガティブ・ポ
ライトネス（negative politeness）である。
　Brown and Levinsonの立てた五つのポライトネス・ストラテジー1の中
で、日本語の敬語と最もかかわりが深いのは「ネガティブ・ポライトネス」
であると見なされる（滝浦 2005: 157）。また、押しつけがましくなく相手
に断る余地を与えるような表現を、ネガティブ・ポライトネス・ストラテ
ジーの典型であるとし、日本語の敬語はすでに語彙化され文法化されたネ
ガティブ・ポライトネスの一種であろうと判断される（堀 2006: x-xi）。

４．英語の敬意表現に関する言語知識

４．１．日本語の敬語は英語ではどう表現されるか
　中井（2007）は、日本語の敬語と関わりの深い「ネガティブ・ポライ
トネスの発想」を共通項として、日本語と比較しながら英語における敬意
表現の仕組みや法則性を次のような手順で観察している。まず、同じ内容
を、同じような度合のポライトネスを含ませて英語から日本語に言い換え
る場合に、「日本語では敬語（特に、尊敬語と謙譲語）を用いて表現する
ことが適切だと判断されるような英語表現」を観察対象とする。次に、そ
のような英語表現について、おもに、同じ内容が「ポライトネスの実現度」
がより低い別の英語表現によって伝えられる場合と比較する。さらに、日
本語であれば敬語の使用に値するような英語表現において、どのような語
彙や文法が用いられるかを観察する。
　実際には、人がある表現を用いて発話する際には、どのような場面や状
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況で、誰に対して発話されるのか、話し手と聞き手の人間関係、話題とな
る人物や事物、さらに同席者がいる場合にはその人物も含めた人間関係な
ど、多くの語用論的要素が関わってくる。したがって、ある英語表現を日
本語で言い換える場合に敬語を用いることが適切かどうかは、こういった
諸要素に対する認識の個人差や、文化的・社会的背景の違いなども含めて、
本来、相対的にしか判断され得ない問題である。以下、このような問題も
踏まえたうえで、おもに著者自身の言語感覚に基づいて、英語でそのよう
に表現される場合は、日本語ではこのように言うのが適切であろう、同時
に、それらの日英表現では同程度のポライトネスが実現されているだろう
と判断していく。

４．２．ネガティブ・ポライトネス的でない内容をネガティブ・ポライト
ネス的に伝えるには…
　人に何かを忠告したり、注意したり、要求したりすることは、本質的
に相手の行動の自由を阻もうとする、押し付けがましい行為（Brown and 
Levinsonが「face-threatening act（FTA）」と命名したフェイス侵害行為に
相当）であり、行為の内容そのものがネガティブ・ポライトネス的でない
といえる。しかし、そのような内容を伝えるときでも、押し付けがましさ
を少なくすることによってネガティブ・ポライトネスが実現される。以下
に「忠告」・「注意」・「要求」の例を取り上げる。

４．２．１．「忠告」の例
　具合が悪い相手に対して、「医者に診てもらったほうがいい」と忠告す
る場合、英語ではポライトネスの実現度が高い順に次の（1a-f)のような
表現があげられる。2

（1）　a. How would it be to see a doctor?
　　  b. It might [would] be a good idea [better] to see a doctor.
　　  c. Wouldn’t it be better to see a doctor?
　　  d. I would suggest that you see a doctor.
　　  e. Why don’t you see a doctor?
　　  f. You had better see a doctor.  

 （大杉 1982: 258）
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これらの英語表現のうち、同程度のポライトネスを顧慮して英語から日本
語に言い換える場合、（1a-d）については敬語を用いることが適切だと判
断し、日本語では次の（2a-f）のように表現した。同時に、上長に対する
表現として（1a）がいちばん丁寧であるとする見方（大杉 1982: 258）を
参考に、著者の言語感覚において、日本語でも（1a）に相当する（2a）だ
けを、目上の人に対して使っても失礼のない表現になるようにした。

（2）　a. お医者さまに診てもらわれてはいかがでしょうか。
　　  b. お医者さまに診てもらったほうがいいかもしれませんよ。
　　  c. お医者さまに診てもらったほうがいいのではないですか。
　　  d. 医者に診てもらったらほうがいいと思いますよ。
　　  e. 医者に診てもらったら？（医者に行ったら？）
　　  f. 医者に行かなきゃだめだよ。

（1a-d）では仮定法のwould（またはmight）の使用によって、忠告があく
まで「仮の話」として非直接的に伝えられ、押し付けがましさが軽減され
ている。著者が（1a-d）について日本語では敬語を用いて言い表すのが適
切であろうと判断した所以もここにある。また、（1b）の表現については、
同じ仮定法でもwouldよりmightを用いるほうが、話し手自身による推量
の不確実さが増す分、より謙虚であるといえる。
　（1a-c）はどれにも聞き手を指すyouが使われていないことで、（1d-f）
と一線を画している。また、話し手自身を指す Iも使われていない。この
ように聞き手にも話し手にも直接言及しない代わりに主語に itを用いるこ
とによって、内容が「一般的なこと」として間接的に（話し手と聞き手の
間に距離が置かれたかたちで）伝えられ、ポライトネスが実現されている。
　（1a）と（1b）を比較すると、（1b）においては、話し手が「医者に診て
もらうこと（to see a doctor）」について、「よい考えだ（be a good idea）」
または「そのほうがいい（be better）」という話し手自身の判断を下して
いる点で、（1a）よりポライトネス度が低いといえる。また、（1b）と（1c）
を比べると、（1c）はyes/ no-疑問になっていることで、相手にyesかno
か答えを求めるかたちになり、（1b）よりポライトネス度が低い。さらに、
同じ疑問形であっても（1a）では「どう？」と尋ねるhow-疑問になって
いることで、yes/ no-疑問で二者択一的に限定して尋ねるのに比べ、聞き
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手にもっと自由に答えを選択できる余地を与えている点でポライトネス度
が高いといえる。

４．２．２．「注意（禁止）」の例
　先に取り上げた「忠告」の例についても、（1a-f）の中でポライトネス
の実現度が最も低い（実際にはほぼ皆無といえる）（1f） You had better see 
a doctor. だと、You had better see a doctor, otherwise…（医者に行かなきゃ
だめだよ。でないと…）というように警告めいたニュアンスを帯び、一種
の注意行為だととらえられる場合もあるだろう。ここでは、「注意する」
という行為の中でも、「禁止事項を伝える」という相手の行動の自由を強
く制限しようとする注意行為を取り上げ、行為そのものがネガティブ・ポ
ライトネスとは対極的な性質を伴う場合に、ポライトネスがどのように実
現され得るのかを観察する。
　例えば、ある場所でタバコを吸っている複数の男女に対して「ここは禁
煙だ」という内容を伝える場合、ポライトネスの実現度が高いものから順
に以下の（3a-g)のような言い方が考えられる。3

（3）　a. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking area. 
　　  b. Ladies and gentlemen, smoking is prohibited in here.
　　  c. You are requested not to smoke here.
　　  d. Please don’t smoke while you are in here.
　　  e. You are advised not to smoke in here.
　　  f. You are not permitted [allowed] to smoke in here.
　　  g. You are not supposed to smoke in here.
 （大杉 1982: 258）

これらの英語表現を同程度のポライトネスを顧慮して日本語に言い換え
ると、日本語ではだいたい次の（4a-g）のように丁寧語の「です /ます体」
を用いた表現になるのではないかと考える。

（4）　a. お客様（皆様）、こちらは禁煙になっております。
　　  b. お客様（皆様）、こちらでは喫煙は（規則で）禁じられております。
　　  c. こちらではおタバコを吸われませんようお願いします。
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　　  d. こちらにいる間は、タバコを吸わないでください。
　　  e. ここではタバコを吸わないほうがいいです。
　　  f. ここでタバコを吸うことは許可されていません。
　　  g. ここではタバコを吸ってはいけないことになっています。

但し、（3d-g）の英語表現については、場面や状況、話し手と聞き手の人
間関係によって、例えば（3g）に相当する日本語表現が「ここではタバ
コを吸ってはいけないことになっているんだよ」というような敬語を用い
ない「普通体」で言い表される可能性も十分あるだろう。
　（3a）と（3b）の英語表現には、共通点が二つある。一つはどちらも
最初にLadies and gentlemenと呼びかけていること、もう一つはどちらも
youを使用していないことである。一般的にLadies and gentlemenは、講
演者や司会者が聴衆に対して、アナウンサーが視聴者に対して、またツアー
ガイドがお客に対して呼びかけるときなどに用いられる。ここでは、（3a）
と（3b）について、ツアーガイドがお客に対して用いる場合を例に考える
と、話し手であるガイドは、聞き手の「客として遇されたい」という欲求
（相手のポジティブ・フェイス）を、Ladies and gentlemenと呼びかけるこ
とで積極的に満足させているといえる。
　（3c-g）の表現ではyouを用いて聞き手に直接言及しているのに対し、（3a, 
b）ではyouでなく、それぞれ thisと smokingという別の名詞（代名詞）が
主語に立てられている。そうすることによって、（3a）では「喫煙が禁止
されている場所」を指す thisに、（3b）では「禁止の対象となる行為」で
ある smokingにそれぞれ視点が向けられ、禁止という行為内容が「一般的
なこと」として間接的に（話し手と聞き手の間に距離が置かれたかたちで）
伝えられ、ネガティブ・ポライトネスが実現されているといえる。一方、
You are … で始まる（3c, e, f, g）は、場所や行為よりも聞き手であるyou
に焦点を合わせて「禁止」を伝えている点で、相手までの距離が近く直接
的で、非ネガティブ・ポライトネス的だと考えられる。
　しかし、（3a）と（3b）は、同じようにLadies and gentlemenと呼びかけ、
youを回避して禁止行為を一般的なこととして伝えている点では共通して
いるものの、実際には（3b）より（3a）のほうがネガティブ・ポライト
ネスの実現度が高い。それは、「場所」に視点が向けられている（3a）の
ほうが、「禁止の対象となる行為そのもの」に視点が向けられている（3b）
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より、さらに間接的であるからだ。加えて、「禁止」という非ネガティブ・
ポライトネス的な行為が、（3b）では is prohibited（禁じられている）とい
う動詞表現によって直接的に言及されているのに対し、（3a）ではa non-
smoking area（禁煙エリア）という名詞化された表現によって非直接的に
伝えられていることにも起因する。
　但し、（3b）の is prohibitedという表現には、「規則で禁止されている」
というニュアンス（つまり、話し手自身の意向で禁じているのではなく、
あくまで規則だから…という含み）があり、受動態を用いて禁止を一般則
としてネガティブ・ポライトネス的に伝えている面も見られる。
　受動態は（3c, e, f, g）でも全て使われている。これらでは共通してYou 
を主語とした受動表現が用いられているが、ポライトネスの実現度にはそ
れぞれ違いが見られる。（3c, e）は「You are〈動詞の過去分詞形〉not…」
という形（You are requested not…/ You are advised not…）であるのに対し、
（3f, g）では「You are not〈動詞の過去分詞形〉」という形（You are not 
permitted [allowed]…/ You are not supposed…）であるところが異なってい
る。（3f, g）のようにYou are not…のnotによってすぐに禁止が伝えられる
より、（3c, e）のYou are requested not…/ You are advised not…というよう
に、notより前に、まずare requested/ advisedという表現が置かれるほうが、
相手に対する禁止行為の押し付けがましさが軽減し、ネガティブ・ポライ
トネスの実現度が高くなっている。
　次に、（3c）と（3e）の比較、（3f）と（3g）の比較についてそれぞれ考える。
これらの場合には、ポライトネスの実現度がそこで使用される「語彙の意
味」によって異なっている。（3c, e）では、are requestedとare advisedの
間に「お願いされている」と「勧められている」という意味の違いがあり、「お
願いする」ほうが「勧める」より、聞き手の行動の自由を妨げない行為と
見なされるであろう。また、（3f, g）でも、are not permitted ［allowed］と
are not supposedの間に「許可されていない」と「（～しては）いけないこ
とになっている（したがって、それをすることは許されない）」というよ
うな微妙なニュアンスの違いあり、are not supposedのほうが相手の行動
の自由をより積極的に阻もうとする行為だと考えられるだろう。
　さらに、（3d）のPlease don’t smoke…という表現について考える。
Pleaseが付いていても禁止表現であることには違いない。しかし、（3e-g）
よりポライトネスの実現度が高いとされる所以はどこにあるのだろうか。
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まず、命令文の形によって文頭にYouがくるのが回避されていることが理
由の一つであろう。また、後半で…while you are in here（ここにいる間は）
と禁止期間を限定していることが、裏を返せば「ここにいないときにはタ
バコを吸う自由がある」とネガティブ・ポライトネス的に伝えていること
になる。
　「禁止」が強い注意行為である性質上、先に取り上げた「忠告」の場合
と違って、英語のポライトネス表現の常套手段ともいえる仮定法がここで
は一切用いられていないことが特徴的である。

４．２．３．「要求」の例
　前述の「禁止」という注意行為も、人に「何かを行わないこと / やめる
こと」を要求する、とりわけ強い要求行為だととらえることもできるであ
ろう。ここでは、それよりもややトーンの弱い、依頼（お願い）ともとれ
る要求行為の例をいくつか取り上げる。
　まず、相手に「時間通りに来ること」を要求する場合からみていく。

（5）　a. I hope everyone will arrive promptly.
　　  b. You are requested [expected] to be on time.
 （大杉 1982: 259）

（5a, b）を日本語で表現する場合、英語と同程度のポライトネスを顧慮す
ると、次の (６a, b)のように敬語が使用されると考える。

（6）　a. どちらさまもお時間通りにお越しください。
　　  b. お時間に遅れないようお願いします。

（5a）と（5b）の英語表現を比較すると、（5b）ではYouが使用されている
ことで要求が聞き手に直接向けられ、ネガティブ・ポライトネス的でなく
なっている。同時に、（5b）のYou are requested [expected]…は「その相手
の人がよく時間に遅れるということを暗に指摘する」（大杉 1982: 259）こ
とになりポライトネス度が下がる。一方、（5a）ではyouでなくeveryone
が使われていることによって、要求が「はっきり誰とわからない相手」に
対して非直接的に向けられ、ネガティブ・ポライトネスが実現されている
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といえる。
　次に、相手に「荷物を持ってもらうこと」を要求（依頼）する例を取り
上げる。

（7）　a.  Perhaps you would be kind [good] enough to carry this baggage for 
me.

　　  b.  Maybe you would be kind [good] enough to carry this baggage for 
me.

　　  c. Would you be kind [good] enough to carry this baggage for me? 
 （大杉 1982: 233）

（7a-c）を日本語で表現する場合、英語と同程度のポライトネスを顧慮す
ると、だいたい次の (8a-c)のように表現されるのではないだろうか。

（8）　a    （申し訳ありませんが）できましたらこの荷物、持っていただ
けませんでしょうか。

　　  b. （悪いんですけど）できたらこの荷物、持ってもらえませんか。
　　  c.  この荷物を持ってもらえませんか。

（7a, b）文頭のPerhapsと Maybeはどちらも「もしかしたら、ことによる
と」という意味で、ほぼ同義ではあるが、perhapsよりmaybeのほうが口
語で多く用いられるという違いがある。口語的な表現を用いることは、相
手との距離を縮めることにつながり、（7b）のほうが相手との間に置かれ
ている距離が少ないという点で、（7a）よりポライトネス度が低くなって
いる。逆に、口語的でない表現を用いて相手との間に距離を置くことによっ
ても、ネガティブ・ポライトネスが実現されているといえる。しかし、（7a, b）
に共通しているのは、どちらも「もしかしたら、ことによると」を意味す
る表現で始めていることで、仮定法のwouldの使用と共に、「これはあく
まで “仮の話” として要求（お願い）しているだけで、荷物を持つか持た
ないかの選択の自由はあなたにある」と暗に伝えて、ネガティブ・ポライ
トネス的なニュアンスを一層強めている点である。
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５．英語における敬意表現の仕組みと法則性

　日本語であれ、英語であれ、人の有する言語である限り「敬意の発想」
には多くの共通した要素があるという視点から、“ネガティブ・ポライト
ネス” を共通項として、日本語であれば敬語の使用に値するような英語表
現において、具体的にどのような語彙や文法が用いられ、また、それらが
どのような発想に基づいてネガティブ・ポライトネスにつながっているの
かを考察してきた。特に、「忠告」・「注意（禁止）」・「要求（依頼）」という、
行為の内容そのものが本質的にネガティブ・ポライトネス的でない場合を
取り上げ、それらがいかにネガティブ・ポライトネス的に表現され得るか
を見ることによって、英語における敬意表現の仕組みと法則性の一部が観
察された結果を、以下の表１に「英語の敬意表現に関わる語彙・文法・発
想」としてまとめた。この表にあげられた内容は、英語の敬意表現の全体
像から限定的にサンプリングした結果であるが、その仕組みと道具立ての
特徴を探るうえで有益な手がかりになると考える。
　まず、表１の「語彙・文法」については、多くの品詞が関わっている。
具体的には、名詞・代名詞・助動詞・動詞・疑問詞・副詞・形容詞の七品
詞があげられている。その中には、一般的に内容語（content words）に分
類される主要四品詞（名詞・動詞・形容詞・副詞）が全て含まれていたこ
とに対し、機能語（function words）に分類される語については、一部の
限られた品詞だけが含まれていた。このことから、「英語の敬意は、語の
有する意味によっても、機能によっても具現されることには違いないが、
どちらかといえば“意味的に表現される”傾向が強い」という特徴が浮か
び上がってくる。一例を振り返ると、前掲の３.２.２.において「注意（禁
止）」の例（3c, e, f, g）を取り上げた際に、are requestedとare advisedの比較、
are not permitted ［allowed］とare not supposedの比較において、「ポライ
トネスの実現がそこで使用される “語の意味” によって異なっている」こ
とが観察された。
　また、表１の「文法」においては、仮定法・疑問文・仮主語 itを用いる構文・
受動態・動詞の名詞化など、一部の限られた文法項目しかあげられなかっ
た。この結果からも、英語の敬意は、文法機能的に表現されるより、“意
味的に表現される”傾向が強いという特徴が窺われる。この点に関して日
本語の敬語と比較すると、それが語彙化・文法化された敬意表現の重要な
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方法の一つであることから、「語の有する意味によっても、機能によって
も敬意が具現される」という点では英語と共通しているといえる。しかし、
尊敬語・謙譲語・丁寧語に分かれる日本語の敬語システムにおいては、英
語とは逆に、敬意が意味的に表現されるより、“文法機能的に表現される”
傾向が強いと考えられる。
　最後に、表１の「文法」であげられた項目を通して、日本語との共通点
を考える。それらの文法項目のうち、仮定法・疑問文・受動態・動詞の名
詞化については、日本語で敬意を表す場合にも一般的によく用いられる文
法機能的な手段であるといえるだろう。例えば、「この鞄、もってくれた
ら嬉しいんだけど」（仮定法）、「この鞄、持ってくれない？」（疑問文）、「そ

表１．英語の敬意表現に関わる語彙・文法・発想

語彙 文法 発想

忠告

would
might
it
how

仮定法
主語 it
how-疑問
疑問文

仮の話として
非直接的に
推量の不確実さ
聞き手・話し手への言及回避
一般的なこととして
間接的に
話し手による判断の回避
聞き手に選択の自由を

注意（禁止）
名詞（代名詞）
名詞化
受動態

視点を遠くに
非直接的に
聞き手・話し手への言及回避
一般的なこと（一般則）として
間接的に
話し手の意向としてでなく
話し手による判断の回避
話し手に選択の自由を
語彙の意味
伝達内容の決め手となる表現をより後ろに
期間の限定

要求（依頼）

everyone
parhaps
maybe
would

仮定法

聞き手への言及回避
はっきり誰とわからない相手
口語的でない表現
仮の話として
聞き手に選択の自由を
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の問題は心配ないと思われる」（受動態）、「ここは禁煙エリアだよ」（名詞
化）などと表現される。最初の二つの例（仮定法と疑問文）は「この鞄、
持って」と表現するより、受動態の例は「その問題は心配ないと思う」と
表現するより、また、名詞化の例は「ここでは喫煙が禁止されているんだ
よ」と表現するより、それぞれネガティブ・ポライトネスの実現度が高い。
ここでは敬語は全く使用されていない例をあげたが、これらが敬語と組み
合わされて「この鞄、持っていただけたら、嬉しいのですが」などの形に
なるとさらにポライトネス度が上がることは言うまでもない。以上のこと
から、ポライトネスを実現させる英語の文法機能は、敬語以外の方法でポ
ライトネスを実現させる日本語の文法機能と部分的に共通しているという
特徴も見られた。

６．おわりに

　いかなる社会・文化・時代においても、人間関係には常に礼儀が求めら
れ、人は様々な言語的・非言語的手段を用いて他者に敬意を払う。体系的
な敬語システムを有する日本語の中で、敬語が言語的敬意表現の一つとし
ての果たす役割は大きい。敬語は用いること、用いないことの両面で機能
するシステムであり、人と人の間に適切な距離の関係を示すことで敬意が
表現される。そのように距離の関係として認識される敬意は、ネガティブ・
ポライトネスの発想につながり、英語の敬意表現においてもそれが様々な
方法や形式によって実現されるのである。
　ホスピタリティは様々な要素によって創出されるものであるが、敬意表
現はその重要な構成要素のひとつであると同時に、ホスピタリティ・サー
ビスの質を左右する差別化要因の重要な決め手であろう。ホスピタリティ
産業に英語で従事することを目的とした専門英語教育のなかには、英語に
おける敬意表現の仕組みと法則性について、５節で提示したような敬意表
現に関わる語彙・文法・発想を具体的に提示するとともに、少なくとも次
の二つの大前提となる言語知識が導入されるべきだと考える。［1］日本語
と英語よる敬意の表し方を比較すると、語の有する意味によっても、機能
によっても敬意が具現されるという点では共通しているが、英語の敬意は
意味的に
4 4 4 4

表現される傾向が強く、日本語の敬意は文法機能的
4 4 4 4 4

に表現される
傾向が強い。［2］ポライトネスを実現させる英語の文法機能は、敬語以外
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の方法でポライトネスを実現させる日本語の文法機能と部分的に共通して
いる。
　今後の課題として、ホスピタリティ産業に英語で従事するためのESP
では、日本語で思い浮かべたことをただ英語に言い換えようとするのでは
なく、英語圏の文化で適切だとされるホスピタリティが英語において具体
的にどのような敬意表現よって表わされるのかという観点からの検討が必
要であると考える。

※ 本稿は、中井（2006, 2007, 2008）で扱った内容の一部をESPの観点か
ら再検討したものである。

註

1 Brown and Levinson（1987）による五つのポライトネス・ストラテジーは、相手
に対するフェイス侵害度の大きい順から以下のように示される（68-71）。

１. bald on record [without redressive action]　
　　　　ありのままはっきり言う〔軽減行為を伴わない〕
２. positive politeness [with redressive action]　
　　　　ポジティブ・ポライトネス〔軽減行為を伴う〕
３. negative politeness [with redressive action]　
　　　　ネガティブ・ポライトネス〔軽減行為を伴う〕
４. off record　
　　　　はっきり言葉にしないで、暗示的に言う
５. Don’t do the FTA　
　　　　フェイス侵害行為をしない

2，3 実際には、人がある表現を用いて発話する際には、どのような場面や状況で、誰に
対して発話されるのか、話し手と聞き手の人間関係、話題となる人物や事物、さらに同席
者がいる場合にはその人物も含めた人間関係…など、多くの語用論的要素が関わってくる。
したがって、ある英語表現を日本語で言い換える場合に敬語を用いることが適切かどうか
は、こういった諸要素に対する認識の個人差や、文化的・社会的背景の違いなども含めて、
本来、相対的にしか判断され得ない問題である。ただし、本稿では、おもに著者（日本語
の母語話者であり、英語は外国語として習得した）の主体的な言語感覚に基づいて、英語
でそのように表現される場合は、日本語ではこのように言うのが適切であろう、同時に、
それらの日英表現では同程度のポライトネスが実現されているだろうと判断している。
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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



68

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28年９月９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　　　　　岩崎宏之　　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（2017年３月11日改訂）

１．投稿論文について
　　（１ ）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。

　　（２ ）冒頭にタイトル（和英併記）とAbstract（300語以内）をつける
こと。なお、英文原稿とAbstract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。また、Abstractのあとに、５個以
内のキーワード（和英併記）を記載すること。

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（11 point）
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
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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）。
　　（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2000字、欧文800語程度
２．書評　　　　和文2000字、欧文800語程度
３．その他　　　和文2000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38号をお届けいたします。
　投稿資格が改訂されたこともあってか、投稿数が少なく４編の収載とな
りましたが、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。英語で書かれた文学作品、英語に翻訳された日本の文学作品、英
語学からの影響を勘案した日本語研究、専門英語教育と、日本英語文化学
会らしく、多様なかたちで英語や英語文化に関連する研究テーマが含まれ
ています。お忙しいなか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。今後ともますます研究活動が活発になり、
より多くの会員の方々からご投稿いただくことを期待しています。

　2018年 2月20日

日本英語文化学会
編集長　中井 延美
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