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日本語訛りの英語――その識別と指標性
渡辺宥泰
Abstract

Identiﬁcation and Indexicality of Japanese-accented English
WATANABE Yutai
The Ministry of Education in Japan expressed a concern about local English
teachersʼ accent in the 1951 edition of the Suggested Course of Study in English,
while presenting Received Pronunciation and General American as the model
pronunciation for teachers and learners. Since then, Japanese-accented English
(JAE) has been constantly criticised by both TESOL practitioners and ʻfolk linguistsʼ
in Japan as a gross and shameful deviation from standard speech, with nativespeakerism being prevailed in and outside classrooms across the country. However,
few empirical findings have reported on L1 English speakersʼ perceptions of and
ideologies towards JAE. By reviewing and re-analysing the data collected in New
Zealand (NZ) at the beginning of the current century, this article sheds light on the
identification and indexicality of phonological features of JAE among the Inner
Circle speakers of English.
Despite their high motivation for pronunciation improvement, no late learners
of English, regardless of their L1 backgrounds, were perceived as a native English
speaker by the participants in the test environment. At the same time, JAE was
identiﬁed at a higher rate than any other variety of L2-accented English, evidently
due to the NZ listenersʼ massive exposure to Japanese visitors. In the identiﬁcation
process, the conﬂation of /l/ and /r/ functioned not only as a marker but as a part of
stereotype of JAE in a Labovian sense; once listeners had perceived it, they were
more likely to assume the speaker to be from a Japanese-speaking background,
although the same conﬂation was commonly observable in other East Asian accents
as well. Arguably, this indexicality may have been speciﬁc to NZ people at that time.

キーワード：日本語訛りの英語、訛りの識別、言語イデオロギー、指標
性、/l/ と /r/

Keywords: Japanese-accented English, accent identification, linguistic
ideology, indexicality, /l/ and /r/
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１．はじめに

1947年に新制中学校が発足し、英語が事実上の必修科目に指定されて
以来1、日本人話者の英語に特有の「正しくない」発音̶日本語訛り英語
（Japanese-accented English）̶をいかに矯正するかは教育現場にとどまら
ず、教育政策の立案者や教育産業に携わる人々にとっても大きな関心事で
あった。中学校用の学習指導要領は1947年発行の初版から1969年版まで、
一貫してイギリスとアメリカの発音を習得目標に掲げてきた（文部省 ,
1947, 1969）。特に1951年の改訂版では、ʻBritish Received Standardʼ（イギ
リス容認標準音）と General American（一般アメリカ発音）が「教養ある
英語話者」の発音として例証され2、その音声学的特徴が図表入りで詳述
されている（文部省 , 1951）
。しかし同時に、以下の記述も添えられてい
3
ることに注意すべきである 。
[O]ne cannot teach any type of pronunciation which he himself does not
habitually use, and it may be said with fair accuracy that the majority of
Japanese teachers of English do not use a pronunciation popularly regarded
as characteristically British or characteristically American.（文部省 , 1951,
Chapter 1）
控え目な表現とは言え、Lenneberg（1967）により臨界期仮説（critical

period hypothesis）が広く世に知られる15年以上も前に、日本の英語教育
界では現場教師の発音指導の限界が表面化していたのである。以降、学
習指導要領がこの点に直接言及することはなかったが、オーラルコミュ
ニケーションの重要性が叫ばれる度に、到達目標である英米の発音と教室
で聞かれる日本語訛りとの乖離が問題視されてきた。根強い英語母語話者
信奉（native-speakerism）と相まって、一般書からインターネット上のつ
ぶやきまで、日本語訛り批判が今も巷に溢れている。
「日本人英語の発音
の間違い」
「日本人の英語は訛っている！」「日本人発音さらば！」等々、
Google でキーワード検索すれば何百という記事や広告がヒットするが、
その多くは「街の言語学者（folk linguists）
」によるものである。日本語訛
りを恥ずべき逸脱と見なし、そこに提示された学習法を実践すれば英語母
語話者の発音に近づくことができると説いている。しかし、日本人以外の
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英語使用者に日本語訛りがどう捉えられているかについて、しかるべき資
料や根拠を示す記述はほとんど見当たらない。
２．日本語訛りの評価
日本の大学生を被験者とした間接法（indirect method）による言語態度調
査によれば、日本語訛りは英語母語話者の発音と比べ連帯項目（solidarity

traits）での評価は高いものの、能力項目（competence traits）や地位項目
（status traits）では大きく劣っている（McKenzie, 2008; Sasayama, 2013）
。
近年、アジアでは自国の英語変種に対する態度研究が盛んであるが、そ
こでも日本語訛りが被験者の訛り以上に高く評価されることはなく（e.g.,
South Korea [Ahn, 2015]; Taiwan [Chien, 2014]; Thailand [McKenzie, Kitikanan
& Boriboon, 2016]）、特に連帯項目と能力項目においてその傾向が強い4。
さらに直接法（direct method）による Jenkins（2007）の調査でも、日本人
の発音に対する中国人英語教師の回答には ʻbadʼ, ʻalmost incomprehensibleʼ,
ʻstrong accentʼ, ʻnot so good as the Chineseʼ と、否定的なコメントが並んでい
る（p. 175）
。
これに対して、英語母語話者による日本語訛りの識別や言語イデオ
ロギーを扱った文献は数少ない。筆者は、2003年にニュージーランド
（NZ）のカンタベリー大学（University of Canterbury）言語学科の協力を
得て、英語の11種の訛りに対する NZ 人の言語態度について間接法による
実験を行った。その成果の一部はすでに 3 編の論文で発表済みであるが
（Watanabe, 2008, 2016, 2017）
、他の研究者の知見も援用しながら日本語訛
りに関する問題を再検討したい。
３．調査対象と方法論
連帯・能力・地位の各項目に関する言語態度については Watanabe（2008）
に詳述しているので、本論では日本語訛りの識別と指標性（indexicality）
に絞って論を進める。ここで注目するのは表 1 の日本人話者 4 人である。

JF1はイギリスの大学院で英文学を学び、日本の大学で英語教育に携わっ
ていた。JF2は早期バイリンガル（childhood bilingual）の中でも連続バイ
リンガル（consecutive bilingual）に相当する（see Hamers & Blanc, 2000,
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表 1 ：日本人話者の英語習得情報
Code

性別

年齢

職業

習得開始年齢 主な習得英語変種

英語使用期間 *

JF1

女性

33歳

大学教員

12歳

UK English

2 年間

JF2

女性

16歳

高校生

10歳

NZ English

6 年間

JF3

女性

41歳

大学教員

0歳

US English

12年間

JM

男性

21歳

大学生

12歳

Australian English

0.5年間

* 英語使用期間 = 英語を主たる言語とする生活環境にあった期間

pp. 28–29）。10歳の時に NZ に渡り、一時帰国の期間を含め 6 年に亘り、
英語を主とする言語生活を送っていた。JF3は日英の同時バイリンガル
（simultaneous bilingual）であるが、中学校入学時にアメリカから帰国す
るまでは英語を使用する機会の方が多かったという。専門とするアメリカ
文学に関連して、通訳や英語教育の実務経験も豊かであった。JM はオー
ストラリアへの語学留学経験があり、英語習得へ強い意欲を示していた。
被験者として実験に参加したのは、カンタベリー大学の学生を中心とす
る総勢80名の英語母語話者であった。128語から成る同一文章の朗読録音
を聴き、朗読者が母語とする言語や英語の地域変種を推定した。ただし、
実験疲れ（fatigue effect）を考慮して一度に聴く録音数を制限したため、
変種や調査目的により評価者数が異なる点に注意されたい。
４．英語母語話者としての識別
聞き手が自分と同じ訛りを同定することは容易である。後述するよ
うに、NZ 英語の朗読者については被験者全員が英語母語話者と判定し
た（Watanabe, 2008）
。非母語話者の訛りの場合も同様であり、McKenzie
（2008）による日本人大学生を聞き手とする実験で、強い日本語訛り
（heavily-accented Japanese English）は90％を超える確率で正しく同定さ
れている5。それでは、英語母語話者による非母語話者の発音に対する判
定はどうであろうか。表 2 は、日本人話者が NZ で英語の母語話者と判断
された確率を示す（Watanabe [2008] より再編集）。

JF1と JM が初めて英語に接したのは中等教育時なので、Hamers and
Blanc（2000）の分類に従えば思春期バイリンガル（adolescent bilingual）
に該当するが、ここでは後期学習者（late learner）と呼ぶことにする。
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表 2 ：日本人話者の英語母語話者としての識別率
Code 習得条件 *

第一言語

第二言語

JF1

LL

Japanese

UK English

0 %（0）

56

JM

LL

Japanese

Aus. English 0 %（0）

65

JF2

BS（CONS） Japanese

JF3

BS（SIML） US English
Japanese

NZ English

推定英語 推定英語変種
母語率
（実数）
（実数）

評価者数

10%（8） S. African E（4） 79
Irish E（2）
Scottish E（1）
Other E（1）
88%（57） US E（42）
65
Canadian E（14）
S. African E（1）

* 習得条件：LL = Late learner, BS（CONS/SIML）=（Consecutive/Simultaneous）
bilingual speaker.

JF1は大学の英語教員であり、JM も英語能力試験を積極的に受験するなど
英語力の向上に熱心であったが、英語母語話者とは認められなかった。ち
なみに、ドイツ語、スペイン語、広東語、韓国語の各言語を母語とする後
期学習者̶いずれも NZ の大学・大学院の女性在籍者̶についても、広東
語話者への 1 票（1.8%）を除き、英語母語話者と判断する被験者は皆無
であった（Watanabe, 2008, pp. 116–117）
。NZ 人の英語母語話者に関する
判定基準は極めて高いと言える。

JF2と JF3は共に早期バイリンガルであるが、英語母語話者としての認
定度には大差がついた。前者を母語話者とした聞き手は10% に過ぎず、
しかも推定された英語変種は南アフリカ英語（South African English）や
アイルランド英語（Irish English）等、NZ 人にとっては比較的馴染みの
薄い方言であった。後者を88 ％の被験者が母語話者（86% は「北米の英
語話者」
）と認識したのとは対照的である。この事実は、発音習得上の
臨界期を思春期前（10歳以下）に置く仮説を裏付けたとも言えるが（see
Lenneberg, 1967）、母語話者判定に関わる要素は習得年齢だけではなさそ
うである。他言語を話すバイリンガルについて英語母語率をチェックした
ところ、興味深い結果が得られた（Watanabe, 2008, pp. 116–117）。マレー
語とマレーシア英語（Malaysian English）の連続バイリンガルとされる男
性の英語母語率はわずか 5 ％、ケニア英語（Kenyan English）とスワヒリ
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語の同時バイリンガルである女性のそれも38% であった。さらに NZ 英語
とトリスタンダクーニャ英語（Tristan da Cunha English）のモノリンガル
話者同士を比べたところ、前者の英語母語率が100%（NZ 英語としても

96%）であったのに対して後者は69% にとどまった。南大西洋のイギリス
海外領であるトリスタンダクーニャで話される英語は、地理的・歴史的
要因により他の英語変種との接触が限られていたため、典型的な ʻ lesserknown varietyʼ として知られている（Schreier, 2010）。実験時までに NZ 人
がこの訛りを耳にした可能性はなく、上記のケニア英語の場合も接触率は
低かったと思われる。これらの結果から、英語母語判定は話者の英語運
用力のみならず、聞き手の変種への熟知度にも左右されることが分かる
（Watanabe, 2016）
。
一方、後期学習者でありながら英語母語話者と判定された例が少数報
告されている（e.g., Bongaerts, 1999; Muñoz & Singleton, 2007; Nikolov,
2000）。そのような実例があることは確かであるが、いくつかの要因が複
合したごくまれなケースと見るべきであろう。徹底した発音指導を受け、
英語圏に留学し一定期間は母語の使用を絶つなど、英語力向上への強い
意志と並々ならぬ努力の成し得た業と考えられる。また、学習者の母語
であるオランダ語と英語間の音韻論上の類似性も見逃せない（Bongaerts,
Planken & Schils, 1995）。いずれにしても、ほとんどが後期学習者である
日本の英語教員が、日本語訛りを抑えて英語母語話者に準じる発音を披露
することは現実的でない。文部省（1951）の指摘は重い。
５．日本語訛りの同定
被験者が推定した英語後期学習者の母語を表 3 に示す（Watanabe [2008]
より再編集）
。日本語訛りの英語を話す朗読者の母語同定率は38%–45%
で、他の外国語訛りの話者（16%–27%）と比べ際立って高かった。21世
紀初頭の NZ における日本語および日本語訛り英語の高いプレゼンスが、
この背景にあったことは間違いない。1980年代以降2007年まで、日本は
国別の NZ 訪問者数で 2 位〜 4 位にランクされ、実験が行われた2003年も
オーストラリア、イギリス、アメリカに次いで第 4 位であった（Statistics
New Zealand, 2017）。ホテルやレストラン、街のいたるところで日本語訛
りの英語が飛び交っていたのである。また当時は日本との貿易や観光のさ
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表 3 ：英語後期学習者の推定母語（上位 2 位まで）
Code*

母語

推定母語（ 1 位）

推定母語（ 2 位）

評価者数

JF1

Japanese

Japanese（38%）

Malay（16%）

56

JM

Japanese

Japanese（45%）

Korean（25%）

65

GF

German

German（16%）

Dutch（14%）
Arabic（14%）
Korean（14%）

56

Swahili（23%）

80

SF

Spanish

Spanish（24%）

CF

Cantonese

Chinese（27%）
Japanese（27%）

56

KF

Korean

Korean（26%）
Chinese（26%）

80

*Code：GF, SF, CF, KF はすべて20歳台の女性

らなる拡大を期待して、日本語の学習熱も非常に高かった。1990年代に
は全国の 6 割を超える中等学校のカリキュラムに「日本語」が導入され、
外国語科目の履修率の首位をフランス語と競ったこともある（Ministry of

Education, 2018）。被験者を含め、当時の多くの若者が日本人講師の日本語
訛り英語に接していたことは想像に難くない。
東アジアの 4 人の後期学習者（JF1, JM, CF, KF）に共通する傾向とし
て、母語がヨーロッパの言語と推定されることはなかった。英語を含むイ
ンド・ヨーロッパ系の言語とは、音韻体系が明らかに異なって聞こえたの
であろう。これに関連して、JF2（連続バイリンガル）に対する母語推定
は示唆的である。英語母語話者と認識した被験者が10% 足らずであった
ことはすでに触れたが（表 2 参照）
、母語を日本語と正しく同定した聞き
手はさらに少なかった（ 9 %）
。回答はタイ語、マレー語、英語、オラン
ダ語（以上10% 超）からロシア語、スワヒリ語に至るまで、選択肢に用
意した14言語中の13言語に拡散していた（Watanabe, 2008, pp. 116-117）
。
加えて、「最も不可思議な訛り」とのコメントも多数寄せられた。母語を
同定する際に決め手となるべき特徴が検知できなかったのであろう。
McKenzie（2015）は、2011年 –2012年に北東イングランドの Newcastle
upon Tyne で、 2 名の英語母語話者と 4 名のアジア出身の非母語話者（イ
ンド、日本、中国、タイ）に関して母語の同定実験を行っている。前者の
英語母語率が両名とも事実上100% であったのに対して、後者のそれはい
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ずれも 1 % 以下であった。高度な英語力を有し英語圏の大学で学位を取得
した非母語話者ではあったが、NZ の場合と同様、英語母語判定のハード
ルは極めて高かったのである。一方、母語の同定については、インド亜大
陸からの移民が多いイギリスの人口構成を反映して、インド訛りは93 ％
と高い正答率を得た。他のアジア系訛りの中で日本語訛りは23％であり、
中国語訛りの12 ％、タイ語訛りの 7 % を上回った。ただし、この結果は
実験の行われたノーサンブリア大学（Northumbria University）に日本人
留学生が多かったためなのか、日本語訛りに何か顕著な特徴が認められた
ためなのかは分からない。
６．日本語訛りのマーカー

NZ で日本語訛りが高率で同定された根拠を探ってみたい。主に English
as a foreign language（EFL）の視点から、日本語訛りの特徴が数多く指摘
されてきた（e.g., Avery & Ehrlich, 1992; Black, Takefuta & Jancosek, 1979;
Carruthers, 2006; Riney & Anderson-Hsieh, 1993; Thompson, 2001）。しか
し、音声学の専門知識を持たない一般の聞き手が、詳細な音声特徴のすべ
てに通じているとは考え難い。特定の、あるいはごく限られた数の特徴
を基に英語の非母語話者であることを見抜き、さらには訛りの種類を推
定していると思われる。そこで、JF1を非母語話者とした判断が、分節音
素と超分節音素のどちらによるものかを調べた（表 4 の音声特徴 1 を参
照）。抑揚、リズム、休止などの韻律特徴も関わったことは確かであるが
（45%–55%）、被験者のほぼ全員（98%）が個々の語の発音を非母語話者
の根拠にあげている（Watanabe, 2017, p. 141）
。
ただし、この傾向は日本語訛りに限るものではなく、表 3 にあげた他
の外国語の訛りについても同様であった（95%–96%）
。ところで、超分節
音素についてはドイツ語訛りとスペイン語訛りに、英語音からの逸脱を
指摘する声が多かった。前者は「抑揚」と「リズム・強勢」の点で（それ
ぞれ80% と86%）、後者は「リズム・強勢」の点で（82%）、英語として不
自然な発音と見なされた。これに対して、高低アクセント（pitch accent）
を基盤とする日本語や典型的な音調言語（tonal language）である広東語
の訛りに、同様の指摘が少なかったことは意外である（Watanabe, 2017,
p. 141）。当該話者（JF1, CF）は、個人レベルでこれらの逸脱の抑制に長
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表 4 ：JF1を英語非母語話者とする判断根拠
音声特徴 1

音声特徴 2

発音（98%）

/l/ と /r/ の発音（57%）

抑揚（45%）

/θ/ または /ð/ の発音（13%）

リズム・強勢（55%）

母音の発音（7%）

朗読速度（32%）

/h/ の発音（0%）

休止（45%）

子音連結（0%）

声量（30%）
（評価者56人：複数回答可）

けていたのかも知れない。
それでは、多くの被験者が JF1の母語を日本語と特定した根拠は何で
あったのか。日本語訛りに特有とされる発音の逸脱傾向について訊い
た。（1）流音 /l/ と /r/ の発音、
（2）歯摩擦音 /θ/ または /ð/ の発音、（3）
母音の発音、（4）無声声門摩擦音 /h/ の発音、
（5）子音連結（consonant
cluster）の欠如，の 5 項目である。その結果、/l/ と /r/ を根拠とする回答
が57% に達した（表 4 の音声特徴 2 を参照）
。しかし、この特徴は日本語
訛りに限らず、韓国語と中国語の多数の方言、さらにはタイ語等の訛りに
も共通して観察されるものである（Chang, 2001; Lee, 2001; Smyth, 2001）
。
事実、広東語と韓国語を母語とする朗読者（CF, KF）についても、高い
頻度（それぞれ68％と50%）で指摘があった（Watanabe, 2017, p. 143）
。
ここで興味深いのは、JF1、CF、KF のいずれであれ、発音に /l/ と /r/ の
混同を認めた被験者は、その朗読者の母語を日本語と（誤）判断する割合
が有意に高かったことである [ χ2（3, N = 168）= 13.54, p < .01]（Watanabe,
2017, p. 144）。NZ では /l/ と /r/ の混同が Labov（1972）の言うマーカー
（marker）のレベルを超えて、日本語訛りのステレオタイプ（stereotype）
と化している可能性がある。日本人の英語に接する機会が多かった NZ の
社会を反映する結果と言えよう（第 5 章参照）
。
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７．結語と今後の課題
日本語を母語とする英語の後期学習者が、英語の母語話者と判断される
例は皆無と言ってよい。よく耳にする「ネイティブのような発音ですね」
との賛辞は、
「外国語にしては上手」の意であることが多い（Scovel, 1988,

p. 177）。/l/ と /r/ の混同は日本語訛り、ひいては「東アジア訛り」のマー
カーないしステレオタイプとして英語母語圏に定着していると考えられ
る。訛りに社会言語学的意味̶例えば話者の居住地域や階級・エスニシ
ティに関する含意̶が付随する以上、発音の矯正にはその困難さとは別
に慎重な判断が必要である。ところで、English as a lingua franca（ELF）
の使用者の大多数は、英語の非母語話者である。EFL では内圏（Inner
Circle）の英語が学習上の規範となるが、ELF の運用で問題となるのは
（英語母語話者にとっての）正用法ではなく、会話参与者間での明瞭性
（intelligibility）である。Jenkins（2000, 2007）の Lingua Franca Core が、
th 音を [θ] と [ð] に限定していないことはその意味で理に適っている6。し
かし、/l/ と /r/ の峻別は必須項目とされている。両流音の混同はアジアの
英語話者の間では広範に見られる現象であるが、他地域の ELF 使用も視
野に入れると、コミュニケーションの阻害要因と見なされるのであろう。
今後の研究課題は指標の経年変化である。2003年の NZ において /l/ と
/r/ の混同は確かに日本語訛りのステレオタイプであったが、15年を経た
現在もその認識は変わっていないのであろうか。例えば、NZ への国別訪
問者数で日本は2008年に中国に追い越され、2017年には両国の差が 4 倍
以上に広がっている（Statistics New Zealand, 2017）。これに伴い流音混同
が持つ社会言語学的意味も推移している可能性がある。一方、指標性の地
域差にも注意すべきである。筆者が国際学会でこの問題を論じたところ、
同じ特徴はオーストラリアやカリフォルニアでは中国語訛りを想起させる
との補足発言をフロアから得た（Watanabe, 2012）。北東イングランドに
おける McKenzie（2015）の実験でも、流音を混同する日本人話者の発音
は、中国訛りと誤判断されることがあった（p. 160）。さらに、英語教育
の若年化と共に、少なくとも聴き取り能力については、/l/ と /r/ を明瞭に
識別する日本人学習者が増えている印象がある。日本語訛り自体の変容の
可能性を捉えることも急務である。
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註
1

現行の中学校学習指導要領が必修科目に指定しているのは「外国語」であり、英

語に限定している訳ではない。その一方で「外国語科においては、英語を履修させるこ
とを原則とする」とも記されている（文部科学省 , 2017, 第 2 章第 9 節）
。2014 年 5 月の
時点で、英語以外の外国語を学習する中学校は、全国 10,557 校中わずかに 23 校であっ
た（文部科学省 , 2016a, 2016b）
。 しかも、
同一校が英語「も」開設していた可能性がある。
2

改 訂 版 の Chapter 1 で 提 示 さ れ た ʻ British Received Standard ʼ は、 巻 末 の
Appendix II では ʻ Southern British ʼ と言い換えられている。使用域を示す地図は、イ
ングランド南東部の地域訛りであるかの印象を与えかねないが、D. Jones の English
pronouncing dictionary（版は不詳）を下敷きにしていることから、この変種が Received
Pronunciation（RP）を指しているのは明らかである。
3
1951 年版の学習指導要領は、本文が英語で書かれ日本語は大意訳のみに使用され
た。ここでは英語の原文を引証する。
4
特に連帯項目について、自分と同じ訛りへのグループ内忠誠（in-group loyalty）
は、英語の外圏（Outer Circle）や拡大圏（Expanding Circle）に限らず、内圏（Inner
Circle）の変種間でも知られている。English accent 対 Scottish accent（Cheyne, 1970）、
RP 対 South Welsh/Somerset accent（Giles, 1971）等、言語態度研究の萌芽期の業績に
すでに同様の傾向が指摘されている。
5
同じ実験で、穏やかな日本語訛り（moderately-accented Japanese English）の日本
語同定率は 30％未満であった。当該話者の英米への長期の留学経験を考慮する必要が
ある。しかし、英語母語話者としての識別率も 25％に届かず、被験者の 62％は日本以
外の英語拡大圏出身者と推定した。
6
英語の歯摩擦音（/θ/ と /ð/）は、母語話者の間でも地域・社会階層による差異
が著しい。例えば、(Broad）London English における [f] への推移（Cruttenden, 2014,
p. 90）、New York City での [t] としての実現（Trudgill & Hannah, 2017, p. 52）等はよく
知られている。
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「hospitality」が「ホスピタリティ」として
日本語に溶け込むまで
中井延美
Abstract

The integration of the loanword for hospitality into the Japanese language
NAKAI Nobumi
Over the past ten years or so, the loanword for hospitality, which was not heard
much before, has come to be commonly used in Japanese. Searching for the term
hospitality in katakana in the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese
（BCCWJ）, 46 out of a total of 50 examples appeared in the media since 2000.
The loanword for hospitality (ホスピタリティ), which is based on the meaning of
the original word hospitality, is often referred to as cordial omotenasi in Japanese,
undergoing a unique change in the Japanese language. This article examines how the
loanword for hospitality has been integrated into the Japanese language during the past
70 years, highlighting examples that appear in the written language media.

キーワード：ホスピタリティ、外来語、日本語、個人ホスピタリティ、
観光ホスピタリティ
Keywords: hospitality, loanwords, Japanese language, individual-based
hospitality, tourism-based hospitality

１．はじめに
ここ十数年の間に「ホスピタリティ」ということばが日本語のなかでよ
く使われるようになった。以前はあまり耳にすることのなかった用語であ
る。斯くいう筆者にとっても、十数年前までは大して馴染みのなかった表
1）
現である。BCCWJ（現代日本語書き言葉均衡コーパス）
で「ホスピタリ

ティ」を検索すると50の用例のうち46の用例が2000年以降に発行された
メディアからのものである。外来語「ホスピタリティ」は、しばしば「お
もてなしの心」などと換言され、原語の「hospitality」の意味を踏まえて
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日本語のなかで独自の変化を遂げ、解釈の裾野がより広いものになってき
ている。本稿では、
「ホスピタリティ」の概念が、この70年の間に、日本
語としてどのように解釈されるに至ったかを、書き言葉のメディアに登場
する用例を追いながら検討する。
２．1940年代・1950年代の「ホスピタリティ」
いったい、いつ、だれが「ホスピタリティ」ということばを日本語のな
かで初めて使用したのか。筆者が知る最も古い使用例は、1948年（昭和

23年）から翌年にかけて新聞に掲載された獅子文六の小説『てんやわん
や』の「水落ちて石露わる」という話のなかに登場する。「なんという、
心理なのであるか。女性がその肉体を献げて、ホスピタリティ（親切）を
表現するなんて、考えられるだろうか」というものである。艶っぽい用例
だが、
『精選版 日本国語大辞典』
（2006）で「ホスピタリティー」を調べ
ると、「心のこもったもてなし。手厚いもてなし。歓待。また、歓待の精
神。
」という説明のあとに、上記の下線部分が用例として紹介されている。
戦後間もないこの時代に「ホスピタリティ」ということばを使ってしま
う書き手は極めて珍しかったはずだが、若い頃にフランスに渡って演劇理
論を勉強していたという同氏の来歴を知ると納得がいく。当時は、何かし
ら海外と接点をもたない限り、なかなか使えることばでもなければ、理解
できることばでもなかっただろう。獅子の用例では「親切」という意味が
括弧に入れて添えられている。
「ホスピタリティ」が、まだ多くの読み手
にとって馴染みのあることばでなかったからこそ、俗を雅に伝えようとあ
えて用いたのかもしれない。
次に古い使用例は、1953年（昭和28年）に暮しの手帖社から出版され
た片山広子の『燈火節』のなかの「あけび」の一節で
（1）のように用いら
れているものである。
（1） お茶を出すといふことが昔から日本人のホスピタリティであつ
て、奥さんみづからが立派な古めいたきうすに銀びんのお湯を注
いで替へてくれるお茶は大へんなホスピタリティにちがひない。
（片山 1953, 青空文庫）
※「ホスピタリティ」の太字強調は筆者による。以下同様。
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今でこそ、接客業やサービス業に関わる用語としてよく登場するように
なったが、片山の時代に、「ホスピタリティ」という表現が外来語として
定着していたとは考え難い。東洋英和女学校で学び、歌人で、随筆家で、
アイルランド文学の翻訳も数多く手がけ、才知にたけた片山氏だからこそ
使い得たことばであろう。
「お茶を出すといふことが昔から日本人のホスピタリティであつて、…」
という片山の「ホスピタリティ」の用い方は、実に言い得て妙である。書
き手が原語の hospitality ということばの意味を深く理解したうえで、一般
の日本人にも「そうか、ホスピタリティとはそういうことなのか」とすぐ
わかるように綴られている。
３．1960年代の「ホスピタリティ」
筆者が知る3番目に古い「ホスピタリティ」の使用例は、阿川弘之の紀
行文「ホノルルまで」のなかで紹介されている「ハワイヤン・ホスピタリ
2）
ティ」
（1961: 32-36）である。
大宅荘一・桑原武夫・阿川弘之の三氏が編

集し、1961年に中央公論社から出版された『世界の旅 [1] 日本出発』に収
載されている。阿川が東京を発つとき友人から紹介状を渡された相手が、
ハワイ日系一世の「藤倉のおばあさん」という人で、その藤倉のおばあさ
んと娘夫婦（滝岡夫妻）が、初対面の阿川夫妻をホノルル郊外にある大層
な自宅の離れに 1 か月も住まわせてくれたという話である。阿川は
（2）の
ように述べている。
（2） のちになって私は、ハワイヤン・ホスピタリティという言葉があ
ることを知った。訳せばそれは、ハワイ流のもてなしということ
であろうが、無償の一種の底抜けの親切という意味をふくんでい
るらしい。私は、藤倉のおばあさんを知り、滝岡夫妻を知ったこ
とで、最も代表的なハワイヤン・ホスピタリティを経験すること
になったようであった。

（阿川 1961: 34-35）

さらに、この「ハワイヤン・ホスピタリティ」の「ホスピタリティ」の
部分の本質を裏づける
（3）
のような記述がある。
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（3） 八十何歳の藤倉おばあさんには、滝岡夫人を中に、すでに成人し
た多勢の子女があり、みんな熱心なクリスチャンであること。
（阿川 1961: 35）
。
つまり、阿川氏が経験した「最も代表的なハワイヤン・ホスピタリティ」
は、敬虔なクリスチャンによって実践されたものであったわけだ。英語の
3）
「hospitality」ということばには、
（4）
のような宗教的背景があるという。

（4） キリスト教徒には hospitality, hospitable という語から、「旅人をも
てなすことを忘れてはなりません」
「不平を言わずにもてなし合い
なさい」
といった新約聖書のことばを思い出す人が多い。したがっ
て、意識しているとしていないとにかかわらず、彼らにとっての
「もてなし」とは神の命令を実践することにもつながる。
（山岸 2009: 844）
阿川の紀行文のなかで「ハワイヤン・ホスピタリティ」として紹介され
た「ホスピタリティ」という表現には、まさにこの「旅人をもてなすこと
を忘れてはなりません」という思いが伴われるに違いない。
４．1970年代・1980年代の「ホスピタリティ」

BCCWJ には、1971−2005年に発行された書籍から無作為に抽出された
22,058件ものサンプルが含まれているが、1970年代・1980年代の「ホス
ピタリティ」の用例として検索されたのは、それぞれ（5）
（6）のみである。
（5） 豪放偉丈夫、慶応のこわい塾長先生が、米内の前だといい子にな
り、
「ホスピタリティの権化」になる。

（阿川 1978, BCCWJ）

（6） ……例えば、石炭を掘っていた人が急に高齢者に優れたホスピタ
リティを表現するのは難しい。

（野田 1988, BCCWJ）

（5）は、前述の「ハワイヤン・ホスピタリティ」を紹介した阿川弘之が
17年後に記した『米内光政』のなかに登場する「ホスピタリティ」の用
例である。当時に至ってもまだ一般的にあまり使われることのなかった
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「ホスピタリティ」であるが、阿川は「ホスピタリティの権化」という、
ひねりを効かせた用い方をしている。前掲
（2）では、「ハワイヤン・ホス
ピタリティ」という表現を日本語のなかに新たに導入するようなかたち
で、英語の hospitality の意味を踏まえて「ホスピタリティ」ということば
がシンプルに用いられていた。それに対して
（5）の「ホスピタリティの権
化」では、「ホスピタリティ」が日本語のなかですでに独自のニュアンス
を帯びているように感じられる。
（6）は、野田正彰氏が1988年に中央公論社から出した『生きがいシェア
リング―産業構造転換期の勤労意識』における「ホスピタリティ」の用例
である。同著は、周囲の人々の生き方に関心を持つことにより無限の生き
がいを分配することがテーマであり、
（6）の文脈では、街全体が高齢者に
とって精神的にバリアフリーになることにつながる要素として「ホスピタ
リティ」という表現が書き手によって選び取られたのではないだろうか。

BCCWJ の検索結果を見る限り、1980年代においても、「ホスピタリ
ティ」は、まだそれほど一般的に使われていたことばではなかったようだ
が、大衆に先駆け、阿川や野田のような一部の書き手にとっては、既存の
日本語表現として十分認識されていたことがわかる。
５．1990年代の「ホスピタリティ」

BCCWJ で検索された1999年以前のメディアからの用例 4 つのうち、残
りの 2 つが1990年代のメディアから検索された次の（7）
（8）である。
（7） ……外国人旅行者が、日本人と触れ合うことのできるホスピタリ
ティーを整えた観光地を作ることが大きな課題となっている。
（観光白書1991, BCCWJ）
（8） そして、琉球王朝時代から万国津梁の鐘に刻まれた精神で平和を
希求し続けてきた精神とホスピタリティーの県民性を遺憾なく発
揮して、遠来の世界主要国の首脳を初め、世界じゅうから集まる
……

（仲村委員1999, BCCWJ）

（8）では、「ホスピタリティ」という表現が、それぞれ「ホスピタリ
（7）
ティを整えた観光地」
「ホスピタリティーの県民性」というように、地域
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の特性、地域の人々の属性に関する供述のなかで用いられている。このよ
うに観光事業に関わる有償の要素として「ホスピタリティ」が扱われてい
る点で、これまでに見てきた「ホスピタリティ」の用例とは一線を画して
いる。なぜなら、獅子（1948）
・片山（1953）
・阿川（1961, 1978）・野田
（1988）では、いずれも「ホスピタリティ」という表現が個人ベースで且
つ無償で体現される要素として扱われていたからである。
以下、個人ベースで体現される無償の要素としてのホスピタリティを、
便宜上「個人ホスピタリティ」と呼ぶ。一方、観光事業に関わる有償の要
素として（狭義の観光事業に限らず、あらゆるビジネスが観光と組み合わ
さる可能性も含めて）扱われるホスピタリティを、「観光ホスピタリティ」
と呼ぶ。
６．2000年以降の「ホスピタリティ」

BCCWJ の検索結果のうち、2000年以降の46の用例について、「ホスピ
タリティ」という表現が登場するコンテクストによって、それが「個人ホ
スピタリティ」と「観光ホスピタリティ」のいずれに該当するかを見た。
すると、観光ホスピタリティに該当するサンプルが圧倒的に多く、個人ホ
スピタリティに該当する用例としては、わずかに以下の 3 つが含まれる。
（9） 来客をとことんもてなす台湾の兄姉がたのホスピタリティに、真
の友好のあり方を教 えられたことだった。謝謝！
（Yahoo! ブログ2008, BCCWJ）
（10）涙を浮かべながらぽつりぽつりと静かに語った子。取材慣れした
ホスピタリティ精神からか、機転をきかせてこちらが喜ぶような
セリフを吐いてくれる子もいた。

（最相2003, BCCWJ）

（11）必要以上に愛嬌を振りまくでもなく、だがホスピタリティは忘れ
ない。生真面目な性格のようだ。口調は実にスローリー。
（ハシモト・麻生2002, BCCWJ）
（9）の「来客をとことんもてなす台湾の兄姉がたのホスピタリティ」が
意味するところは、阿川（1961）で紹介された「ハワイヤン・ホスピタ
リティ」に通ずるものが大いにありそうだ。ただし、
「ホスピタリティ」
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という表現が一般的にほとんど使われることのなかった阿川の時代と違っ
て、Yahoo! ブログで当たり前のように使用されるようになったことは、
半世紀ほどの間に日本語のなかの「ホスピタリティ」に生じた大きな変化
である。
（10）は、最相葉月の取材執筆を集めて2003年に筑摩書房から出された
書籍からの用例である。ここで登場する「ホスピタリティ精神」という表
現は、観光ホスピタリティに該当するサンプルとしても
（12）
（13）が検索
された。
（12）……その基盤となるのは，地域観光における魅力あふれるホスピ
タリティ精神（厚くもてなす心）の高揚である。
（北川 2001, BCCWJ）
（13）さらに重要なものは，何よりも市民の開放的な気風を生かしたホ
スピタリティ精神あふれる受け入れ体制の充実が必要である。
（中尾 2001, BCCWJ）
今日でも「ホスピタリティ精神」という表現は日本語のなかでよく聞か
れるが、英語では、
「the spirit of hospitality」
「the heart of hospitality」な
どと用いられる。また、日本語でよく用いられる「ホスピタリティ・マイ
ンド」という言い方は、日本語のなかで独自に発達した和製英語表現であ
る。英語でいうなら「a hospitality mindset」であろう。「mindset」は「考
え方」
「ものの見方」などを意味する。

BCCWJ の検索結果を見る限り、「ホスピタリティ」という表現が、観
光ホスピタリティとして用いられたのは、
（7）にあげた平成 3 年版の『観
光白書』が初出である。続いて2000年以降になると、
『観光事業論』
（北
川2001）
、
『コトラーのホスピタリティ＆ツーリズム・マーケティング』
（白井 [ 監修 ]・平林 [ 訳 ] 2003）からの用例が多く見られる。同時に、
『家
庭画報』
（2001）、
『Hanako』
（2003, 2005）などの一般総合誌、（9）にあげ
たような Yahoo! ブログでも「ホスピタリティ」が観光ホスピタリティと
して使用されている。BCCWJ 収録のデータは2008年までのサンプルであ
るが、その後も「ホスピタリティ」という表現が観光ホスピタリティのコ
ンテクストで継続的に使用されていることは言うまでもない。
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７．英語のなかの「ホスピタリティ」

Oxford Advanced Learnerʼs Dictionary（第 7 版）で「hospitality」を調べ
ると、
（14）
のように二弾構えで定義されている。
（14） 1. Friendly and generous behavior towards guests.
（客に対する親切で寛容な態度）
2. Food, drink or services that are provided by an organization for
guests, customers, etc.
（来客や顧客などのために組織によって提供される飲食
物やサービス）
※（

）内の和訳は筆者による。

1 の定義では無償であるのに対し、 2 の定義では有償であるという点
で大きな違いがある。 2 の定義の意味するところは、ホスピタリティ産業
で提供される要素としての「hospitality」である。また、 1 の定義は個人
ホスピタリティに相当し、 2 の定義は観光ホスピタリティに包含される。
数年前から日本で暮らし、流暢な日本語を話すアメリカ人の青年に、英
語の「hospitality」という語からどのようなことを連想するか、インタ
ビュー調査したことがある。彼が話したポイントは、おもに
（15）に挙げ
るような事がらであった。
（15） a.「hospitality」は、個人レベルの要素である。

b. 人を歓迎するのが当たり前の設定（ホテルやレストラン）で
は、「hospitality」は連想しない。
c. 人を歓迎するのが必ずしも当たり前でない設定（たとえば、友
人の家など）で、手厚く歓迎されると、それは「hospitality」
であると感じる。
d. 自分がニューヨークの実家に帰ったとき、母親が温かく迎え
てくれるのは「hospitality」ではない。もしそれを「hospitality」
と呼ぶと、母親との関係に距離があるように感じる。
e. アメリカでも、中部や南部のほうが「hospitality」があるよう
に思う。しかし、西海岸と東海岸では差を感じない。
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f. 国レベルで人を歓待するような場合は、
「hospitality」といえる。
これらのポイントを見ると、このアメリカ人青年のもつ「hospitality」
に対する感覚が、おもに「個人ホスピタリティ」に基づいていることがわ
かる。中でも、
（15d）
のポイントは、英語の「hospitality」が、相手との一
定の距離感を前提とした表現であることを知るうえで興味深い。一般の英
語話者にとって「hospitality」ということばは、観光ホスピタリティと大
して結びつかないのかもしれない。少なくとも、今の日本語に定着してい
る「ホスピタリティ」という表現が、
「日常圏のサービス場面で親切な対
4）
応を受けた」
というようなことにまで結びついてしまうのとは、大きな

違いがありそうだ。
８．おわりに――日本語のなかで独自の変化を遂げた「ホスピタリティ」
戦後間もない頃の新聞小説に「ホスピタリティ」ということばが登場
してから70年になる。獅子（1948）
・片山（1953）
・阿川（1961, 1978）
・
野田（1988）で見た1940年代から1980年代までの「ホスピタリティ」は、
いずれも個人ホスピタリティとしての用例である。そのような古くからの
個人ホスピタリティの用いられ方のなかにも徐々に変化が見られる。
獅子（1948）
・片山（1953）
・阿川（1961）が用いた「ホスピタリティ」
ということばは、原語の「hospitality」の意味を十分保持しながら、日
本語のなかに新たに導入されるように用いられている。しかし、阿川
（1978）・野田（1988）の用例では、すでに日本語に存在していた「ホス
ピタリティ」ということばが吟味され、選ばれたような感がある。そし
て、1990年代に入ると、
「ホスピタリティ」が観光ホスピタリティとして
用いられるようになり、2000年以降は観光ホスピタリティに該当する用
例が圧倒的に多く見られるようになる。
以上のような流れを経て、崇高な宗教的概念に裏打ちされた「ホスピタ
リティ」ということばは、洒落た響きを伴う外来語として日本語のなかに
徐々に広まり、独自の変化を遂げ、今やれっきとした日本語として独り歩
きすらしている。そのような日本語の「ホスピタリティ」の特徴は、日常
的レベルから観光ホスピタリティとの結びつきが強く、解釈の裾野がより
広いものになってきていることだといえよう。
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※本稿は、ツーリズムビジネス専門誌『Travel Journal』
（2018年 5 月 7
日・14日特別号）に「日本語における『ホスピタリティ』の昔と今」
というタイトルで寄稿した論文の内容を再掲したものである。同誌は言
語関係者に読まれる機会が極めて少ないことから、英語文化研究の専門
誌である本誌を通じて公表する次第である。

註
1） BCCWJ（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese）には、現代の日本語
の書き言葉の全体像を把握できるように集められたサンプルが約１億語収録されて
いる。2012年 3 月現在、検索対象となっているのは、以下の11種のデータ（（ ）
内はデータの発行年）である。
書籍（1971~2005年）
、雑誌（2001~2005年）
、新聞（2001~2005年）
、白書（1976~2005年）
、
教科書（2005~2007年）
、広報紙（2008年）
、Yahoo! 知恵袋（2005年）、Yahoo! ブログ
（2008年）
、
韻文（1980~2005年）、法律（1976~2005年）、国会会議録（1976~2005年）

2） 阿川（1961）のなかに「ハワイアン・ホスピタリティ」という「ホスピタリティ」
の使用例があることを筆者に示してくれたのは、『日本初の海外観光旅行―九十六
日間世界一周』（春風社2009）の著者である小林健氏である。
3） 同小林健氏によれば、欧米の hospitality の起源は多分に宗教的なものであり、日
本の「布施」の精神に通ずるものと理解されるという。古代日本にも行き倒れの
旅人を一時収容する布施屋と呼ばれる救護施設があった（悲田処など）こと、あ
るいは、伊勢参りなどの巡礼者に対する沿道庶民の「布施」についても、欧米の
hospitality と相通ずる発想である、とご教示いただいたことがある。
4） 杉田（2008 116）は次のように指摘している。「昨今サービスという聞き慣れた言
葉より、ホスピタリティという響きの良い言葉に置き換え、第三次（特にサービ
ス）産業を、ホスピタリティ産業と称する傾向も見受けられる。しかし日常圏の
サービス場面で親切な対応を受けたとしても、ホスピタリティという言葉を持ち出
すには無理がある。」（本文で下線部を引用）
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日中鎮朗
Abstract

Acquisition of Knowledge and Addressee of the Narrative:
Procedure in Kazuo Ishiguroʼs Never Let Me Go
NITCHU Shizuo
Kazuo Ishiguroʼs novel, Never Let Me Go has a phase of a dystopian world where
the human clones are brought up to be donors, that is, they must compulsorily donate
their internal organs till they die. Based on an analysis of the dehumanizing dystopia, this
study emphasizes that the novel is constituted of Kathyʼs monologue, i.e., a ﬁrst-person
narrative, which means that the story takes her view of the various events and problems.
Employing a narratological approach, this study indicates that the information/discourse
she gives to readers is not always logical and reliable. This narrative style leads the
readers to the situation that they experience the events and the thoughts, assumptions,
postulations and feelings of the characters in the novel vicariously.
This study also argues that the addressees of her narrative are other human
clones brought up in a better environment, and at the same time the readers, i.e.,
human beings.
Such a procedure has an eﬀect that the story is transformed from a mere ﬁction
which results in a helplessness in the face of reality to a potency competent for
confronting the reality.
“The Morningdale Scandal”, which reflects a typical traditional eschatology,
reveals the defect of humanitarianism. This study argues that her method of the
narrative can be an effective experiment which avoids and overcomes such a
defect. By analysing how one can acquire factual knowledge in the chaos of false
information, hypotheses and biased views, this study shows that Kathyʼs way of
ﬂuctuating narrative is regarded as a functional solution to reach the real substantial
knowledge.

キーワード：ディストピア、ナラトロジー、知、あて先、非人間的扱い

Keywords: dystopia, narratology, knowledge, addressee, dehumanization
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Kazuo Ishiguro（1954-）の小説『わたしを離さないで』Never Let Me Go
（2005）の物語構成上の特徴はキャシーによる一人称の語りである。一人
称の語りは、通常、すでにすべての出来事が終わり、その細部を知った後
での回想であるゆえに、回想の対象に対し、感情的あるいは情緒的な位相
で物語を支配するだけではなく、物語世界内での全知ゆえの揺るぎない視
点を確立し、それに基づいた一定の見方で細部を解釈し、自分なりの結論
やパースペクティヴをもって出来事に対峙し、再構成するため、思弁的な
（独語 spekulativ）な位相での支配もする。しかし、キャシーの語りは譲歩、
反転、否定、事象の全体の無意味化、曖昧化といった揺らぎの構造を示す
1
。本論考はこうした揺らぐ語りの技法自体が語り手キャシーの戦略である
ことを示し、それを分析するとともに、それが小説に対して持つ意味を考
察することを目的とする。
１．物語の特性と語りの論理
この小説の冒頭部分からすでにその語りの特性が凝縮されて現れている。

My name is Kathy H. Iʼm thirty-one years old, and Iʼve been a carer now
for over eleven years. ...but actually they want me to go on for another
eight months, ... . (3)
一人称（キャシー）での語りによる自己紹介から始まるが、“ carer ”（介護
人）
、“donors”（提供者）
、その関連語として他に、
「 4 回目の提供」
「agitated
（動揺）に分類される」
「calm（平静）のままで」という言葉も現れるが、
語の説明はなされず、この後、指示される名詞なしで現れる “they”「彼ら」
が指し示すものも明らかにされることなく、しばらく使われたのちに別の
話題へと移る。再び、
「提供」の語が現れるのは “ Hailsham ”（ヘールシャ
ム）の回想に移っている第 3 章で、しかもそこでは一度だけであり、これ
もそのまま消えて意味が明らかにされるのはずっと後である。
この小説の特徴は読者に対して情報が極度に制限され、伏線として暗示
やヒントが埋め込まれ、読者は全体像が明らかになった時点で初めてそれ
らの意味を知るという構造、つまり、謎を解いてゆく探偵小説の構造にあ
る。情報や説明の少なさゆえに、読者はそれらをピースのように慎重に

知の獲得と語りのあて先
――Kazuo Ishiguro の Never Let Me Go におけるその手続き

33

集め、全体を構成することを強いられる。
『わたしを離さないで』の場合
には、31歳の語り手キャシーにはすでにすべてわかっているにもかかわ
4

4

らず、情報自体の意味や価値を故意 に宙に浮かせ、真偽不明のまま一つ
の話題を終え、次の話題に移る。
『日の名残り』
（The Remains of the Day,

1989）における語り手の非中立性は定説的だが、三浦玲一は「この「信
頼できない語り手」というテクニックは、これ以降のイシグロ作品におい
ても、基本的に常に、中心的なものであり続ける」
（三浦 51）としている
が、実際、キャシーの故意はイシグロ作品のこうした「偽る語り手」の性
質の系譜に位置づけられると考えられる2。
ウェイン・ブースが言うように、現代小説の一般的基準として期待され
るものは物語られる事柄に対する主観からの解放、客観性であり、この客
観性の根底に neutrality、impartiality、impassibilité の 3 つの要素を認めつ
つ、つぎのようにブースは言う。
（Booth 67）
4

4

Objectivity in the author can mean, ﬁrst, an attitude of neutrality toward
all value, an attempt at disinterested reporting of all things good and evil.
(Booth 67-68)
つまり、キャシーの物語る態度は「すべての事柄を公平に報告しようとす
ること」とはかけ離れているのである。むろん、物語（物語られた事柄）
と物語行為（物語るキャシーとイシグロ）とは異なる関係をもつ。しかし
これには1961年にウェイン・ブースが提起した implied author の訳は auteur
implicité という直訳ではなく、auteur impliqué であるべきだと再提起する
ジェラール・ジュネットの空間的隠喩（les métaphores spatiales）の考えが
有効であろう。つまり、空間（物語）の存在と言語や話者の存在の役割を
同一視し、作者は物語空間を隠喩として書くと認識するわけである。

Il y a bien ici un signifié, qui est l ʼ objet variable du discours, et un
signiﬁant, qui est le terme spital. (Genette 103)
隠されている秘密があることに読者は次第に気づいていくが、キャシー
が視点を幼い自分においてしまうために、幼いキャシーと同じように読
者は推測し、不安や動揺、絶望を追体験し、全体を読み終えて初めて意
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味が分かる構造になっている。第 3 章では「提供」は “ ...What she was

talking about was, you know, about us. Whatʼs going to happen to us one day.
Donations and all that.” というように言及されるだけであり（29）、「提供」
に関するこれ以上の情報も、またその追求も結論も読者に与えられないま
ま、曖昧に終わる。次に「提供」について語られるのは、第 6 章になっ
てからである。しかもキャシーの与える情報＝語りには打消し、譲歩、仮
定などが続く＜曖昧さの論理＞が使用されている。
So why had we stayed silent that day? I suppose it was because even at
that age − we are nine or ten − we knew just enough to make us wary
of that whole territory. Itʼs hard now to remember just how much we
knew by then. We certainly knew ―though not in any deep sense − that
we were diﬀerent from our guardians, and also from the normal people
outside; we perhaps even knew that a long way down the line there were
donations waiting for us. But we didnʼt really know what that meant.（69、
下線部は引用者）
時間のずらし（even at that age/now/ by then）
、確実性のずらし（I suppose/

certainly /perhaps/ really）、知識内容の量のずらし（we knew just enough/
how much/ though not in any deep sense）がすぐに見て取れるが、回想して
いる現時点での判断と当時の判断とを使い分け、両者を入れ子構造にする
ことによって、読者の全体的な判断をますます困難にし、結果的に全体像
を見通せなくしている。例えば、
「その年齢でも知っていた」という過去
の事実としての表現を現在からの推量（I suppose）に組み込むことによっ
て、知っていたという過去の状況・行為の事実性自体を失わせる。
また論理の流れは「知っていたか」ということに対して、
「今となって
はどれほどきちんと（just how much）知っていたかは思い出せない」と完
全否定でも肯定でもなく、曖昧に打ち消し、続けて「確かに知っていた」
（certainly）と言い直しつつ、
「もっとも深い意味で知っているというわけで
はないのだが」と譲歩的な制限を加え、知っていることの内容も曖昧化さ
せる。最終的には「本当には（really）
」と譲歩付きながら「実際にはわかっ
ていなかった」とそもそもの前提と全体を否定する。なお、全体が「知っ
ていた」ということ（知）を巡ったものであることに留意しておきたい。
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ではなぜ、キャシーは曖昧にするのだろうか？『遠い山なみの光』A

Pale View of Hills（1982）の「語り手エツコによる回想に関して「曖昧さ」
を醸し出すことに腐心した」
（遠藤 82）というイシグロのインタビューを
起点に、遠藤は記憶とイシグロにおける出自、言語の二重性を考えるが、
同様にここでもキャシーという語り手の存在の二重性、すなわち、人間
（の感情を持ち、冒頭は人間として語り始めるように見える）とクローン
という二重性が曖昧さを産む構造を考えることも出来るが、本論では語り
の構造に焦点を当てて考えたい。安藤和弘は曖昧さと過去（起源）への遡
及を関連づけ、「ある事柄の始まりについてキャシーが語るとき、まずは
一つありえる可能性を言った上で、次に、それよりも更なる過去に遡って
別の可能性を指摘するような、前には更にその前があると言って過去へ過
去へと遡る動きを見せる彼女の語り口」があり、「探求めいたことをしは
するが、結局は分からないという具合に話持っていくということを、キャ
シーはしばしばする」
（安藤 42）と指摘する。
そのような捏造は、時間が未来へ向けてではなく過去へ向けて伸びる
ような感覚を生むという効果を持つ。始まりは曖昧であるので、それ
はどこまで戻っても到達できないほど遠い過去にあるような錯覚さえ
生じる。人生が、未来の方向で閉ざされてしまっているのであれば、
過去の方向に伸ばせば良い。
（中略）キャシーの時間観、クローン人
間の人生の短さは、絶対的ではなく、物語行為によって伸縮できると
いう考え方を、キャシーは、起源を捏造するという技法によって、見
事に実践しているのである。
（安藤 47）
安藤は過去へ遡るという行為は曖昧化であると同時にキャシーの恣意的な
時間操作であり、過去へと時間を引き延ばすキャシーの意図的な物語行為
をクローン人間の未来の閉ざされた人生と結びつける。つまり、曖昧化の
論理にクローン人間の閉ざされた未来を結び付けている。だが、本当に閉
ざされているのだろうか？ キャシー（あるいはイシグロ）はそうした視
点なのだろうか？ つぎにそれを考察しよう。
キャシーたちの友情、恋愛（三角関係）
、さまざまな感情といったヘー
ルシャム時代の日常や、たとえば、恋人との愛が認められれば臓器提供の
「猶予」
（“Hailsham students and deferrals”）
（247）があるという噂にすがっ
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たり、細胞提供者（親＝ポシブル）を探したりすることが象徴的に示すよ
うに、クローン人間もまたノーマルな人間同様に愛、苦悩、絶望を感じる
ことは証明されている。クローン人間が子供は産めない身体で、死ぬまで
可能な限り臓器提供をするために作られたことを考えれば、臓器提供の制
度や社会のありかたにおいて確かに未来は閉ざされているように見える。
これはこの社会のあり方、エミリー先生たちのクローン人間の環境改善運
動、モーニングデール・スキャンダルでの挫折といった物語の核心に関わ
る。これをディストピアの観念と関わらせることによって、クローン人間
には絶望以外何もないとする視点こそが実はクローン人間を臓器提供の道
具としか見ず、それゆえに不気味なものとして遠ざけ、彼らや彼らを取り
巻く状況を直視・対峙することを避けながら彼らを利用する外部のノーマ
ルな人間の視点と重なること、そしてそこから脱する方法が「きちんと知
ること」
（知の獲得）であることを解明していきたい。
２．脱ヒューマニズムと「知ること」の方法
読者やクローン人間はこの物語設定上のイギリス社会をディストピア社
会とみなすと思われるが、社会構成員の人間にとっては、クローン人間の
臓器提供によって親、配偶者、子供、近親者の命が助かるゆえに望ましい
医療ユートピア社会なのである。社会が成立する限り、利害関係が異な
る「社会層」が必ずあるため、ディストピア社会かどうかは一義的に決
定できない。だからこそ、ジェイムソンは “...the Utopian form...is capable
of mutation and of the seemingly unlimited reﬂexive reincorporation of antiUtopian positions and impulses... .”（Jameson 191）とユートピアとディス
トピアの否定と呑み込み合いを強調するのである。たとえば、独裁国家
は、権力者・独裁者側にはユートピア社会であり、大多数の人々にとって
はディストピアである。一般的にはそれをディストピアというが、この小
説では大多数派はクローン人間の犠牲のもと、命が救われ、安心や快適を
感じているはずの人間である。にもかかわらず、この小説をディストピア
小説とみなし、クローンに未来のない残酷さを無条件に見る理由は、読者
がこれをまず人間の物語として読み、やがてそれがクローンの語る物語だ
とわかった場合には、すでに感情移入ができていて、通常の人間感情、モ
ラル観念に照らすからである。つまり、最初は生徒たちがクローンである
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ことを伏せ、人間として描く語り手の方法ゆえであり、まさにそれがキャ
シー/ イシグロの語りの戦略である。その戦略効果のためのもう一つの工
夫は、ヘールシャムに関わらない、科白を持った登場人物は一切登場せ
ず、外部の人間社会の状況を極力描かないようにしていることである。か
ろうじて、外部の人間はポシブル探しの場面設定として描かれるだけだ
し、また当時の社会状況が初めて示される第22章のモーニングデール事
件もエミリ先生の口から状況説明、経緯の説明がなされるだけで、描写は
されない。それはなぜか？ その理由こそがこの作品の重要な論点である。
たとえば、娘を癌で失いそうになる外部社会の親の苦悩を描けば、この小
説はヒューマニズムの次元で論じられてしまう。ヒューマニズムへの還元
をイシグロは避けたのである。この点で “dehumanization” という括りをア
ガンベン Giorgio Agamben（1942-）の「ホモ・サケル」（聖なる人間）と
いう考えから捉え直している Gmiat の視点は新しい。

The sphere of human action described by Agamben acts as a violence that
opens up a limited space of sovereign decision ... . The sovereign decision
refers to the bare life of a person, meaning the natural life or the pure fact
of birth ... . The sovereign incorporates bare life into a state of exception.
（Gmiat 5）
「ホモ・サケル」の聖性はその生の例外状態と、それゆえのむきだしの生
や身体から生まれるといっていいが、これがクローン人間の置かれた状況
と重なるのは自明であろう。アガンベンはアウシュビッツに強制的に収容
されたユダヤ人を想定するが、そこでの強制性と彼ら自身の独自にある生
は、臓器の強制的提供ゆえに死にいたるクローン人間の生そのものでもあ
る。それを踏まえたうえで、語りに視点を据えてこの物語の戦略の意味を
考えてみれば、いまやすべてを知ったキャシーが回想しつつ語る物語であ
るのに、ヘールシャムの生徒（クローン）の発見・認識過程と全く同じ過
程を読者に辿らせること、そしてある命題について否定、譲歩、保留、条
件付けなどを積み重ね、曖昧に終わるということは、単にその命題の真偽
が問題ではなく、その命題が本来持っている多層で多様な次元を引き出す
ことにあるといえる。確かに、錯綜し蛇行する論理の結果としては表面的
には曖昧化という現象が残るが、実はその思考・論理を読者がともに辿

38

日中鎮朗

り、追体験してゆくことによってのみ、その命題が本来持つ複雑さや事柄
の本質が見えてくる。キャシーがジョージ・エリオットの『ダニエル・デ
ロンダ』を読んでいるときに、ルースが筋を言おうとし、キャシーが怒る
というくだりに阿部公彦は注目し、そこにあらかじめ結論（ここでは読書
行為の補助）を与えることが care の本質ではないという視点を示唆するが
（阿部 28）、ここでは語りの思考の追体験の重要さを筋が覆い隠すことを
キャシーが危惧したと考えられるだろう。
この物語は脱ヒューマニズムの物語であると同時に、自分たちが何者で
あるかという自己に関する発見の物語である。ヘールシャムの出来事のエ
ピソードは自分たちがクローン人間であり、その使命は臓器提供のために
あるということをどのように、またいつ明示的に知ったかというただ一つ
のことに集中されている。すなわち、全体は「知る」過程の物語であり、
知の探究のプロセスである。キャシー、ルーシー、トミーの三角関係の恋
愛譚ですら臓器提供の話と合体され、恋愛を「知ること」で開いてゆく。
しかし、知はそれだけでは体験を構成することができない。つまり、ヘー
ルシャムの意味、エミリ先生らの運動、クローン人間の状況に関する情報
や知、その位置づけや扱いをあらかじめ知識として与えられていれば、読
者はクローンの絶望や悲しみ苦悩を体験的（実態的）に知ることはでき
ないということである。
「テクストを読むとは、読者がテクストによって
「読まれる」経験」
（中川 64）であり、読者がキャシーの認識過程を辿る
ようにこの物語が構成されている理由はそこにある。

So for a long time you were kept in the shadows, and people did their best
not to think about you. And if they did, they tried to convince themselves
you werenʼt really like us. That you were less than human, so it didnʼt
matter ... . While that remained the case, there would always be a barrier
against seeing you as properly human. (258)
Shadows/ not really like us/ less than human/not seeing you as properly
human というものが当時の人々のクローンに対する考え方、見方である。
モーニングデール・スキャンダルとは頭脳、運動能力などで「強化された
性質をもつ子の可能性」を研究した科学者モーニングデールが「明らかに
われわれより優れた子供たち」
（“Children demonstrably superior to the rest
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of us”.（259 イタリックは Ishiguro））を「人々に提供すること」は「そう
した子供たちの世代が社会で人々にとって代わる」と主張したものであ
り、連続物のテレビ番組も引き金となり、その「恐怖」ゆえにクローンの
存在に理解を示す支援者、いわば良心派も支援からひいていった事件であ
るが（258-259）
、最初にすべての情報が与えられ、知識としてのみクロー
ン人間（あるいは社会の諸事象）の実態を知ったときには、人々は知識の
領域でのみそれに対応し、結局はモーニングデール・スキャンダルの当時
の支援者と同じようにクローン人間（あるいは社会の諸事象）への見直し
は速やかに忘れ去られ、さまざまな口実の下に消し去られる。これは何も
この小説やクローン問題に限ったことではない。例えば、難民、LGBT、
事件の被害者などあらゆる政治的、経済的、社会的、人道的支援を必要と
する事柄においても同じである。イシグロにとって小説は現実社会とのか
かわりの中で位置づけられてゆく必要のあるものと考えられている。ここ
ではそれは「普通」と「そうでないもの」との区別の思考を問い直すも
のとして表象されるが、これはクローン人間ではさらに「オリジナル」と
「コピー」という区別に敷衍されて適用されうる。ベンヤミンのアウラと
いう概念を使って、荘中孝之はクローンが「それぞれがいま、ここに一回
限り現存する、アウラを身にまとった唯一の存在であるのだ」（荘中170）
としているが、これはこうした区別の思考を問い直すものである。
「キャ
シーは自分の存在そのものであったこのヘールシャムの記憶を語ること
で、自己を内側から確認し形成したのである」
（荘中 171）。語りの視点か
ら言い換えれば、クローン人間のオリジナル性はキャシーの語りによって
確立されたといえるのである。
３．ディストピア・終末論・90年代
モーニングデール・スキャンダルが象徴する人間の怖れは、機械の知能
が人間に勝り、やがては人間を支配するという、ディストピアの恐怖を描
く際の science ﬁction における伝統的なモチーフである。科学技術の高度な
発展が一般の人間の理解と想像を超える時代、例えば自動機械、ロボット、
コンピュータ、遺伝子操作、AI という新パラダイムの時代には、そうした
機械による支配によって人間の時代が終わるという終末論（eschatology）
が現れる。モーニングデール・スキャンダルはそうした伝統的な終末論的
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恐怖の象徴として現れている。この物語はクローン人間の臓器提供が医
学・治療の分野で一般化されるほどに科学が発展しており、社会もそれを
受け入れ、クローン人間が社会の中に共生している時代の science ﬁction で
あり、この状況からは未来小説がイメージされるが、ここで、あらためて
確認せねばならないのは、この小説は冒頭に “England, late 1990s” と場所
と時代設定が明記されていることだ。いうまでもなく、90年代のイギリス
では羊のドリーのクローン（1996年スコットランドで、受精卵ではなく、
体細胞由来の哺乳類初のクローン）が製作された時期であった。人間のク
ローン製作は認められていないが、理論的には人間のクローンも作れると
しても、90年代は人間のクローンが臓器提供をしている年代ではない。で
はなぜ未来の設定にしなかったのか？ あるいはなぜ “England, late 1990s”
なのか？ 「われわれが住む人間の状況の、一種のメタファーを書こうと
していた」と言うイシグロはこの小説執筆試みの1990年と90年代の半ばで
の二度の挫折ののち、2000年になってウィルムット教授のクローン羊のド
リーに関する議論に接して閃き、それまでは「核兵器や原子力」を仕掛け
としていたが、これを契機に「クローン」を使うことにしたことを明かす
（大野和基によるカズオ・イシグロのインタビュー 187）
。
『わたしを離さないで』の諸位相に二つの磁場の相互照射を見出し、ポ
シブル（親）には「日本で育っていればあり得た＜可能性のある＞もう一
人の自分、そしてもう一つの人生」
（平井 202）を重ね、「クローンや科学
技術、書くといういわば先端的な表層を払ったのちに残る、子ども時代
の郷愁につながるイシグロのテーマを見出すことができるのである」
（平
井205）とする平井杏子はこの「パラレル・ワールドの造形」にも「日
本という仮想の場」
（平井 184）を思うイシグロの力を見出すが、確かに
“England, late 1990s” はパラレル・ワールドを想定させるが、前述したイ
シグロの現実とのかかわりやこの小説の成立過程を考えれば、それだけで
はなく、より積極的な理由と意味が考えられる。ここでは、未来小説にし
た場合、読者が本を閉じた瞬間に日常に戻り、日常の欲求のなかで物語を
忘れ去るという状態、言い換えれば、小説が現実社会と関わりない閉ざ
された虚構、消費物となる危険をイシグロは避けたのだという視点を提示
したい。通常、こうした被抑圧者を救うプロットの場合は、成功するにせ
よ、失敗するにせよ、彼らの反乱（暴動・闘い）や抵抗（ボイコット、自
死）、または宗教的な救済、あるいはデウス・エクス・マッキーナの登場
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による解決となる。しかし反乱や抵抗ではこの種の science fiction、ディ
ストピア文学にはお決まりの機械、ロボット、コンピュータの反乱もの、
恐怖ものとなってしまうし、反乱の成功はモーニングデール・スキャンダ
ルの恐怖と疑心と不安を証明するに過ぎないことになる。宗教的救済やデ
ウス・エクス・マッキーナ的救済はあまりに教条的にすぎるか、現代にお
いては文字通り都合のよい解決である。そこでイシグロは有効性のある解
決は「きちんとした」知の獲得方法と表裏一体の関係にあると考えたとい
う視点が成立過程とも合致すると思われる。未来のある時代のありうる話
に恐怖するのではなく、＜今・ここ＞にある事実を認識し、考察すること
がイシグロにとって重要であったし、それゆえにこそ錯綜する論理による
追体験と探偵小説の形式が必要なのである。いわゆるディストピア小説は
常に警告と現状批判の機能を担っているが、それをディストピアという誇
張され、局限化された特殊状況・社会で提示するのではなく――その限り
においては小説は消費されるものであり続ける――、＜今、ここ＞の普通
の状況・社会として提示する必要があるという背景がある。だからイシグ
ロは1990年代後半に設定したのであるし、この小説の革新性や冒険はこ
の点に存在する。
４．結論――「きちんと知ること」と物語のあて先
知の獲得の方法は示されたが、
「知る」ということ自体に要請されたも
のは何なのだろうか？

エミリ先生は彼らの使命をこう打ち明ける。

If youʼre going to have decent lives, then youʼve got to know and know
properly... .
If youʼre to have decent lives, you have to know who you are and what
lies ahead of you, every one of you. (30)
「きちんと知っていること」は「結局のところ、あらゆる事実への探求が
曖昧に終わる」というヘールシャムの生徒たちの生のあり方に対峙する姿
勢である。

The problem, as I see it, is that youʼve been told and not told. Youʼve been
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told, but none of you really understand,... . (79)
But that had been Miss Lucyʼs point exactly. Weʼd been told and not told,
as she put it. (81)
臓器提供に関するうわさに対するヘールシャムの生徒たちの状況は「教
えられてきたけれど、教えられていない」(youʼve/ weʼd been told and not

told.) として批判される。中途半端な理解や知は何も生まないだけではな
く、怖れのためにひいていった支援者のようにむしろネガティヴな状況を
生み出す。キャシーはそのことを身をもって知り、回想の物語という形式
でそれを映し出しているのである。properly に知ること、really に理解する
ことの必要性や重要性はまた、知を教授する側の方法や技術だけではな
く、教える決意や責任を引き受ける覚悟も必要とする。この小説で描かれ
てきたのは知を獲得するに至るプロセスであり、知の伝達、教授、受容、
つまち、知のあり方であった。その視点から見れば、たとえば、彼女とト
ミーとルースとの三角関係の苦悩はすべて中途半端に知り、理解している
ところからきていることがわかる。
ここにおいてはじめて、キャシーの物語の読者の資格、言い換えれ
ば、キャシーがこの物語を向けて語っている相手、つまり、小説冒頭の
第 1 章第 2 節の you と呼びかけられるものが誰であるかを考えることが
できる。ほかの優秀な介護人を知っていると述べた後に、“If youʼre one of

them, I can understand how you might get resentful... .（3）” と述べることか
ら、この you が介護人だとわかり、第 3 章で “So youʼre waiting, even if you
donʼt quite know it, waiting for the moment when you realise that you really are
diﬀerent to them.”（36）と言われることから、クローン人間であることが判
明し、さらにつぎのような説明で、ヘールシャム、グレンモーゲン・ハウ
ス、ソンダーズ・トラストのような保護官をもつ優良な教育環境に育った
クローン人間たちに you と呼びかけているのだと特定化される。
Iʼm sure somewhere in your childhood, you too had an experience like ours
that days; ... . Not when youʼre eight years old, and youʼre all together in a
place like Hailsham; when youʼve got guardians like ones we had; when
the gardeners and the delivery men joke and laugh with you and call you
ʻsweetheartʼ. (36)
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こうした知のあり方をヘールシャムと同じように＜きちんとした知の獲
得＞ができうる優遇された環境施設に育ったクローン人間に理解しても
らおうとキャシーはしている。キャシーは彼らにこの物語を宛てている
のである。ここで、きちんと知り、理解することの前提条件が、“If youʼre
going to have decent lives”「恥ずかしくない / まともな / ちゃんとした / 責任
のある生き方をしたければ」であることの意味を考えたい。
臓器移植による死が強いられているクローン人間に、なぜ “decent lives”
をもつことが要求されるのか？ 恥ずかしい生き方をしているのは人間の
方であり、クローン人間は被害者・被抑圧者なのではないのか？ むしろ、
“ decent lives ” を要求されるのは人間の方ではないのか？ という問いに対
する答えは、キャシーは他者愛と自己愛（エゴイズム）の表裏一体性か
ら生じるそれらの弁別の困難さを論じることよりも、それを乗り越える
こととその方法のほうを選んだということだ。クローン人間の臓器提供
の是認は一見それ自体が自己の利益ではなくて、家族＝他者への愛とい
う外貌をとるために、残酷なエゴイズムではなく、やむをえない選択とみ
なされがちである。しかし実際にはクローン人間の悲惨な状況を、いや、
その存在自体を見ようとしないエゴイズムであり、近親者喪失の悲しみを
避けるための私（ego）の保全の面を持つ。クローン人間への同情・共感
がクローン人間による人間の支配という恐怖を与えられればたちまち消
え失せるのは、そうした良心や良識もエゴ＝私（ego）の保全を前提とし
ているからである。それに対しては被抑圧者の側が反乱や戦いではなく、
decent な生を送ること、それによって彼らの生そのものを知らしめること
が、むしろ有効性のある解決であり、
「きちんとした」知の獲得にあると
いうのがキャシー/ イシグロ / 物語の意図であろう。ここにイシグロの「日
本性」
（Japaneseness）を見ることは十分可能であろう。第 1 章第 1 節で
キャシーが自分の仕事が優秀で、その看護により臓器提供者たちの回復
時間は圧倒的に早く、その心を平静（calm）に保て、動揺（agitated）に
分類されなかった（not classified）と述べていることの意味はここで明ら
かになる。臓器提供者自身がやがて自分も臓器を提供し、死ぬことをわ
かっていながら、
「介護のいたる段階で提供者に同情する」という decent
な生を送ることになっていることがそれを示す
（4）
。むろん、自己を律し
た生き方を要請される被抑圧者側が自らの抑圧的状況を是認してしまえ
ば、かえってそうした状況が補強されかねない危険性はつねにある。そ
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れを踏まえたうえで、この小説の構造は通常の大団円や解決を読者にカタ
ルシス的に与えることなく、
「きちんと」考え、知ることを読者にもまた
要請しているのである。
＊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後半部分を中心に大幅な加筆修正を加えたも
のである。
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川口淑子
Abstract

Henry Jamesʼs ʻinternational-themeʼ and his narrative
KAWAGUCHI Toshiko

One tool that impressively support Henry Jamesʼs complicated writing style
is his ʻunreliable narratorsʼ, but especially in his ʻinternational-themeʼ novels,
decent and reliable narrators play important roles. Winterbourne, the narrator
in Daisy Miller makes a good example, who oﬀers satisfactory reports to the
reader as if he were a popular blogger today. When we focus on accessibility or
modernity of James, reliable narrators and drastic omission in his stories can be
the key to understand Jamesʼs stories. Traditionally, ʻinternational-themeʼ novels
is the term used for the novels in which James treated international relationships,
but in this paper weʼll ﬁnd another meaning we should add to these stories of
Jamesʼs.
キーワード：ヘンリー・ジェイムズ、ヴィクトリア朝文化、現代性

Keywords: Henry James, Victorian culture, modernity

序
ヘンリー・ジェイズムはいわゆる「信頼できない語り手」を活用した作
家として知られるが、情報をかなり的確に伝える信頼できる語り手も様々
な作品の中で重要な役割を果たしている。ジェイムズは「国際テーマ」と
呼ばれる異国間の関係を描いた作品を多く残し、特にこのような作品に
登場する信頼できる語り手はジェイムズの現代性を考察する際には十分
な存在価値を持つ。本論では、ジェイムズ初期の作品である『デイジー・
ミラー』
（Daisy Miller, 1879）やその発展編とも言える晩年の『鳩の翼』
（The Wings of the Dove, 1904）を取り上げながら、ジェイムズが作品で効
果的に使う語りの方法に注目し、作家の語りの現代性を分析する。
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１．フィルターを通し、変換する
ジェイムズのいわゆる「国際テーマ」の作品は初期から晩年までの間に
変化を見せ、より洗練された形を取るようになる。例えば、ジェイムズの
人気作品『デイジー・ミラー』では、アメリカとヨーロッパは異質でなじ
まないものとして描かれ、文化の違いをクローズアップした基本形が示さ
れる。しかし、ジェイムズ初期のこの物語でさえ、アメリカ人がヨーロッ
パで失敗するというアメリカ人の立場を優先した単純な物語ではなく、
ヨーロッパ人がアメリカ人を知る物語でもあり、二つの国からの視点が含
まれている。晩年の作品『鳩の翼』になると、このような関係は格段に複
雑となり、もはや対立の図式が解消され、和解が重要なテーマとして持ち
込まれてさえいる。
語りの点から捉えると『デイジー・ミラー』では、主人公のデイジー
は、非常識な行動で個性は見せるが、最終的には一個人の枠を超えた、純
粋なアメリカ娘という型に語り手によって昇華されるために作品の評価が
あると言える。この初期の作品に限らず、ジェイムズの見方には、対象を
抽象化して格上げしたり、他者の解釈のフィルターがかかっていることが
少なくない。
対象をそのままにではなく、それを通してその先にあるものを見ようと
する見方は、小説に限らず、自伝、エッセイにもある。ジェイムズの外国
の捉え方を分析したロゼーラ・ゾルジは、ジェイムズがロンドンを見る際
にはディケンズ、パリを見る際にはバルザック、ベニスを見る際にはシェ
イクスピアやシラー、バイロン、ブラウニング、ラスキンの目を通して見
ていると指摘している（Zorzi 107）
。

ジェイムズが対象を見る際には、このように他の芸術家の解釈を取り入
れることに加え、自分の目を通して見たものに対し独自の抽象化を行うの

も特徴的である。ベニスの印象を綴った『郷愁のイタリア』
（Italian Hours,

1909）の次の場面は、飛躍とも呼べるような思い切った解釈の例を見せて

いる。

There is something strange and fascinating in this mysterious impersonality
of the gondola [......] Sometimes, as you see this movement in proﬁle, in a
gondola that passes you – see, as you recline on your own low cushions,
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the arching body of the gondolier lifted up against the sky − it has a kind
of nobleness which suggests an image on a Greek frieze. (Italian Hours 18)
この場面では、ジェイムズは観光客が群がる19世紀のベニスのゴンド
ラを目にして、古い時代のギリシャの壁画の風景を連想しているが、これ
は目の前にあるものを、ないものに変換して読者に呈示していると言い換
えることができる。この大胆な解釈と情報提供の仕方は、
『デイジー・ミ
ラー』の中で起こった主人公の格上げと共通するものである。人物像をぼ
かし、重要な人物のイメージを作る手法は、初期の作品に限らず、ジェイ
ムズが長年にわたり活用したもので、人物像が捉えられないほど大きな人
物として描かれる晩年のミリー・シールヘと繋がってゆく。
２．現代的な語り手
一般に文学作品の技巧としては、作者の代弁者に近い信頼できる語り手
より、状況を不鮮明かつ複雑に伝える信頼できない語り手の方が一歩先に
進んでいると見做される。しかし、作品の現代性、あるいは多くの読者の
獲得という点から考えると、むしろ逆の評価が成り立つ。
『デイジー・ミラー』のウィンターボーンは、アメリカ娘との印象的な
遭遇を体験する主要な登場人物でもあるが、批判も交えながら状況説明を
行う語り手でもある。読者にとってウィンターボーンは、彼の見方に多少
の偏見が入り込んでいる可能性を認めた上でも基本的には信頼できる語り
手であり、彼の伝える話は受け入れにくいものではない。読者はウィン
ターボーンの目を通して、長期的にデイジーの行動を追うことになるが、
その際に相手にするのはデイジーと彼女についての報告を行うウィンター
ボーンの両方ということになる。この状況は、現代文化の中で考えるな
ら、ブロガーがフォロワーを獲得する様子に似ている。受け手が、報告者
に対して程よい距離感や親近感を覚えながら特定の報告内容を受け入れる
のは、きわめて現代的であろう。ただし、個性的とは言えないウィンター
ボーンがフォロワーとも読み替えられる読者を決定的に惹きつけるには、
最後の段階で彼がデイジーに対して示す評価が重要な鍵となる。以下の場
面では、周りの人々から敬遠されていたデイジーの名誉挽回を図るべく、
身持ちの悪さを純粋さに読み替える方向性を彼は読者に示す。

50

川口淑子

He decided at last to conﬁde it with a pale convulsion to Winterbourne. “She
was the most beautiful young lady I ever saw, and the most amiable.” To
which he added in a moment: “Also – naturally! − the most innocent.”
Winterbourne sounded him with hard dry eyes, but presently repeated his
words, “The most innocent?” (Daisy Miller 92)
語り手の役割確認のために『デイジー・ミラー』に似た作品を一つ挙
げるなら、スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャッツビー』

（The Great Gatsby, 1925）がある。この作品では、常識のあるニックは、
やや冷ややかに並外れたロマンチストでどこか怪しげなギャッツビーの様
子を伝えるが、この語り手の偉業は、ギャッツビーが亡くなった後に、胡
散臭い過去がある主人公を偉大だと評価することである。ギャッツビーを
タイトル通りの偉大な人物とするのは、主人公の行動以上にニックの評価
だと言える。同じように、デイジー・ミラーを純粋なアメリカ娘にしたの
は、彼女の自由奔放な振る舞いではなく、彼女の死後にウィンターボーン
が、墓に供える花のように彼女に与えた評価である。この功績から考える
と、ニックとウィンターボーンは、作品を印象的なものに仕上げるために
は不可欠の人物であり、作品で最も印象的なクライマックスは、二人が長
期的なレポートの後、それを締めくくる思い切った評価を示して作品の特
徴を確定したことだと言える。二人の語り手は、単に状況説明するだけで
なく、判断が難しいものに対する判断を示して、単なる報告者の立場から
は抜け出している。言いかえると、二つの作品は、冷静な人物が人を感動
させるような判断力を示す物語でもある。
どちらの作品でも、読者が語り手の報告に一定期間付き合い、最後には
かなり同調することが期待できる段階にまで到達するというプロセスをた
どっている。そして、このように作品が完成するためには、語り手は程よ
く信頼できる語り手である必要がある。ウィンターボーンがデイジーを評

価することは、見方によっては問題もあり、例えばミリセント・ベルは、
ウィンターボーンのマスキュリンな視線は、実際にデイジーを監禁こそし

ないものの、彼女を視線内に閉じ込めていると見る（Bell 432）
。しかし、
多様な読者に向けて作品を書かなくてはいけない現代では、信頼できる語
り手がわかりやすい解釈を示す表現方法は読者獲得という点から見れば利
点が多い。また、ウィンターボーンがデイジーを純粋なアメリカ娘と定義
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したことは、作品をわかりやすくする以外に、国際テーマの物語が、違い
を強調するだけでなく、価値を掘り起こすのにも適していることを示して
いる。
３．省略と不鮮明さを使った伝達
デイジーを典型的なアメリカ娘という型にはめることで、彼女の大きな
特徴を捉えやすくするのとは対照的に、繊細な情報の受け渡しを試みる手
法も、ジェイムズの語りには見当たる。ジェイムズの晩年の大作には『鳩
の翼』があるが、この作品の特徴を挙げるなら、主人公が二人存在し、ど
の国の視点から作品が描かれているのか断定することができず、作品全体
がミリー・シールという捉えがたい人物の気配に包まれていることであろ
う。物語には多くの不明点があり、例えば主人公のミリーは命を落とすほ
ど深刻な病にかかっているが、病名は明かされず、章と章の間で、あるい
は文と文の間で何が起こっているのか描かれないことが作品独特の不透明
感を生み出している。ミリーの捉えがたい人物像は、スーザン・ストリン
ガムが、ミリーに出会ってどんな人物なのか把握できずに当惑する次の場
面がよく表している。

What fresh motive of unrest could suddenly have sprung from was, in short
not to be divined. It was but half an explanation to say that excitement, for
each of them, had naturally dropped, and that what they had left behind,
or tried to --- the great serious facts of life, as Mrs. Stringham liked to call
them --- was once more coming into sight as objects loom through smoke
when smoke begins to clear; for these were general appearances from the
girlʼs own aspect, her really larger vagueness, seemed rather to disconnect
itself. (The Wings of the Dove 140)
『デイジー・ミラー』にあるような人物の抽象化と作品が多くの省略を
含むことは、一見無関係なようで、共通点がある。個人を型にはめること
で細部が消えることも、章や文の間で描かれない場面や感情があること
も、デジタル化の際に情報が抜け落ちる事情に似るところがあり、欠点と
もなり得るが、読者が特殊性のない、わかりやすいイメージを受け取ると
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ともに、かなり自由に解釈する余地も生み出す。ジェイムズの作品の欠落
は欠点となる以上に、伝達の可能性を広げていると言える。読者が多様化
する現代の作家の中で省略を巧みに使い、表現しがたい感情や空気感を表
現する作家としてはカズオ・イシグロが挙げられる。イシグロの『遠い山
なみの光』
（A Pale View of Hills, 1982）では、話に不明点が多く、例えば
次の場面では亡くなって、もういないはずの娘の存在感がクローズアップ
され、ゴシック風の不気味さの中で、作中人物の不安や釈然としない気持
ちが表現されている。
“Do you mind if I change rooms tonight?” Niki said. “I could use the spare

bedroom.” We were in the kitchen, washing the dishes after breakfast.
“The spare bedroom?” I laughed a little. “They are all spare bedrooms now.
No, thereʼs no reason why you shouldnʼt sleep in the spare room. Have you
taken a dislike to your old room?”
“I feel a bit odd sleeping there.”
“How unkind, Niki. I hoped youʼd still feel it was your room.”
“Yes, I do,” she said, hurriedly. “Itʼs not that I donʼt like it.” She fell silent,
wiping some knives with a tea-towel. Finally she said: “Itʼs that other room.
Her room. It gives me an odd feeling, that room right opposite.” (A Pale
View of Hills 53)
この場面では亡くなった娘の強い存在感について親子の間に暗黙の了解
が生まれているが、それは直接語られるわけではなく、行間で成り立つ無
言の会話のような空気感によって表現されている。淡々とした語りが多い
イシグロの場合、どう語るかのみでなく、語り手がどの場面をあえて選択
して語るのかが意味を持ち、その選択により語り手の気持ちが表現されて
いる。作品中、不在のものや不鮮明なものが独特の力を持つ点はジェイム
ズとイシグロで共通しており、
『遠い山なみの光』の亡くなった娘と死後
のミリーの存在感は共に読者に息苦しいような威圧感を与えながら迫る。
語りを考える上では、文字として表れる言葉を、裏にある情報を伝える
際に通過する表面と捉え、その表面がどのように、どの程度使われている
のか確認するのは意味がある。ジェイムズの言葉の裏にあるものを分析す
るリー・マッカイ・ジョンソンは、
『メイジーが知ったこと』
（What Maisie
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Knew, 1897）のメイジーは、子供であるため知識があってもそれを伝える
言語表現が足りない完璧な例であり、
『ねじの回転』
（The Turn of the Screw,
1898）の人物たちは、幽霊が言葉を使わないものだから完全に沈黙して意
思の伝達を行っていると適切に指摘する（McKay 137）
。
『鳩の翼』では、ミリーが亡くなった後も物語は続き、彼女は不在であ
ることによって希少品のように存在価値を高め、ミリーの亡霊には生きて
いる時のミリー以上の存在感があるように見える。死によって汚名を拭い
去るデイジーには、亡くなることで輝きを増すミリーに通じるものがある
のは、ジェイムズが若くして亡くなる女性のイメージを何度か焼き直し
ながら描いていることを考えれば、自然であろう。もし、『デイジー・ミ
ラー』と似た語りの形を持ち、ミリー同様並はずれた大きさを感じさせる
主人公が存在する『グレート・ギャッツビー』の中にミリーに相当する存
在を探すなら、主人公のギャッツビー以上に、神の目に例えられるメガネ
の広告が考えられる。人の愚行を静かに見守る広告の目は、現代の監視カ
メラも思わせ、恐ろしくもある包括力と影響力を感じさせる。
省略や曖昧さが重要な部分である作品では、不完全な形自体を示すこと
が重視されており、これはジェイムズとイシグロに共通する。現実の生活
では何かを理解しようとする際に情報が不足しているのは自然な状況であ
り、文学作品中の大胆な省略は、信頼できない語り手とある程度似た働き
をする。現代アートでは、不足や欠落をあえて強調する作品が多くある
が、ジェイムズやイシグロの作品もその一種であり、ある種のデザイン性
を持っていると見ることができる。
省略や曖昧さは、繊細な感覚を表現するのに活用できるだけでなく、多
くの国の読者に向けて書かなくてはならないという現代作家が直面する問
題に対しても解決策となりえる。型にはめ、細部を省略すると、作品が単
純化され受け入れやすくなるばかりでない。このような操作で生じる作品
の空白は、そのまま残るものではなく、読者が自動的に埋めていくもので
ある。デイジー・ミラーはウィンターボーンの言葉によって典型的なアメ
リカ娘の型に収まり、一見、彼女の細部が失われたように見えるが、多く
の読者が受け入れやすい型を用意する際には、大雑把なくくりでしかない
型の隙間に多くの解釈が入り込めるよう誘導されていると見ることができ
る。
亡くなった大詩人の遺稿を強引に手に入れようとするジェイムズの物
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語「アスパンの恋文」
（“The Aspern Papers”, 1888）のプライバシーとテキ
ストの関係を分析したトマス・オッテンは、この物語では読むという行為
は、現実的な侵入と同等であると考える（Otten 89）。この作品は、神聖
なテキストと乱暴な読者の関係が問題に満ちていることを示唆している
が、裏を返せば、ジェイムズは読者が現実的に作品に侵入してくる、作品
の売り上げにも関係した強い力をよく認識していたと言うことができる。
生前から評価があったジェイムズは、それでも出版社から作品の出版を断
られることが多々あり、その理由は作者の力量にあるというより、不気味
であったり繊細過ぎるというような作品の性質、言いかえると読者受けし
にくい内容のせいであった。そのため、ジェイムズは作品を書く際に読者
を意識せざるを得なくなっていたと言える。この状況の中でジェイムズ
は、読者獲得のために通俗性を多く持ち込むのではなく、読者が踏み込め
る余白を作ることで工夫を見せたと考えることができる。
ジェイムズの作品の中で最も大胆な省略と不明点があるのは、
「密林の
獣」
（“The Beast in the Jungle”, 1903）である。この物語では、主人公は、
漠然と自分には何か重大な出来事が起きると想像し、それを「獣」と呼ぶ
が、その正体は最後まで不明のままであり空白や無駄自体をテーマとして
作品が成り立つのだと示している。獣の正体は、セジュウィックのように
男同士の関係と見ることもできれば（Sedgewick 504-505）、思い切った解
釈では、主人公が白人でない可能性など、あまたの答を当てはめることが
できる。意識的に作られた余白は議論の可能性を生み、様々な読者を呼び
込む場を提供することに繋がる。
『鳩の翼』については、シーラ・ティーハ
ンは、ミリーが死という空白にデンシャーを引き込む力は底なし沼の吸引力
のように強大だと考えるが、（Teahan 119）
、この吸引力はデンシャーに対して
のみ働くのではなく、読者もミリーの死が作り出す強烈な喪失感のために作
品に引き付けられることになる。
国際的な問題がかかわるのは、実は国際テーマのような作品のみではな
い。現代では、どの国の読者も取り込めるように、作品中では特定の国の
特徴を色濃く打ち出すことが難しい場合もある。イシグロの場合、初期の
作品を除けば、表面的には外国との関係を直接的なテーマとしない作品が
多いが、作品を書く段階で多様な読者を想定して語りの形を選択している
点で、作品は深く国際的な問題にかかわっていると言える。ヴィクトリア
朝時代に作品を書いたジェイムズは、現代の人気作家が作品プロモーショ
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ンのために世界中を旅して読者に会わなくてはいけないという苦難はまだ
意識していなかったにしても、作品の販売数には常に意識を向けており、
不鮮明さ、省略、固定されない視点などにより、多様な国の読者が受け入
れられるスタイルの土台をすでに作り上げていたと考えられる。
＊この論文は、日本英語文化学会第21回全国大会のシンポジウムで発表し
た内容に加筆修正を加えたものである。
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トニ・モリスン『デズデモーナ』における
シェイクスピア『オセロー』の受容
――オセローとイアーゴーの関係を中心に

福島

昇

Abstract

Toni Morrisonʼs Rereading of Shakespeareʼs Othello in Desdemona:
The Relationship between Othello and Iago
FUKUSHIMA Noboru
Given the fact that Othello has found out who has been consciously and
viciously plotting against his reputation, he asks Iago the reason why he set such a
trap for the loyal and kind friend that he sincerely thinks he has always been. Iago
replies: “Demand me nothing; what you know, you know.” Iagoʼs evasive answer,
to say the least, leaves us totally unsatisﬁed since it does not provide the readers or
spectators that we are with any clear motive(s) on his part.
Regarding Iago ʼ s motive(s), although Coleridge wrote about “ the motivehunting of a motiveless malignity”, Morrison̶in Desdemona̶has her protagonist
Desdemona declare: “ My husband knew Iago was lying ... Brotherhood.” It is
Morrisonʼs contention that the reason why Iago deceived Othello into thinking that
his wife was not faithful to him was mostly caused by his undeclared homosexual
feelings vis-à-vis Othello. In this respect, let us keep in mind that in another work
that Morrison has published, The Bluest Eye, she declares: “He (Soaphead) noticed ...
Othelloʼs love for the fair Desdemona, but not Iagoʼs perverted love of Othello.”
Although not too many Western scholars and critics have dwelt much on this
possibility, Morrison mostly views Iago as a frustrated and jealous lover: for this
very reason, she thinks, Iago quickly ends up considering Desdemona as a rival, not
to say an enemy. His profound desire to get rid of her since̶she represents a major
obstacle to his secret project̶is also the reason why he eventually leads his friend
Othello to kill his wife under the guise of honor and virtue.
Not unlike Tar Baby̶another novel by Morrison̶Desdemona offers a very
critical view of the hypocrite and puritan traditional Western perception of social
order and life. Morrisonʼs reading of Othello from two perspectives, namely race
and gender, unquestionably oﬀers her readers a diﬀerent as well as deconstructive
interpretation of a major literary work.

キーワード：英雄的行為、審美的態度、動機、兄弟愛、アフリカニズム

Keywords: heroism, aesthetic attitude, motive, brotherhood, Africanism
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１．はじめに
シェイクスピアのオセローは無実の妻デズデモーナを絞殺するという恐
ろしい罪を犯した後、イアーゴーがなぜ自分を罠にかけたのかその理由を
尋ねる。するとイアーゴーは次のように答える。

Demand me nothing; what you know, you know.
From this time forth I never will speak word.

(Othello 5.2.300-01)

イアーゴーは「わかってるだろう、わかってることは」となぞめいた返答
をするだけで、その後は沈黙を決めこみ、動機も理由も一切語らない。イ
アーゴーの最後の台詞はいったい何を意味しているのか。イアーゴーの
悪意の動機について、サミュエル・テイラー・コールリッジは ｢動機なき
悪意の動機探し｣（“the motive-hunting of a motiveless malignity” 44）とい
う名言を残したが、果たしてイアーゴーには本当に動機がないのであろう
か。

W・H・オーデンはその『染物屋の手』の中で、マクベスや『ハムレッ
ト』のクローディアスや『尺には尺を』のアンジェローのような単なる犯
罪者は悪意がはっきりとしているのに対し、イアーゴーと『シンベリン』
のヤーキモーのようなプラクティカル・ジョーカー（人が他人を欺く際
に、必ずしも本気の動機を必要としないと考えている人）は悪意の動機が
1
極めてあいまいであると主張する。
またテリー・イーグルトンも「イアー

ゴーは『自分の目的』が正確には何なのか不透明なままである」（309）
と主張する。また G・ウィルソン・ナイトは「
『オセロー』で、この詩人
は冷笑主義の破壊力と、人間が追い求める愛に対する不信を劇的に表して
いる……。我々はイアーゴーを一種のメフィストフェリスのシンボルとし
て見る」（249）と言っている。ウィルソン・ナイトは、もしも動機と言
えるならばイアーゴーの悪意の動機は冷笑主義と愛に対する不信に基づく
ものであり、イアーゴーの冷笑主義は勝ち誇った彼の姿を見せるだけでな
く、その自滅までもさらけ出してしまったと見ている。

2009年、トニ・モリソンはピーター・セラーズとの議論の成果とし
て、全10場構成の翻案音楽劇『デズデモーナ』を創作し、2011年 5 月15
日ウィーンのアクセンツ劇場で初めて上演した（図 1 参照）
。セラーズが
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演出し、モリスンがテクストを書き、ロキア・トラオルがギターを引きな
がらアフリカの国家マリの言語であるバンバーラ語で歌を歌い、なおかつ
バーバリーを演じ、エリザベス・マーヴェルがデズデモーナを演じた（初
演時以降はティナ・ベンコがマーヴェルに代わってデズデモーナ役を演じ
ている）
。トラオレはマリ出身のシンガーソングライターである。2011年、
『デズデモーナ』はウィーンの他にブリュッセル、ナンテール（フランス）、
バークリー、ニューヨーク、ベルリンで、2012年ロンドンで、2013年キ
ングストン（ジャマイカ）で、2015年メルボルンで、2016年シドニーで
上演された。2012年、オバマ前大統領はモリスンの優れた業績を称えて
「大統領自由勲章」を与えた。

図1

左から、ティナ・ベンコ（デズデモーナ役、初演時は
エリザベス・マーヴェル）、ロキア・トラオレ（バー
バリー役、作曲、ギター）、ビントゥ・スンボウノウ
（ヴォーカル）、ファティム・コヤテ（ヴォーカル）、
カダイアウサンガレ（ヴォーカル）、ヴァージニア・
デンベレ（ヴォーカル）、
『デズデモーナ』ナンテール：
アーモンド劇場、2011年
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さてモリスンはイアーゴーとオセローの関係について第 7 場で次のよ
うに言う。

My husband knew Iago was lying,
manipulating, sabotaging. So why did he
act on obvious deceit? Brotherhood.

(Desdemona 37)

オセローはイアーゴーの嘘、不正、破滅行為のすべてを知っていた、二人
は兄弟の契りを結び親密な関係、すなわちホモソーシャルな絆を結んでい
た、とモリスンは従来の解釈とはまったく異なる新しい解釈をしている。
本稿の目的はシェイクスピアのイアーゴーの最後の台詞を手がかりに、
『オセロー』と『デズデモーナ』におけるオセローとイアーゴーの関係に
ついて考察することにある。
２．イアーゴーの動機
『オセロー』の批評史を俯瞰すると、学者、批評家の意見は大きく正反
対の二つの方向に分かれる。批評史のすべてを具体的に言及する余裕はな
いが、そのそれぞれの立場の代表的意見として A・C・ブラッドリーと T・

S・エリオットを挙げることができる。ブラッドレーは「あらゆる悲劇の
中で最も痛ましいこの劇を読み終えるわれわれは、しばし苦痛から解放
されて、『愛と人間の不滅の魂』の力強さに歓喜する」
（161）と言う。ブ
ラッドレーはオセローをヒロイックな性格と捉え、彼の愛と人間の不滅
の魂の力強さに歓喜すると言うが、エリオットは「オセローは周囲に対し
て自己を劇化しつつ、道徳的態度というよりもむしろ＜審美的態度＞をと
ることによって、自らを悲壮な人物に変えている。彼は観客を瞞着してい
る。しかし、人間の動機というものは元来自己を瞞着することである。こ
のボヴァリスム、すなわち実際とは異なったように物事を見ようとする人
間の欲求を、シェイクスピアよりもはっきりと露呈して見せた作家はほ
かにはいない」
（130-31）と主張する。ブラッドレーの系列には J・ドー
ヴァー・ウィルソンやヘレン・ガードナーや T・J・B・スペンサーやロ
バート・スペイトや A・C・スウィンバーンや E・A・J・ホニグマンらが
いる。ウィリアム・エンプソンやバーナード・スピヴァックらもブラッド
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レーの洞察を発展させたものである。エリオットの系統をひくものとして
は F・R・リーヴィスやグランビル・バーカーやジョン・マネーやジェラ
ルド・イーズ・ベントレーやオーデンやイーグルトンやウィルソン・ナイ
トらがおり、最も極端な例としては、トーマス・ライマーの如くこの劇を
笑劇とまで極言する批評家もいる。現代の批評はエリオットの系統の延長
2
線上にあると思われる。

コールリッジはイアーゴーには悪意の動機はないと言い、オーデンはイ
アーゴーのようなプラクティカル・ジョーカーは必ずしも本気の動機を必
要としないと言い、イーグルトンはイアーゴーの目的は正確には何なのか
不透明なままであると言い、ウィルソン・ナイトはもしも動機と呼べるも
のならばイアーゴーの動機は冷笑主義の破壊力によるものと主張している
が、多くの学者・批評家はイアーゴーの具体的な動機を二つ指摘してい
る。一つ目の動機はイアーゴーの次の台詞にある。

Heaven is my judge, not I for love and duty,
But seeming so for my peculiar end.
...
I am not what I am.

(Othello 1.1.60-66)

イアーゴーはオセローがキャシオーをイアーゴーよりも先に副官に抜擢
し、自分は相変わらず旗持ちのままなのでオセローをひどく恨んでいる。
イアーゴーはオセローに対して愛や義務で仕えているのではない、そう見
せかけているだけであり、
「おれは見せかけのおれとはちがう」とロダリー
ゴーに言う。イアーゴーがロダリーゴーに言う次の台詞 “ I hate the Moor.

My cause is / hearted:”（1.3.350-351）も同様の理由で、彼はオセローを心
底憎んでいる。
二つ目の動機はイアーゴーの次の台詞にある。
But partly led to diet my revenge,
For that I do suspect the lusty Moor
Hath leaped into my seat, the thought whereof
Doth like a poisonous mineral gnaw my inwards;
And nothing can or shall content my soul
Till I am evened with him, wife for wife;

(Othello 2.1.275-80)
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「恨みをはらしたいため」とは、イアーゴーはオセローが妻のエミリアと
不倫をしたと確信しているからだ。そのためにイアーゴーは「あの助平な
ムーアめが、おれの馬の鞍にまたがった」と性的比喩を使ってオセローを
罵る。オセローとエミリアの関係を想像すると「毒を飲まされたように腸
がキリキリ痛む」
。イアーゴーは「目には目を、女房には女房」と言い、
積年の恨みを果たすためにオセローにデズデモーナとキャシオーが不倫の
関係にあると思わせ、オセローを破滅させようと企む。しかし、イアー
ゴーの上記の三つの台詞にはどれも何の証拠もないために、イアーゴーの
動機ははっきりとせず観客の好きな解釈のままにされてきた。
しかしイアーゴーがオセローに忠誠を誓う次の台詞はどうであろうか。

My lord, you know I love you.

(Othello 3.3.118)

常識的に解釈すれば、ノーマン・サンダースがいうようにこの台詞には
ヨハネの福音書21節15章の “Yea Lord, thou knowst that I love thee.”（21.15）
にある復活したキリストへのピーターの言葉の悪魔のような響きがある
（144）
。イアーゴーは聖書の言葉をもじって単にオセローに悪意を働いて
いるかのようである。しかし精神分析学的にみれば、この台詞にイアー
ゴーのオセローへの同性愛的欲望が無意識的に潜んでいるとも言える。少
なくとも、クリストファー・J・ダガーが指摘するように、イアーゴーは軍
3
人としてホモソーシャルな思いをオセローに示そうとしていると言える。

イアーゴーがオセローに言う次の台詞はどのように解釈すべきだろうか。

I am your own for ever.

(Othello 3.3.480)

『オセロー』の結末を知っている観客は、これはオセローを欺くための見
せかけの忠誠の台詞と思うが、イアーゴーが思わず心情を吐露してしまっ
たとも言えないだろうか。ベン・アローグンデードがこの台詞を捉えて主
張するように、イアーゴーの悪意の動機はオセローのデズデモーナへの愛
に対する嫉妬であり、イアーゴーは抑圧された同性愛的な欲望によって狂
気と化したのではあるまいか。イアーゴーの台詞は一兵士としての将軍に
対する忠誠をはるかに超えたものであり、結婚式の誓いの言葉にも似た明
4
らかにロマンティックな調子を帯びている。
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イアーゴーはオセローに対してだけでなくキャシオーにも同性愛的欲
望を抱いているふしがある。例えば、イアーゴーがオセローに “I lay with

Cassio lately,”（3.3.414）と言う台詞があるが、イアーゴーのキャシオーに
対する同性愛的な響きが感じられる。5
またイアーゴーは女嫌いである。それはイアーゴーがエミリアとデズデ
モーナに対して女性一般について言う次の台詞にも明らかである。
you are pictures out of doors, bells in
your parlours, wild-cats in your kitchens, saints in your injuries,
devils being offended, players in your housewifery, and
housewives in your beds.
(Othello 2.1.108-11)
このように、イアーゴーは女性は「外に出てはお人形、部屋にいては割れ
鐘、台所にあっては山猫、悪事をなすときは聖女面、腹を立てたときは悪
魔面、働くときは怠けもの、ベッドのなかでは働きもの」と言って、終始
一貫女性を軽蔑している。その中にはデズデモーナもエミリアも含まれて
いる。“housewives” には「身持ちの悪い女」という意味があり、イアーゴー
は女性は性的に淫らなものと決めつけている。イアーゴーは妻のエミリア
に対しても何の愛情もかけず、嫌悪感さえ抱いており最後の場面では証拠
隠滅のために背後から刺し殺してしまうほどである。イアーゴーの女嫌い
と同性愛的側面はイアーゴーの中では分かち難く共存しているのである。
３．オセローに対するイアーゴーの倒錯した愛
さて、
『デズデモーナ』にイアーゴーは登場しない。それはこの戯曲に
登場する人物は全て「死後の世界」“ Afterlife ”（48）の人たちであるから
だ。モリスンの解釈によれば、
『オセロー』では、イアーゴーは死刑にな
6
ると匂わせられるだけであって処刑されたかどうかはわからない。
『デズ

デモーナ』では、キャシオーが言うように（53）
、イアーゴーは独房で一
人苦しんでいる。
『デズデモーナ』第 7 場はオセローがデズデモーナに衝撃的な事実を告
白する場面である。デズデモーナとおぼしき人物の台詞がオセローはイ
アーゴーに騙されていたことを知っていたと語るのだ。オセローとイアー
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ゴーの間には戦友としての深い絆があり、二人は戦場で揃って老婆を強
姦した、とオセローは告白する。二人は「兄弟愛」で結ばれており、イ
アーゴーはオセローに倒錯した愛を抱いているのである。シェイクスピア
のオセローはデズデモーナが無実であることが判明するとイアーゴーを
“Precious villain!”（5.2.233）と呼んで叫んだが、モリスンはイアーゴーと
オセローを「兄弟愛」で結ばれた戦友に修正している。デズデモーナのも
のと思われる台詞はオセローに次のように続けて言う。

The
quiet approval beamed from one male
eye to another. Bright, tight, camaraderie.
Like-mindedness born of the exchange of
musk; the buckʼs regard of the doe; the mild
contempt following her capture.

(Desdemona 37)

このように、モリスンはオセローはイアーゴーの悪意の動機・策略を初め
から知っていて、二人は「堅い友愛」で結ばれており「麝香のような香り
の交換から生まれた同じ趣味」を持っている、と斬新な解釈をしている。
これはモリスンの『オセロー』の修正的な読みである。
オセローは上記の台詞に対して次のように答える。

Aroused by bloodletting, Iago and I entered
a stable searching for food or drink. What
we found were two women cowering. After
a ﬁrst glance, they never looked at us again.
They lowered their eyes and whimpered.
They were old, so old. Fingers gnarled by
years of brutal work; teeth random and softly
withering ﬂesh. No matter. We took turns
slaking the thirst of our loins rather than
our throats.

(Desdemona 37)

オセローとイアーゴーは食料や飲み物を探して馬小屋に入る。オセローは
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恐怖で立ちすくみ、しくしく泣いている二人の老婆を子供が見ている前で
イアーゴーと共にレイプした、と告白する。二人のグロテスクな行為は兄
弟愛によるものだ。なぜならば、オセローとイアーゴーは子供の前で二人
の老婆――歯はまばらで肉体は柔らかく萎びていた――をレイプすること
によって子供にもたらす痛みの中に喜びを共有しているからだ。二人が同
性愛的な関係にあるか、あるいは少なくともホモソーシャルな関係にある
ことは明らかである。デズデモーナがその子供も襲ったのかと尋ねると、
オセローは次のように言う。

There was a look between us. Before our
decision to do no more harm our eyes met,
Iagoʼs and mine, in an exchange of secrecy.

(Desdemona 38)

オセローはこのように、二人のあいだには「目配せ」があり、もうこれ以
上の危害を及ぼさないという「秘密の意志の交換」があったという。この
ように、イアーゴーとオセローは以心伝心の関係にあり、二人の間の「目
配せ」が行動を決めるのである。オセローは二人の間の目配せは羞恥心を
確認したのではなく、“ mutual pleasure ”（38）を確認したと言う。モリス
ンはレイプの場面について「レイプはまったくセックスでも女の誘惑に
よるものでもないことを示したかった。二人の女はオセローにウインクし
たわけでもなく、ドレスがそれほど短かったわけでもない」（Desdemona

Talks Back to Othello）と『ニューヨーク・タイムズ』の中で語っている。
モリスンは子供にレイプがもたらす痛みの中に「互いの喜び」を示した
かったと言っているのである。
ここで別の作品に話題を移すが、モリスンは『青い眼がほしい』（1970
年）の中に、ソープヘッド ・チャーチ（エリヒュー・マイカ・ウィットカ
ム）という西インド諸島出身のいかさま牧師を登場させ、ソープヘッドに
ついて次のように言っている。
He
noticed Gibonʼs acidity, but not his tolerance, Othelloʼs love for the
fair Desdemona, but not Iagoʼs perverted love of Othello.
(The Bluest Eye 134)
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モリスンはソープヘッドは「ギボンの辛辣さ」やデズデモーナの美しさに
は気づいても、イアーゴーのオセローに対する「倒錯した愛」には気づか
なかったと言う。イアーゴーのオセローに対する同性愛的な欲望はモリス
ンの『オセロー』解釈の一つである。モリスンは『デズデモーナ』の発表
の前から『オセロー』を、単なるデズデモーナの称賛とか、オセローの英
雄性とか、イアーゴーのオセローへの復讐劇と見るような表面的な解釈を
問題視していたことがわかる。なぜならば、モリスンは41年も前からイ
アーゴーのオセローに対する「倒錯した愛」について『青い眼がほしい』
の中で言及していたからである。
シェイクスピアのオセローは己の非を認めて武人らしく自刃し、ムーア
人につきまとう「野蛮」さを払拭することによって、ブラッドリーらが主
張するように英雄視されているが、モリスンのオセローは英雄ではなく
『タイタス・アンドロニカス』のアーロンを想起させる野蛮なムーア人で
7
ある。
ジークムント・フロイト理論にのっとれば、イアーゴーはオセロー

を映し出す「鏡の機能」を果たしていると言える。
映画史や上演史をひもとけば、イアーゴーがオセローに対してホモソー
シャルなあるいは同性愛的な欲望を抱いていたと演出する映画や演劇はす
でにあった。例えば1938年、ローレンス・オリヴィエはロンドン・オー
ルドヴィック劇場でイアーゴーをゲイとして演じた。この映画につい
て、アロガンデイドは「同性愛は『オセロー』で明白にほのめかされた主
題である」
（“Is Iago Gay in Othello? Analysis of Homosexuality in William

Shakespeare ʼ s Play ”）と主張している。また例えば1985年、デヴィッド・
スーシェもストラットフォードのロイヤル・シェイクスピア・シアターで
イアーゴーを同性愛の視点から演じ、また例えば1989年、サー・イアン・
マッケランもイアーゴーをゲイの観点から演じている。また例えば1995
年、オリヴィエの再来と言われるイアーゴー役のケネス・ブラナーはオセ
ローといるときはその場の雰囲気を盛り上げて、ホモセクシャルとして解
8
釈できるボディーランゲージを使用したのである（図 2 参照）。
イアーゴーの悪意の動機は同性愛的欲望によるものだという見方は古く
からあったが、1997年「アーデン三版の編者ホニングマンはイアーゴー
に『抑圧された同性愛』を見出すことの問題点を二つ挙げている。一つは
この議論の上演における非有用性（たとえ確かにイアーゴーの潜在意識に
同性愛があったとしても『上演のいかなる詳細でもそれに触れる意義は無
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左はオセロー役ローレンス・フィッシュバーン、右は
イアーゴー役ケネス・ブラナー、映画『オセロー』監
督オリヴァー・パーカー、1995年

い』[Rosenberg 182]）
、もう一つは批評上の非妥当性（同性愛を論じるの
に『オセロー』を題材に取り上げることの不適切さ）である（50-52）
。ホ
ニングマンが前者の指摘で依拠したマーヴィン・ローゼンバーグの著書の
初版は1961年であり、彼の舞台での非有用性の指摘は、同性愛をイアー
ゴーの「動機」と考えても舞台では何の効果ももたらさないという意味で
あった（158-60, 178-83）
」
（松尾 85-86）
。ローゼンバーグは「イアーゴー
を同性愛者とするオリヴィエの奇妙な試みは失敗したかもしれない。なぜ
ならばその概念はあまりにも狭かったからである」（181）と主張するが、
彼やホニングマンらの見方は LGBT（
「性の多様性」と「性のアイデンティ
ティ」からなる文化を強調するもの）
、クイア理論の視点からシェイクス
ピアを上演したり研究したりする現代では古い見方と言える。
モリスンの視点からイアーゴーの最後の台詞「なにを聞いてもむだだ、
わかってるだろう、わかってることは」を再読すると、イアーゴーはオセ
ローの心がデズデモーナだけに向いて自分に向いていないことに不安とい
らだちを覚え、デズデモーナを亡き者にし、オセローを自分だけのものに
しようとしたのだと言う解釈も可能と思う。モリスンは『青い眼がほし
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い』の中でオセローに対するイアーゴーの倒錯した愛に言及し、
『デズデ
モーナ』の中でその倒錯した愛を具体的に発展させたのでないだろうか。
またイアーゴー、オセロー、デズデモーナの関係はシェイクスピアの『ソ
ネット集』の「私」と「美青年」とあやしい色香につつまれた「黒い貴婦
人」“dark lady” をめぐる屈折した三角関係を想起させる。9
４．アフリカニズム
なぜコールリッジをはじめ白人を中心とする多くの欧米の批評家はイ
アーゴーの悪意の動機に気づかなかったのか。それは白人イアーゴーが黒
人オセローに性的欲望を抱くはずはないと思い込んでいたからではないだ
ろうか。欧米の批評家は黒人対白人の構図を見誤ったからではないだろう
か。黒人オセローへの人種差別と偏見が白人イアーゴーの動機をさぐる妨
げになったのではないだろうか。モリスンはその『白さと想像力――アメ
リカ文学の黒人像』において、黒人対白人の構図は単純ではないと言う。
モリスンはでっちあげられた黒人という存在（モリスンはそれをアフリカ
ニズムと呼ぶ）は、米文学に大きな影響をおよぼしてきたと主張し、アフ
リカニズムの定義を次のように言う。

I use it as a term for the denotative and connotative blackness that African peoples have come to signify,
as well as the entire range of views, assumptions, readings,
and misreadings that accompany Eurocentric learning about
these people. ...
American Africanism makes it possible to say and not to say, to
inscribe and erase, to escape and engage, to act out and act
on, to historicize and render timeless. ...
The United States, of course, is not unique in the construction of Africanism. South America, England, France,
Germany, Spain̶the cultures of all these countries have participated in and contributed to some aspect of an “invented
Africa.”
(Playing in the Dark 6-7)

トニ・モリスン『デズデモーナ』におけるシェイクスピア『オセロー』の受容
──オセローとイアーゴーの関係を中心に
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本著は特にアメリカの人種・民族問題を論じているが、これまでのアメリ
カ文学の作品――エドガー・アラン・ポー、マーク・ トウェイン、アー
ネスト・ヘミングウェイなど――のなかで、さまざまなアフリカ系アメリ
カ人の表象が誤った形で「再生産」され、モリスンが呼ぶ「アフリカニズ
ム」
（アフリカ民族が表すようになった表示的かつ暗示的暗さ、それから、
これらの人々についての意見、思いこみ、理解の仕方、ヨーロッパ中心の
学問につきものの誤解の総体。これはおそらくエドワード・サイード『オ
リエンタリズム』の概念の援用と思われる）が見受けられることを、実際
のテクストにあたりながら具体的に論じている。白人はアフリカの黒人を
理解せずまた理解しようともせず誤解してきたと主張する。ヨーロッパ中
心の学問が黒人に対する偏見と差別と歪んだ思い込みを人々に植えつけた
と言う。アメリカだけでなく、南アメリカ、イギリス、フランス、ドイ
ツ、スペインといったすべての国々がアフリカの黒人に対する偏見や誤
解を生み出したと言っているのだ。モリスンはアフリカニズムの視点か
ら『デズデモーナ』を創作した。なぜならば、モリスンは「『デズデモー
ナ』を書く際に、最も大事な事はイアーゴーという白人男性の視線を取り
除くことであった」（
『シドニー・モーニング・ヘラルド』2015）と言っ
ているからだ。白人が黒人に同性愛的欲望など抱くはずはないという白人
の「思いこみ」やヨーロッパ中心の学問につきものの誤解がイアーゴーの
動機の発見を困難にさせたのである。10
５．おわりに
以上見てきたように、イアーゴーのオセローへの「倒錯した愛」を視点
にして、二人の関係を論じてきた。モリスンはトラオレが歌うアフリカの
静かな民族的な叙情歌を背景に、ジェンダー、性、セクシュアリティ、ホ
モソーシャル、人種、階級の問題を交えて、『オセロー』の修正的な読み
を『デズデモーナ』で試みている。モリスンはかつて『タール・ベイビー』
によって『テンペスト』の新解釈を試みた。モリスンは『テンペスト』に
ついて「理想的」な読み方と「修正的」な読み方をし、
『テンペスト』を
この二つの読み方の交差点におき、
『タール・ベイビー』の登場人物ヴァ
レリアンの中にプロスペローを、ジェイディーンにミランダを、サンに
キャリバンの像を見て、ヴァレリアン＝プロスペローの欧米中心主義的基
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11
準に疑問を呈した（Walther 137-49）
。
モリスンは『デズデモーナ』にお

いても『オセロー』の「理想的」な読み方と「修正的」な読み方をしたの
である。
※本稿は2018年 9 月 7 日の日本英語文化学会第21回全国大会（昭和女子
大学）において口頭発表したものに加筆修正を加えてものである。
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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
理事10名程度

会長１名

副会長１名

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

第６条

第７条

第８条
第９条
第10条
第11条

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。
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
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。
役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
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。
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。
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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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

78

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。
）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>
（12）註番号は（
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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

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。
４．応募締切

編集後記
『異文化の諸相』第39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今回も無事に発行することができまし
た。言語関係が２編、文学関係が３編、計５編の論文が収載されていま
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。本号から併記された Cultures and Communication という英誌名
に相応しく、英語文化の研究がますます発展することを期待しつつ、次期
編集長にバトンタッチしたいと思います。

2019年 2 月20日
日本英語文化学会
編集長

中井 延美
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